
一日の回復力使用回数 (回復力値 16)     

 

(重傷値 31)
ヒット・ポイント

装備品
レイピア+2、ホーリィ・シンボル+2、フレイムドリンカー・ヘヴィ・シールド、プレート・アーマー +1、ホーリィ・ガントレッツ、
ブーツ・オヴ・ザ・フェンシング・マスター、クローク・オヴ・レジスタンス+1、ベルト・オヴ・ヴィゴー、標準冒険者キット

 

アクション
ポイント

ハマドライアド　パラディン/レベル7　無属性　テーマ：シー・ロード 

6 2

言語

視覚

移動速度(マス数)イニシアチブ

共通語、エルフ語

夜目、通常

5+ 3

能力値と技能

筋力    10 +0
<運動>   -  1

耐久力  11 +0
<持久力>  - 1

敏捷力    10 +0
<軽業>   - 1
<隠密>  - 1
<盗賊>  - 1

知力    8  - 1
<魔法学>   +2
<歴史>   +2
<宗教>   +7

判断力  17 +3
<地下探検>   +7
<治療>  +11
<看破>  +11
<自然>  +8
<知覚>   +6

魅力  21 +5
<はったり>  +8
<交渉>   +15
<威圧>   +8
<事情通>  +8

2 4
1 5
1 7
2 0

防御値

AC
頑健

反応

意志

その他の能力

特技（効果は適用済）

森渡り：
君は樹木や下生え、その他何らかの森林の植生に由来する“移動困
難な地形”を無視する。

樹木の精神：
君は幻惑状態、支配状態、および朦朧状態をもたらす効果に対する
セーヴィング・スローに＋ 2の種族ボーナスを得る。

フレイムドリンカー・シールド：[火]に対する抵抗5点を得る。
《高潔なる回復》：
君が回復力1回ぶんを消費する際、君は次の君のターンの開始時ま
で、すべてのダメージに対して、3点の抵抗を得る。

ブーツ・オヴ・ザ・フェンシング・マスター：
シフトを行うたび、次の自分のターンの終了時までACと反応に+1
のボーナスを得る。

 

 

エイロヌイ

《武器装具練達(軽刀剣/聖印)》 《献身の聖騎士》
《万能の伝導者(ターン・アンデッド)》 《高潔なる回復》

「妖精郷にも飽きたわね。どう、タラン？」



攻撃パワー

ヴァーチュアス・ストライク 無限回

標準アクション　　　　　　近接・武器　(レイピア)
目標：クリーチャー1体　　  攻撃：1d20 + 14 対 AC
ヒット：(1d8 + 7)の[光輝]ダメージ。使用者は次のターン
終了時まで、セーヴィング・スローに+2のパワー・ボー
ナスを得る。

エンフィーブリング・ストライク
標準アクション　　　　　　近接・武器　(レイピア)
目標：クリーチャー1体　　  攻撃：1d20 + 14 対 AC
ヒット：(1d8 + 7)ダメージ。使用者が目標をマークしてい
るなら、目標は使用者の次のターン終了時まで攻撃ロール
に-2のペナルティを受ける。 

レイピア[近接基礎攻撃]
標準アクション　　　　　　近接・1
目標：クリーチャー1体　　  攻撃：1d20 + 14 対 AC
ヒット：(1d8 + 7)ダメージ。

ダズリング・フレア  ■
標準アクション　　　　　　遠隔・5　(聖印)
目標：クリーチャー1体　　  攻撃：(1d20 + 12) 対 “反応”
ヒット：(2d8 + 7)の[光輝]ダメージ。目標は使用者の次の
ターン終了時まで攻撃ロールに-2のペナルティを受ける。

汎用パワー
レイ・オン・ハンズ 
マイナー・アクション 　　　　近接・接触
目標：クリーチャー1体
効果：使用者は1回ぶんの回復力を消費するが、ヒット・
ポイントは回復しない。代わりに、目標は回復力を1回消
費して、(目標の回復力値 + 5)のヒット・ポイントを回復
する。このパワーを使用するためには、使用者の回復力が
少なくとも1回ぶん残っていなければならない。
特殊：このパワーは1日につき3回使用できるが、1ラウン
ドに2回以上使用することはできない。

 
チャネル・ディヴィニティ：ディヴァイン・メトル 遭遇毎

 ■マイナー・アクション 　　　近接範囲・爆発10
目標：爆発の範囲内にいるクリーチャー1体
効果：目標は1回のセーヴィング・スローを行なう。
このロールには + 5 のボーナスがつく。

 
 

 

チャネル・ディヴィニティ：ターン・アンデッド 遭遇毎
 

 
 

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

ライチャス・スマイト

マイナー・アクション　　　　  近接範囲・爆発5
目標：爆発の範囲内にいるクリーチャー1体
効果：使用者は目標を“マーク”する。目標がすでにマー
クされているなら、それを上書きする。使用者が別の目
標にこのパワーを使用するか、使用者が目標と交戦する
（下記参照）のに失敗するまで、目標は“マークされた状
態”のままである。
　使用者にマークされている目標は、使用者を目標に含
まない攻撃の攻撃ロールに-2のペナルティ。また、使用
者を目標に含まない攻撃を行なうと、目標は8点の［光
輝］ダメージを受ける。このダメージは1ターンにつき1
回しか発生しない。
　使用者は自分のターン中、マークした目標と交戦する
か、別の目標をマークしなければならない。目標と“交
戦”したとみなされるためには、使用者は目標に攻撃を行
なうか、目標に隣接した状態で自分のターンを終えねば
ならない。使用者のターンの終了時にどちらの条件も満
たされていない場合、目標の“マークされた状態”は終了
し、使用者は次の自分のターンにディヴァイン・チャレ
ンジを使用することができなくなる。
　このパワーは1ターンに1回だけ使用できる。

 ■
標準アクション　　　　　　近接・武器　(レイピア)
目標：クリーチャー1体　　  攻撃：1d20 + 14 対 AC
ヒット：(2d8 + 7)ダメージ。使用者および使用者から5マ
ス以内にいる味方すべては、8点の一時的ヒット・ポイン
トを得る。

遭遇毎

遭遇毎

無限回

無限回

無限回(特殊)

ディヴァイン・チャレンジ 
 

無限回

ハマドライアド・アスペクツ  ■
マイナー・アクション　　　      使用者
効果：このパワーを使用するたび、以下のいずれかを選
択する。
◆魔法的な美しさ：使用者を見ることができる敵すべて
　は、次の使用者のターンの終了時まで、使用者に対し
　て戦術的優位を与える。
◆木の姿：使用者は次の使用者のターンの終了時まで、
　すべてのダメージに対する抵抗5を得る。

遭遇毎

レイディアント・デリリウム  ■一日毎
標準アクション　　　　　　遠隔・5　(聖印)
目標：クリーチャー1体　　  攻撃：(1d20 + 12) 対 “反応”
ヒット：(3d8 + 7)の[光輝]ダメージ。目標は使用者の次の
ターン終了時まで幻惑状態となり、さらにACに-2のペナ
ルティを受ける（セーヴ・終了）
ミス：半減ダメージ。目標は使用者の次のターン終了時ま
で幻惑状態となる。

ネーム・オヴ・マイト  ■一日毎
標準アクション　　　　　　近接範囲・噴射3
目標：噴射の範囲内の敵すべて
攻撃：(1d20 + 12) 対 “頑健”
ヒット：(3d8 + 7)の[雷鳴]ダメージ。目標は減速状態とな
る（セーヴ・終了）。
ミス：半減ダメージ。目標は使用者の次のターン終了時ま
で減速状態となる。

サモン・シー・アライ  ■一日毎
マイナー・アクション　　　     遠隔・5
効果：使用者は1 体の“シーの家の衛兵”を、範囲内の何
も無いマスに召喚する（データは右下参照）。この衛兵
は使用者および使用者の味方の味方である。
　衛兵はアクションを持たない。使用者がアクションを
消費して心の中で命令を下し、衛兵の説明の中にあるア
クションを選択する。命令するには使用者から衛兵が見
えなければならない。命令した場合、使用者と衛兵は知
識を共有するが感覚は共有しない。使用者が移動アクシ
ョンを消費して自身が移動した場合、衛兵にも自身の移
動速度で移動するように命じることができる。
　衛兵が攻撃ロールもしくは判定を行なう場合、使用者
は自分のデータを用いてこのロールを行なう。一時的な
ボーナスやペナルティは加算されない。
　このクリーチャーは（1）ヒット・ポイントが0に減少
する。（2）使用者が1回のマイナー・アクションでこの
クリーチャーを解除する。（3）使用者がこのパワーを
再使用する。この条件を満たすまで持続する衛兵のヒッ
ト・ポイントが0になると、使用者は回復力を1 回ぶん失
う（使用者の回復力が残っていない場合は、回復力値に
等しいヒット・ポイントを失う）。

 ■ ■ ■

標準アクション　　　　　　  近接範囲・爆発2
目標：爆発の範囲内のアンデッドすべて
攻撃：(1d20 + 7) 対 “意志” 
ヒット：(1d10 + 3)の[光輝]ダメージ。使用者は目標を8
マスだけ押しやる。目標は使用者の次のターンの終了時
まで動けない状態となる。
ミス：半減ダメージ。

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

フレイムドリンカー・シールド
即応・割込
トリガー：使用者に隣接する1体の味方が[火]ダメージを受
ける。
効果：その味方は次の使用者のターンの終了時まで[火]に
対する抵抗10を得る。

 ■一日毎

ホーリィ・ガントレッツ
フリー・アクション
効果：使用者が次に使用した［信仰］パワーによるダメージ
の種別は［光輝］に変更される。その攻撃がヒットした場合、
さらに追加で1d6の［光輝］ダメージを与える。以後、使用者
はその遭遇の終了時まで、［光輝］キーワードを持つ攻撃を
成功させるたびに1の追加［光輝］ダメージを与える。
　使用者がその日少なくとも1回のマイルストーンに達して
いる場合、この追加［光輝］ダメージは1でなく2となる。

 ■一日毎

ブーツ・オヴ・ザ・フェンシング・マスター
マイナー・アクション
効果：2マスのシフトを行う。

 ■遭遇毎

シーの家の衛兵(タラン)
hp：15    AC：24、頑健：15、反応：17、意志：20　  移動速度：6
回復力：なし（何らかの効果が回復力の使用を許す場合、使
用者は衛兵のために回復力1回ぶんを失うことができる。）
　標準アクション◆無限回　　近接・１　攻撃：+12 対 AC
　ヒット：（1d8 + 5)のダメージ。
　移動アクション（［瞬間移動］）◆遭遇毎
　効果：タランは6マスまで瞬間移動する。
　即応・割込◆無限回
　トリガー：タランが使用者に隣接している時に、使用者に
　近接攻撃または遠隔攻撃がヒットする。
　効果：その攻撃は使用者の代わりにタランにヒットする。

召喚されたクリーチャー
中型・フェイ・人型

マーターズ・ブレッシング  ■一日毎
即応・割込　　　　　　　　　近接範囲・爆発1
トリガー：隣接する味方1人に対する1回の近接攻撃また
は遠隔攻撃がヒットする
効果：その攻撃は味方ではなく使用者にヒットする。

ウッドン・サンクチュアリ  ■一日毎
移動アクション　　　　　　　使用者
効果：使用者は回復力を1回使用できる。さらに使用者は
次の使用者のターン開始時まで、“ゲームから除外された
状態”になる。次の使用者のターン開始時に、使用者は直
前まで占めていたマス目か、そのマス目に最も近い何もの
にも占められていないマス目に再び現れ、ゲームに復帰す
る。あるいは、使用者は最初の位置から20マス以内にある
樹木か木製の物体に隣接する、何ものにも占められていな
いマス目に再び現れることもできる。


