
一日の回復力使用回数 (回復力値 12)

 

(重傷値 25)
ヒット・ポイント

装備品 クロスボウ+1、クロスボウ・ボルト(20)、シックル、ハーパー・ピン、
クローク・オヴ・レジスタンス+1、コアロンの聖印、レザー・アーマー +1、
登攀用具、ドラム、標準冒険者キット、オイル・オヴ・レッド・フレイム

 

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6　善 

5 0

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+ 5

能力値と技能

筋力      8  - 1
<運動>   + 2

耐久力  13 +1
<持久力>  +4

敏捷力    16 +3
<軽業>   +6
<隠密>  +6
<盗賊>  +6

知力    10 +0
<魔法学>   +5
<歴史>   +10

+10<宗教>   

判断力  19 +4
<地下探検>   +9
<治療>  +12
<看破>  +14
<自然>  +9
<知覚>   +7

魅力  14 +2
<はったり>  +5
<交渉>   +12
<威圧>   +5
<事情通>  +12

1 9
1 6
1 7
1 9

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は皆、〈交渉〉判定に
+1の種族ボーナスを得る。

《高速装填》：
君は自分が装備しているクロスボウを、フリ
ー・アクションで装填できる。

 

 

ヘプタ

《音楽のたしなみ》
《バードの知識》 《高速装填》
《技能修得：〈治療〉》

　テーマ：ハーパー・エージェント

「へへっ、動かない相手を撃つのは得意っスよォ！」(フラグ)

 



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 + 9 (+ 7) 対 AC
ヒット：(1d8 + 4)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：シックル；1d20 + 9,クロスボウ；1d20 + 10 対 AC
ヒット：シックル；(1d6 +4)、クロスボウ；(1d8 + 5)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 + 4 対 AC
ヒット：(1d6 - 1) ダメージ。 

チャネル・ディヴィニティ:スマイト・アンデッド
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 + 9 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。

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

チャネル・ディヴィニティ:ステップ・トゥギャザー
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。

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：シックル；1d20 + 9,クロスボウ；1d20 + 10 対 AC
ヒット：シックル；(2d6 +4)、クロスボウ；(2d8 + 5)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：シックル；1d20 + 9,クロスボウ；1d20 + 10 対 AC
ヒット：シックル；(1d6 + 4)、クロスボウ；(1d8+5)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 + 9 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。

■

インスパイア・ファーヴァー 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 + 9 対 AC
ヒット：(2d6 + 4)の[光輝]ダメージ
ミス：半減ダメージ
効果：使用者から2マス以内にいる味方全員は、フリー・
アクションとして2マスのシフトを行なえる。このシフト
を目標に隣接して終了した味方は、フリー・アクション
として目標に1回の近接基礎攻撃を行なうことができる。

■

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。

■

キュア・ライト・ウーンズ 一日毎
標準・アクション　　　　　　 近接・接触
目標：使用者または１体のクリーチャー
効果：目標は1回ぶんの回復力を使用したかのようにヒ
ット・ポイントを回復する。

■

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。さらに
使用者は目標を1マス横滑りさせることができる。

■

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 (2d6) 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■

 

ホーリィ・クレンジング 一日毎
マイナー・アクション　　　　 近接範囲・爆発5
目標：使用者または爆発内の味方1人
効果：目標は目標が被っている、セーヴによって終了す
る効果全てに対して+5のパワー・ボーナスを得て1回ず
つセーヴを行う。目標が病気に感染しているなら、目標
は回復力を1回分消費することで病気の段階の数字を2減
少させる。この時、回復力を消費してもヒット・ポイン
トは回復しない。目標が石化状態をもたらす効果を受け
ているなら、その効果は終了するが、目標は未使用の回
復力を全て失う。

■
 

アライド・アキュラシィ  ■
標準アクション　　　近接・1　または　遠隔・15/30
目標：敵1体　　 
攻撃：シックル；1d20 + 9,クロスボウ；1d20 + 10 対 AC
ヒット：シックル；(1d6 +4)、クロスボウ；(1d8 + 5)の
［光輝］ダメージ。
効果：使用者から5マス以内の味方1人を選ぶ。その味方
はこのパワーの目標に対して使用者の次のターンの終了
時までに行なう次の1 回の攻撃ロールを再ロールするこ
とができるが、必ず再ロールの結果を用いなければなら
ない。

遭遇毎

 ■

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

ハーパーズ・ピン
特性：遭遇毎に“タイモーラの幸運”か“マイリーキーの忍耐”
を使用できる。
◆タイモーラの幸運
　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+ 2のパワー・ボーナスを得る。
◆マイリーキーの忍耐
　トリガー：使用者がダメージを受ける。
　効果：トリガーとなったダメージを7点減らす。

 ■遭遇毎

オイル・オヴ・レッド・フレイム
マイナー・アクション
効果：使用者は1つの武器にこの油を塗りつける。この遭遇
の間に、使用者がこの武器を用いて初めてヒットを与えた
クリーチャーは追加で継続的[火]ダメージ10を受ける（セー
ヴ・終了）。もしくはこの油を投げて以下の攻撃を行う。
標準アクション　　　　　　　　　　　　遠隔・2
目標：クリーチャー1体、もしくは任意の1マス
攻撃： ＋21 対 “反応”
ヒット：継続的[火]ダメージ10(セーヴ・終了)。

消費型

マーク・オヴ・ヴィクトリー 一日毎
マイナー・アクション　　　　 近接範囲・爆発5
目標：爆発内の敵1体
効果：この遭遇の終了時まで、使用者およびその味方全
員は、目標に対する攻撃ロールとダメージ・ロールに＋2
のパワー・ボーナスを得る。

■
 


