
一日の回復力使用回数 (回復力値 11)

 

(重傷値 22)
ヒット・ポイント

装備品
ニーモニック・クォータースタッフ+2、クロース・アーマー・オヴ・クレンジング+2、
標準冒険者キット、クローク・オヴ・ディストーション+１、呪文書

 

アクション
ポイント

ヒューマン　メイジ/レベル7　無属性 

4 5

言語

視覚

移動速度(マス数)イニシアチブ

共通語、ゴブリン語

通常
6+ 8

能力値と技能

筋力      8  - 1
<運動>   +2

耐久力  11 +0
<持久力>  +3

敏捷力    12 +1
<軽業>   +4
<隠密>  +4
<盗賊>  +4

知力    19 +4
<魔法学>   +14
<歴史>   +12

+12<宗教>   

判断力  16 +3
<地下探検>   +6
<治療>  +6
<看破>  +6
<自然>  +11
<知覚>   +6

魅力  12 +1
<はったり>  +6
<交渉>   +11
<威圧>   +4
<事情通>  +4

1 8
1 5
1 9
2 2

防御値

AC
頑健

反応

意志

その他の能力

特技(効果は適用済み)

《スタッフ練達》：
スタッフを用いて遠隔および遠隔範囲パワーを行う際、機会攻撃を誘発しない。

呪文書：
大休憩毎に、1レベルと3レベルの遭遇毎パワー、1レベルの一日毎パワー、2レベル
と6レベルの汎用パワーをそれぞれ1つずつ選んで準備する。(合計5つのパワー)

《セーヴ強化》：
すべてのセーヴに+2の特技ボーナスを得る。

レネゲイド・レッド・ウィザード(4レベル)：
君がセーヴによって終了する効果を発生させた場合、目標はその効果に対する1回目
のセーヴに-2のペナルティを受ける。1日1回、小休憩の開始時に、君は準備している
呪文1つを自分の呪文書にある別の呪文と交換することができる。新しく準備する呪
文は元の呪文と同じレベル、同じ種類（遭遇毎/一日毎）の［心術］呪文でなければ
ならない。

《無双の意志》：
君が幻惑状態または朦朧状態であるなら、自分のターンの開始時に、その効果を終了
させるためにセーヴィング・スローを行うことができる。このセーヴは通常ならセー
ヴによっては終了しない効果に対しても行うことができる。

 

 

ミシュナ

《スタッフ練達》 《イニシアチブ強化》 《セーヴ強化》
《秘術の使い魔（ブック・インプ)》  《無双の意志》

　テーマ：レネゲイド・レッド・ウィザード

「私はもう、死霊術師ではいられない……」

ブック・インプ

 
 

移動速度：5，飛行6(ホバリング) 
恒常的利益：[火]への抵抗5を得る。〈魔法学〉
と〈歴史〉判定に+2のボーナスを得る。神界
語の読み書きと会話が可能になる。
能動時利益：使用者は1回のマイナー・アクショ
ンとして、次の自分のターンの終了時まで、ブッ
ク・インプを不可視にすることができる。

使い魔

※使い魔に関する詳しいルールは『プレイヤーズオプション：影の勇者』を参照下さい。



攻撃パワー 攻撃パワー(呪文書記載)

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：目標に8点の[力場]ダメージ。

ビガイリング・ストランズ [心術]
標準アクション　　　　　　近接範囲・噴射5
目標：噴射内の敵すべて　    攻撃：1d20 + 10 対 “意志”
ヒット：4点の[精神]ダメージ、使用者は目標を5マスまで
押しやる。

スタッフ[近接基礎攻撃]
標準アクション　　　　　　　近接・2
目標：クリーチャー1体　　　  攻撃：1d20 + 7 対 AC
ヒット：(1d8 + 2) ダメージ 

チャーム・オヴ・ミスプレイスト・ラス{1Lv] [心術]  ■
標準アクション　　　　　　  遠隔・10
目標：敵1体　　　　　　　    攻撃：1d20 + 10 対 “意志”
ヒット：使用者は目標を5マスまで横滑りさせる。そして
目標は次のターンの終了時まで幻惑状態になる。
効果：目標は1回のフリー・アクションとして、使用者が
選んだ1体のクリーチャーに基礎攻撃を1回行う。この攻
撃のダメージ・ロールには+ 2のパワー・ボーナスがつく。

汎用パワー

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

エンパワーリング・ライトニング[1Lv]  ■
標準アクション　　　　　　  遠隔・20
目標：クリーチャー1体　　    攻撃：1d20 + 10 対 “反応”
ヒット：(2d8 + 6)の［電撃］ダメージ。使用者は目標を
1マス押しやる。

遭遇毎

遭遇毎

無限回

無限回

ヒプノティズム [心術]

標準アクション　　　　　　遠隔・10
目標：敵1 体　　　　　　 　攻撃：1d20 + 10 対 “意志”
ヒット：以下の効果のうち１つを選ぶこと：
◆目標は1回のフリー・アクションを用いて、使用者が選
　んだ1体のクリーチャーに1回の近接基礎攻撃を行う。
　この攻撃の攻撃ロールには+ 4パワー・ボーナスがつく。
◆目標を5マスまで横滑りさせる。

無限回

ヒロイック・エフォート  ■
アクション不要　　　　　　   使用者
トリガー：使用者が1回の攻撃ロールか1回のセーヴィン
グ・スローに失敗する
効果：使用者はトリガーとなった攻撃ロールまたはセー
ヴィング・スローに+4の種族ボーナスを得る。

遭遇毎

汎用パワー(呪文書記載)
シールド[2Lv]  ■
即応・割込　　　　　　   　　使用者
トリガー：使用者が攻撃のヒットを受ける。
効果：使用者は次の自分のターンの終了時まで、AC及び
反応防御値に+4のパワーボーナスを得る。

遭遇毎ファントム・カズム[1Lv] 一日毎

標準アクション　　　　遠隔範囲・爆発1・10マス以内
目標：爆発内の敵すべて　　攻撃：1d20 + 10 対 ”意志”
ヒット：(2d6 + 6)の[精神]ダメージ、目標は伏せ状態に
なり、さらに目標の次のターンの終了時まで動けない状
態になる。
ミス：半減ダメージ、目標は伏せ状態になる。
効果：爆発の範囲内に、遭遇終了まで持続する区域が作
り出される。この区域に入った敵は伏せ状態になる。

■

スリープ[1Lv] [心術] 一日毎

標準アクション　　　　遠隔範囲・爆発2・20マス以内
目標：爆発内のクリーチャーすべて
攻撃：1d20 + 10 対 ”意志”
ヒット：目標は減速状態になる（セーヴ・終了）。
　セーヴ失敗：目標は減速状態の代わりに気絶状態に
　なる（セーヴ・終了）。
ミス：目標は減速状態になる（セーヴ・終了）。

■

ヴィジョン・オヴ・アヴァリス[5Lv] 一日毎
標準アクション　　　　遠隔範囲・爆発1・10マス以内
目標：爆発内の敵すべて　　攻撃：1d20 + 10 対 ”意志”
効果：使用者の次のターンの終了時まで、このパワーの
効果範囲は幻の財宝のある区域となる。1ターンに1回、
使用者はこの区域を起点として以下の攻撃を行なうこと
ができる。
  マイナー・アクション　近接範囲・爆発5
  目標：爆発の範囲内の敵すべて
  攻撃：1d20＋10 対 “意志”
  ヒット：この区域は目標を3マス引き寄せる。この移動
  をこの区域内またはこの区域に隣接するマスで終了した
  目標は、“動けない状態”（セーヴ・終了）となる。
維持・マイナー：この区域が持続する。使用者がこのパ
ワーを維持したなら、使用者は1回のマイナー・アクショ
ンとして、ふたたび“攻撃”の項にあるのと同じ攻撃を行な
うことができる。

■

ファンタズマル・アセイレント[5Lv] [心術] 一日毎
標準アクション　　　　　　　　　　遠隔・20マス
目標：クリーチャー1体　　　攻撃：1d20 + 10 対 ”意志”
ヒット：(2d10＋6)の［精神］ダメージ。
効果：目標は継続的［精神］ダメージ5を受け、使用者
および使用者の味方すべてに戦術的優位を与える（セー
ヴ・両方とも終了）。

■

インスタンス・フレンズ[2Lv] [心術] 一日毎
標準アクション　　　　　　　 遠隔・10マス
必要条件：戦闘遭遇中には使用できない
目標：クリーチャー1体
効果：目標は1回のセーヴィング・スローを行う。目標の
レベルが使用者以上なら、このセーヴには+5のボーナス
が付く。目標のレベルが使用者未満であるか、レベルを
持たないなら、このセーヴには-5のペナルティがつく。
このセーヴが成功した場合、このパワーは何の効果も発
揮しない。目標のレベルが使用者以上ならば、目標は使
用者がこのパワーを自分に使用したことに気付く。
セーヴが失敗した場合、目標は1d4時間、使用者を信頼
できる友人とみなすようになる。目標は使用者のあらゆ
る質問に正直に答え、目標自身の生命や財産を危険に晒
さない範囲で可能な限り使用者を援助する。目標がこの
効果を被っている間、使用者は目標に対する〈はったり〉
判定に+5のパワー・ボーナスを得る。
使用者かその味方が、目標または目標の味方を攻撃した
らこの効果は終了する。効果が終了した後、目標は使用
者がこのパワーを目標に使用したことを覚えていない。

■

汎用パワー：初級呪文
ライト
メイジ・ハンド

無限回

ゴースト・サウンド
(効果省略）

無限回

無限回

ブリスフル・イグノランス[3Lv] [心術]  ■
標準アクション　   遠隔範囲・爆発2・10マス以内
目標：爆発内のクリーチャーすべて
効果：使用者の次のターンの終了時まで、目標は減速状
態になり、機会アクションと即応アクションを行えない。

遭遇毎

メイズ・オヴ・ミラーズ[3Lv]  ■
標準アクション　   遠隔範囲・爆発1・10マス以内
目標：爆発内のクリーチャーすべて
攻撃：1d20 + 10 対 “意志”
ヒット：使用者の次のターンの終了時まで、目標は“動け
ない状態”となり、攻撃ロールに-4のペナルティを受ける。
ミス：使用者の次のターンの終了時まで目標は減速状態
となる。

遭遇毎

エネミー・オヴ・ミラーズ[7Lv]  ■
標準アクション　   遠隔範囲・爆発1・10マス以内
目標：爆発内の敵すべて　　攻撃：1d20 + 10 対 “意志”
ヒット：(2d8＋6) の［精神］ダメージ。使用者の次のタ
ーンの終了時まで、使用者とその味方たちは挟撃の有無
を判断する際にこの目標を自分の味方として扱える。

遭遇毎

トウム・バウンド・ウーズ[7Lv]  ■
標準アクション　　　　　   遠隔・10マス
目標：クリーチャー1体
効果：使用者は目標の接敵面を埋め尽す1塊のウーズ（粘
体）を創造する。このウーズは使用者の次のターンの終了
時まで持続する。目標が移動を行なったとしても、このパ
ワーの射程から出ない限りは、このウーズも目標とともに
移動する。
攻撃：1d20 + 10 対 “反応”
ヒット：(4d8 + 6)の[酸]ダメージ。

遭遇毎

クローク・オヴ・ディストーション
特性：6マス以上離れた場所からの遠隔攻撃に対して、すべ
ての防御値に+1のアイテム・ボーナスを得る。

マジック・アイテム

ニーモニック・クォータースタッフ
マイナー・アクション
特性：準備してあるパワー1つを、呪文書の中にある、準備し
てあるパワーのレベル以下のパワー1つと入れ替える。どち
らのパワーのレベルも7レベル以下でなければならない。

 ■一日毎

ディスペル・マジック[6Lv]  ■
標準アクション　　　　　　   　遠隔・10マス
目標：1つの創造物または区域
攻撃：1d20 + 7 対 “その創造物または区域作成者の意志”
効果：目標は破壊される。目標が発生させた効果は、通
常はその効果の目標がセーヴに成功するまで持続するも
のも含めて、すべて終了する。

遭遇毎

インヴィジビリティ[6Lv] 一日毎

標準アクション　　　　　　　 遠隔・5マス
目標：使用者またはクリーチャー1体
効果：目標は使用者の次のターンの終了時まで不可視と
なる。目標が攻撃を行った時点で、この不可視は終了す
る。
維持・標準：目標が使用者から5マス以内にいるなら、
この不可視は使用者の次のターンの終了時まで持続す
る。

■


