
一日の回復力使用回数 (回復力値 13)     

 

(重傷値 27)
ヒット・ポイント

装備品
グレイスフル・ロングソード+2、レザーアーマー ＋1、ロングボウ、標準冒険者キット
クローク・オヴ・レジスタンス+1、レンズ・オヴ・ディサーンメント、サークレット・オヴ・インフォミタビリティ

アクション
ポイント

エラドリン（サン・エルフ）　ブレードシンガー/レベル7　善　

5 4

言語

視覚

移動速度(マス数)イニシアチブ

共通語、エルフ語、竜語

通常、夜目

6+ 7

能力値と技能

筋力       8  - 1
<運動>   +2

耐久力  12 +1
<持久力>   +4

敏捷力     19 +4
<軽業>   +12
<隠密> +7
<盗賊>  +7

知力  19 +4
<魔法学>   +14
<歴史>   +14
<宗教>   +7

判断力       11 +0
<地下探検>    +3
<治療> +3
<看破>  +5
<自然>  +3
<知覚>   +8

魅力度     11 +0
<はったり>  +5
<交渉>   +3
<威圧>   +3
<事情通>  +3

2 2
1 5
2 0
1 8

防御値

AC
頑健

反応

意志

その他の能力

エラドリンの意志：[魅了]効果に対するセーヴィング・スローに+5の種族ボーナスを得る。
守りの剣舞：片手用近接武器を手に持っている間、君の遠隔攻撃と遠隔範囲攻撃は機会攻撃
を誘発しない。

ブレードシンガーの呪文書：大休憩ごとに1レベルの一日毎攻撃パワーと2レベルの汎用
パワーを1つずつ選んで準備する。

《重刀剣練達》：機会攻撃に対してすべての防御値に+2のボーナスを得る。
《無双の反応》：君は遭遇開始後最初の自分のターンの間、すべての敵に対して戦術的優
位を得る。

秘術の速撃：君が自分のターンにブレードシンガーの一日毎攻撃パワーを使用したなら、君
はマイナー・アクションとして1 回の近接基礎攻撃を行なうことができる。

《セーヴ強化》：すべてのセーヴに+2の特技ボーナスを得る。
プライモーディアルの炎を浴びし者：[火]に対する抵抗8を得る。冷気に対する脆弱性8
を得る上、君に対する［冷気］攻撃は18～20の目でクリティカルする。交渉判定においては、
元素起源のクリーチャーに対しては＋2ボーナス得、永劫起源のクリーチャーに対しては－2ペ
ナルティを受ける。

鋼の反歌：君がブレードソングを起動させている間に、君に隣接する敵が君にヒットを与え
た場合、君はその敵に対して機会アクションとして1回の近接基礎攻撃を行なうことができる。

 

エリオン・シルバークラウン

特技（効果は適用済）

《重刀剣練達》 《無双の反応》 《セーヴ強化》 《エラドリンの精兵》

テーマ：イリヤンブルーエン・ガーディアン

「聞け･･････我が魔剣の鎮魂歌･･････！」
ブ　レ　ー　ド　ソ　ン　グ



無限回攻撃パワー 一日毎攻撃パワー(各レベルから1つずつ選択)

剣術呪文パワー

 

ロングソード[近接基礎攻撃] 無限回

標準アクション 　　　　　　　近接・1
目標：クリーチャー1体　　　   攻撃：1d20 + 13 対 AC
ヒット：(1d8 + 6)ダメージ。さらに[剣術呪文]パワーを
1つ使用できる。
 

アンシーン・ハンド[剣術呪文]

シャドウ・セヴァー[剣術呪文]

魔剣の鎮魂歌/ブレードソング 遭遇毎 ■バーニング・ハンズ[1レベル] 一日毎 ■
クラス特徴など 初級呪文

汎用パワー(各レベルから１つずつ選択)

底力 ■
標準アクション 使用者
効果：使用者は回復力を1回分消費して、ヒット・ポイン
トを回復力値ぶん回復し、次の使用者のターンの開始時
まですべての防御値に+2のボーナスを得る。

遭遇毎

無限回

無限回

アクション不要　　　　　　　 遠隔・10
トリガー：使用者のターン中に、使用者が敵に対して攻
撃をヒットさせる（片手に武器や盾を持っていないこと）
目標：クリーチャー1体
効果：4点の[力場]ダメージ、さらに使用者は目標を3マ
スまで横滑りさせる。

アクション不要　　　　　　　 遠隔・10
トリガー：使用者のターン中に、使用者が敵に対して攻
撃をヒットさせる（片手に武器や盾を持っていないこと）
目標：クリーチャー1体
効果：4点の[死霊]ダメージ、さらに目標が中型以下なら
目標を伏せ状態にする。

ダズリング・サンレイ[剣術呪文] 無限回

アクション不要　　　　　　　 遠隔・10
トリガー：使用者のターン中に、使用者が敵に対して攻
撃をヒットさせる（片手に武器や盾を持っていないこと）
目標：クリーチャー1体
効果：4点の[光輝]ダメージ、使用者の次のターン終了時
まで目標の行う攻撃ロールに-2のペナルティを受ける。

マジック・ミサイル[遠隔基礎攻撃] 無限回
標準アクション　　　　　　　 遠隔・20
目標：クリーチャー1体
効果：8点の[力場]ダメージ

マイナー・アクション　　　　使用者
前提：片手に武器や盾を持っていないこと
効果：使用者の次ターン終了時まで、攻撃ロールと全ての
防御値に+2、ダメージ・ロールに+5のパワー・ボーナス
を得る。

フェイ・ステップ 遭遇毎 ■
移動アクション　　　　　　　使用者
効果：使用者は5マスまでの瞬間移動を行う。この時に隣
接する味方1 人も一緒に運ぶことができる。その味方は使
用者の瞬間移動先に隣接する任意のマスまで瞬間移動する。

標準アクション　　　　　　　近接範囲・噴射5
目標：噴射内のクリーチャーすべて
攻撃：1d20 + 9 対 “反応”
ヒット：(2d6 + 8)点の[火]ダメージ
ミス：半減ダメージ
特殊：攻撃ロールの目が19～20の場合、クリティカル・
ヒットとなる。

レイ・オヴ・エンフィーブルメント[1レベル] 一日毎 ■
標準アクション　  　　　　　  遠隔・10
目標：クリーチャー1体　　      攻撃：1d20 + 9 対 “頑健”
ヒット：(1d10 + 8)点の[死霊]ダメージ、目標は使用者の
次のターン終了時まで弱体化状態となる。
ミス：半減ダメージ

ショック・スフィアー[5レベル] 一日毎 ■
標準アクション　  　　　遠隔範囲・爆発2・10マス以内
目標：爆発範囲内のクリーチャーすべて
攻撃：1d20 + 9 対 “反応”
ヒット：(2d6 + 8)点の[電撃]ダメージ。
ミス：半減ダメージ

カラー・スプレー[5レベル] 一日毎 ■
標準アクション　  　　　　　　近接範囲・噴射5
目標：噴射内のクリーチャーすべて
攻撃：1d20 + 9 対 “意志”
ヒット：(1d6 + 8)点の[光輝]ダメージ。目標は使用者の次
のターンの終了時まで幻惑状態になる。

サジェスチョン ■
フリー・アクション　　　  　   使用者
トリガー：使用者が〈交渉〉判定を行う。
効果：使用者は代わりに〈魔法学〉判定を行い、この判定の
結果を〈交渉〉判定の結果を決めるために用いる。

遭遇毎

ブリンク・アウェイ[2Lv] ■
即応・対応 　　　　　　　 使用者
トリガー：敵が使用者に隣接してターンを終了した。
効果：使用者は2マスまでの瞬間移動を行なう。

遭遇毎

プレスティディジテイション 無限回

標準アクション 　　　　　　　遠隔・2
効果：以下の効果のうち1つを発生させる。
◆1辺1フィートの立方体におさまる物体の色を変える。
◆舞い散る火花、一吹きの風、かすかな音楽、きつめの
　臭いなど、無害な感覚的効果を1つ作りだす。
◆1辺1フィートの立方体に収まる物体に、1時間までの間、
　色をつけたり、綺麗にしたり、汚したりする。
◆蝋燭、松明などに火をつける（あるいは消す）。
◆重さ1ポンドまでの生命を持たぬ物質を冷やしたり、暖
　めたり、匂いをつけたりする。
◆1時間のまで間、物体の表面に小さな印をつける。
◆小さなアイテムや幻像を無から生じさせる。これは使用
　者の次のターンの終了時まで存在し続ける。
◆小さな手に持てる物体1つを使用者の次のターンの終了
　時まで不可視にする。
特殊：使用者は同時に3つまでのプレスティディジテイシ
ョンを稼動させておくことができる。この初級呪文によ
ってつくられた物は決してダメージを与えず、武器や道
具として用いることはできず、他のクリーチャーのアク
ションを妨げることもない。このパワーによって他のパ
ワーと同じ効果を生じさせることはできない。

メイジ・ハンド 無限回

マイナー・アクション　　   遠隔・5
効果：5マス以内の何ものにも占められていないマスに、
宙に浮かぶおぼろげな手を1つ創造する。この手は君の次
のターンの終了時までか、このパワーをもう一度使用す
るまで持続する。この手が持続している間、君は手に以
下のアクションを行わせることができる。
マイナー・アクション：20ポンド(約9kg)以下の重さの物
体1つを保持したり操作する。同時に2つ以上の物体は保
持できない。
移動アクション：物体を保持して、5マスまで移動する。
フリー・アクション：保持している物体を落とす。
維持・マイナー：君の次のターンの終了時まで持続する。

フェザー・フォール[2Lv] 一日毎 ■
フリー・アクション　  　　   　遠隔・10
トリガー：使用者または10マス以内のクリーチャー1体が
落下した。
目標：トリガーしたクリーチャー
効果：目標は落下ダメージを受けず、伏せ状態にもならな
い。

ウィザーズ・エスケープ[6Lv] 一日毎 ■
即応・割込　　　  　 　   　使用者
トリガー：1体の敵が使用者に1回の近接攻撃をヒットさ
せる
効果：使用者は敵と隣接していない1つのマスまで5マス
瞬間移動する。

イヴェイシヴ・ステップ[6Lv] 一日毎 ■
即応・割込　　　  　 　   　使用者
トリガー：敵の攻撃が使用者にヒットまたはミスする
効果：使用者はフェイ・ステップを使用する（すでに使
用済みの場合は使用できない）。

クローク・オヴ・レジスタンス
マイナー・アクション　　　　　　　　　使用者
効果：使用者は次の自分のターン開始時まで、すべてのダ
メージに対する抵抗5を得る。

マジック・アイテム
 ■一日毎

レンズ・オヴ・ディサーンメント
マイナー・アクション　　　　　　クリーチャー1体
効果：使用者は自分の次のターンの終了時まで、そのクリー
チャーを識別するための知識判定に＋10のパワー・ボーナ
スを得る。

 ■遭遇毎

フェノルの剣/グレイスフル・ロングソード
特性：クリティカル・ヒットの際にダメージ+8
即応・対応
トリガー：使用者の間合い内の敵が使用者に対して近接攻
撃を行った。
効果：その敵に1回の近接基礎攻撃を行う。

 ■一日毎


