
一日の回復力使用回数 (回復力値 6)

 

(重傷値 12)
ヒット・ポイント

装備品
クロスボウ、クロスボウ・ボルト(20)、シックル、ハーパー・ピン
コアロンの聖印、レザーアーマー、登攀用具、盗賊道具、標準冒険者キット

 
アクション
ポイント

ハーフエルフ　ウォープリースト（コアロンの領域）/レベル1　善 

2 5

言語

視覚

移動速度(マス数)イニシアチブ

共通語、エルフ語
巨人語

通常、夜目

6+ 3

能力値と技能

筋力      8  - 1
<運動>   - 1

耐久力  13 +1
<持久力>  +1

敏捷力    16 +3
<軽業>   +3
<隠密>  +3
<盗賊>  +3

知力    10 +0
<魔法学>   +0
<歴史>   +5

+5<宗教>   

判断力  18 +4
<地下探検>   +4
<治療>  +4
<看破>  +11
<自然>  +4
<知覚>   +4

魅力  13 +1
<はったり>  +1
<交渉>   +8
<威圧>   +1
<事情通>  +6

1 5
1 2
1 3
1 5

防御値

AC
頑健

反応

意志

その他の能力

特技

コアロンの領域特典：
君がセーヴによって終了する[魅力]効果を被
っている時、君は自分のターン終了時だけで
はなく、自分のターンの開始時にも、その効
果に対するセーヴィング・スローを行うこと
ができる。

集団交渉術：
10マス以内にいる味方すべての〈交渉〉判
定に+1の種族ボーナスを与える。。

 

 

ヘプタ

《音楽のたしなみ》

　テーマ：ハーパーエージェント



攻撃パワー

クロスボウ[遠隔基礎攻撃] 無限回
標準アクション　　　　　　遠隔・15/30
目標：クリーチャー1体　　  攻撃：1d20 + 5 (+3) 対 AC
ヒット：(1d8 + 3)ダメージ。

グレイスフル・スイッチ
標準アクション 　　   近接・1　または　遠隔・15/30
効果：以下の攻撃の前に、使用者は1つの武器を鞘に収
めて別の武器1つを抜くことができる。
目標：クリーチャー1 体　　　 攻撃：1d20 + 6 対 AC
ヒット：シックルの場合( 1d6 +4 )、クロスボウの場合
(1d8 + 3)の［光輝］かつ［力場］ダメージ。

シックル[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 + 1 対 AC
ヒット：(1d6 - 1) ダメージ。 

スマイト・アンデッド[チャネルディヴィニティ]  ■
標準アクション　　　　　　近接・1
目標：アンデッド・クリーチャー1体
攻撃：1d20 + 6 対 “意志”
ヒット：(2d6 + 4)の［光輝］ダメージ。使用者は目標
を4マス押しやる。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。
特殊：使用者は1遭遇につき1つのチャネル・ディヴィ
ニティしか使用できない。

汎用パワー、クラス特徴など

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

ステップ：トゥギャザー[チャネルディヴィニティ]  ■
移動アクション　　　　　　  近接範囲・爆発1
目標：使用者および爆発内の味方1 人
効果：目標はそれぞれ、5マスまでの瞬間移動を行なう。
この瞬間移動の終了地点は互いに隣接していなければ
ならない。
特殊：使用者は1遭遇につき1つのチャネル・ディヴィ
ニティしか使用できない。

遭遇毎

フェアリーフレイム・ストライク  ■
標準アクション　　　　　　  　遠隔・15/30
目標：クリーチャー1体　　　    攻撃：1d20 + 6 対 AC
ヒット：シックルの場合(2d6 +4)、クロスボウの場合
(2d8 + 4)の［光輝］かつ［火］ダメージ。
効果：使用者の次のターンの終了時まで、目標はいか
なる視認困難の利益も得られない。

遭遇毎

遭遇毎

無限回

無限回

ブレッシング・オヴ・ザ・ワイルド
標準アクション　　　近接・1　または　遠隔・15/30
目標：クリーチャー1 体　　　  攻撃：1d20 + 6 対 AC
ヒット：シックルの場合( 1d6 +4 )、クロスボウの場合
(1d8 + 3)のダメージ。
効果：使用者または使用者から5マス以内の味方1 人は、
フリー・アクションとして1マスのシフトを行なえる。

無限回

ナック・フォー・サクセス  ■
マイナー・アクション　　　  近接範囲・爆発5
目標：使用者または爆発の範囲内の味方1体
効果：以下のうち1つを選択すること。
　◆目標は1回のセーヴィング・スローを行う。
　◆目標はフリー・アクションとして2マスまでのシフ
　　トを行う。
　◆目標は、目標が次のターンの終了時までに行う1回
　　の攻撃ロールに+2のパワー・ボーナスを得る。
　◆目標は、目標が次のターンの終了時までに行う1回
　　の技能判定に+4のパワー・ボーナスを得る。

遭遇毎

レヴィ・オブ・ジャッジメント 一日毎

標準アクション　　　　　　　  近接・1　(シックル)
目標：クリーチャー1体　　　　攻撃：1d20 + 6 対 AC
ヒット：(2d6 + 4)の[光輝]ダメージ
ミス：半減ダメージ
効果：この遭遇終了時までに1回、この目標に対する味方
の攻撃ロールがミスした時、使用者は1回のフリー・アク
ションとしてその味方の攻撃ロールを再ロールさせるこ
とができる。

■

フェイ・サイト 一日毎

マイナー・アクション　　　　    使用者
効果：使用者はこの遭遇の終了時まで持続する“オーラ5”
のオーラを起動する。使用者とその味方は皆、このオー
ラ内にいる間、夜目および〈知覚〉判定への＋ 2パワー・
ボーナスを得る。

■

マジェスティック・ワード 一日毎

マイナー・アクション　　　　    近接範囲・爆発5
目標：使用者または爆発の範囲内にいる味方1人
効果：目標は1回ぶんの回復力を消費でき、それにより
通常より 1点多くヒット・ポイントを回復できる。

■

目標：使用者または爆発の範囲内にいる味方1人
効果：目標は1回ぶんの回復力を消費でき、それにより
通常より (1d6) 点多くヒット・ポイントを回復できる。
特殊：このパワーは1遭遇につき2回使用できるが、1ラ
ウンドには1回しか使用できない。

ヒーリング・ワード ■
マイナー・アクション　　　　近接範囲・爆発5

遭遇毎 ■

ハーパーズ・ブレッシング ■
効果：使用者は自分が獲得した祝福1つを使用する。
　　　※ヘプタはタイモーラの幸運を選択している。

遭遇毎
 

 

 

ハーパー・ピン
特性：このアイテムの獲得時に、使用者は以下の祝福のい
ずれか1つを選んで得る。：リーラの恩寵、マイリーキーの忍
耐、タイモーラの幸運。使用者はハーパーズ・ブレッシングの
パワーによって、選んだ祝福を使用することができる。

タイモーラの幸運　　　　アクション不要
トリガー：使用者がセーヴィング・スローに失敗する。
効果：そのセーヴィング・スローを再ロールする。このロール
には+2パワー・ボーナスがつく。

アイテムパワー


