
Game Day DMG II in Japan

Worldwide

装備品

スタッフ・オヴ・ディスタント・ シールディング 
タクティシャン・チェインメイル +1 
アミュレット・オブ・プロテクション +2 

ポーション・オヴ・ヒーリング 

標準冒険者キット

修得済み技能

〈看破〉 +12

〈持久力〉 +9

〈宗教〉 +11

〈魔法学〉 +13

〈歴史〉 +11

ヒットポイント    50(重傷 25)

回復力 

底力

 12

そのほかの装備

 AC 20

頑健 19

 反応 20

 意志 21

グローリヌス
男 ヒューマン インヴォーカー / レベル 6 / 無属性

“ 貴様の存在そのものが、アイウーンのご意志を侮辱しておる！ ”

能力値	 修正値	 防御値

 筋力      8 +2  
 耐久力 15 +5

 敏捷 　10 +3
 知力 　16 +6

 判断力 18 +7
 魅力 　10 +3

イニシアチブ

+3
移動速度

(マス数)

5
視界
通常

言語 

共通語 &
 深淵語

近接基礎攻撃  標準 / 近接武器 / 無限回
必要条件 スタッフ; ＋ 6 対 AC; 1d8 ＋ 1 ダメージ。

遠隔基礎攻撃  標準 / 遠隔 10 / 無限回
サン・ストライク のパワーを参照。  

ディヴァイン・ボルツ  標準  / 遠隔 10 / 無限回
クリーチャー 1体か2体; ＋10 対 反応; 1d6 ＋ 6[電撃]ダメージ。

サン・ストライク 標準  / 遠隔 10 / 無限回
＋10 対 頑健; 1d8 ＋ 6[光輝]ダメージ。君は目標を1マス横滑りさせる。 

特殊：このパワーは遠隔基礎攻撃として使用できる。

グラスピング・シャーズ  標準  / 遠隔範囲・爆発 1・10マス以内 / 無限回
爆発の範囲内のクリーチャーすべて; ＋10 対 頑健; 4 [光輝]ダメージ。目標は君の次のタ

ーンの終了時まで減速状態となる。

リビューク・アンデッド     標準 / 近接範囲・爆発 5 / 遭遇毎
噴射の範囲内のアンデッドすべて; ＋10 対 意志; 2d10 ＋ 6 [光輝]ダメージ。君

は目標を2マス押しやる。目標は君の次のターンの終了時まで幻惑状態となる。 チャ
ネル・ディヴィニティ: 1遭遇に1度、君はチャネル・ディヴィニティのパワーを使用
することができる。

プリザーヴァーズ・リビューク  即応・対応 / 使用者 / 遭遇毎
君から10マス以内にいる敵が君の味方にヒットを与えた時、君の次のターン

の終了時まで、君はトリガーを発生させた敵に対する次の1回の攻撃ロールに＋4の
ボーナスを得る。君のその味方は一時的hp7を得る。チャネル・ディヴィニティ: 1遭遇
に1度、君はチャネル・ディヴィニティのパワーを使用することができる。

アストラル・テラー           標準 / 近接範囲・爆発 3 / 遭遇毎
爆発の範囲内の敵すべて; ＋10 対 意志; 1d6 ＋ 6 [精神]ダメージ。君は目標を

2マス押しやる。

グリフ・オヴ・インプリズンメント    標準 / 遠隔範囲・爆発 1・10マス以内/遭遇毎

爆発の範囲内のクリーチャーすべて; ＋10 対 意志; 1d8 ＋ 6 [光輝]ダメージ。目
標の次のターンの終了時までに目標が移動したなら、その目標は[光輝]ダメージ5を
被る。

ディヴァイン・コール マイナー / 遠隔 10 / 遭遇毎
味方1体または2体; 君はそれぞれの目標を3マスずつ引き寄せる。

パージング・フレイム  標準 / 遠隔 10 / 一日毎
＋10 対 反応; 1d10 ＋ 6 [火]ダメージおよび継続的[火]ダメージ10（セーヴ

・終了）。 ミス：半減ダメージおよび継続的[火]ダメージ5（セーヴ・終了）。

シアリング・オーブ 標準 / 遠隔範囲・爆発 1・10マス以内 / 一日毎
爆発の範囲内のクリーチャーすべて; ＋10 対 頑健; 1d8 ＋ 6  [光輝]ダメージ。

目標は盲目状態となる（セーヴ・終了）。目標はさらに、君の次のターンの終了時
まで幻惑状態となる。ミス：半減ダメージ、目標は君の次のターンの終了時まで盲
目状態となる。 

アストラル・ステップ  移動 / 近接範囲・爆発 5 / 一日毎
君と爆発の範囲内の味方すべて; 君は個々の目標を7マスずつ瞬間移動させる。

スタッフ・オヴ・ディスタント・ シールディング +2  クリティカル時 +2d6

一日毎 / マイナー: 君から10マス以内の味方を1体選択する。次にその味方へ攻撃ロール
を行う敵は、[光輝]ダメージ10をこうむる。

ポーション・オヴ・ヒーリング                   消費型
マイナー: ポーションを飲む;、回復力を1回ぶん消費し、使用者は10hpを回

復する。 

そのほかの能力

* 簡潔にするため、いくつかのキャラクターの選択は、このキャラクター・シートに記載していない。 

Use the Character Builder to create and modify this character!  
See www.wizards.com/dnd/insider for more information.

All trademarks are property of Wizards of the Coast LLC. ©2009 Wizards. Illustration by Amelia Stoner.

Localization by HobbyJAPAN

《ヒューマンの忍耐力》: セーヴィング・
スローに＋1

保護の誓約:君が自分のターンに遭遇毎ま
たは一日毎の[信仰]の攻撃パワーを使用
した時、君から10マス以内にいる味方1人
を1マス横滑りさせることができる。 

《インヴォーカーの防御》: 君が3マス以
内にいる敵にインヴォーカーのパワーで
ヒットを与えたなら、君は次の自分のター
ンの開始時までACに＋2の特技ボーナス
を得る。



装備品

フレッシュ・シーカー・シミター +2 
マジック・シミター +1 
マジック・ハイド・アーマー +2 

クローク・オヴ・ウォーキング・ウーンデッド +1 
ハンドアックス ×2 
標準冒険者キット

イニシアチブ

+7
移動速度

(マス数)

6
視界
通常

言語 

共通語 &
 ゴブリン語

修得済み技能

〈運動〉 +11 

〈軽業〉 +13 

〈知覚〉 +11 

ヒットポイント    56
(重傷 28)

 14

そのほかの装備

 AC 24

頑健 20

 反応 20

 意志 15

ホルカーン
男 ハーフリング バーバリアン / レベル 6 / 善

“俺様の魂にはパンサーがいる。この双剣にはその爪が宿るのさ。 ”

能力値	 修正値	 防御値

 筋力　 18 +7  
 耐久力 11 +3

 敏捷 　18 +7
 知力 　10 +3

 判断力 12 +4
 魅力 　10 +3

底力

回復力 

Game Day DMG II in Japan

Worldwide

近接基礎攻撃  標準 / 近接武器 / 無限回
必要条件 シミター; ＋12 対 AC; 1d8 ＋ 6 ダメージ。

遠隔基礎攻撃 標準 / 遠隔武器 / 無限回
必要条件 ハンドアックス; 遠隔 5/10; ＋9 対 AC; 1d8 ＋ 4ダメージ。 

プレシング・ストライク 標準 / 近接武器 / 無限回
攻撃を行なう前に2マスぶんシフトする。このシフト中は敵1体の占

めているマスを通過して移動できるが、敵の占めているマスで移動
を終えられない。; ＋12 対 AC; 1d8 ＋ 6ダメージ。君は目標を1マ
ス押しやる。激怒中なら、さらに1d6の追加ダメージを与える。

ワーリング・レンド 標準 / 近接武器 / 無限回
＋12 対 AC; 1d8 ＋ 6 ダメージ。君に隣接している目標とは別の敵

に1d8 ＋ 1 ダメージを与える。激怒中なら、さらに 両方のダメー
ジ・ロールに＋4 の追加ダメージ。

セカンド・チャンス  即応・割込 / 使用者 / 遭遇毎
敵にその攻撃ロールを再ロールさせる。再ロールの出目の方

が低くても、敵は再ロールの結果を用いなければならない。

ブルータル・スラム　標準 / 近接武器 / 遭遇毎
＋12 対 頑健; 2d8 ＋ 6 ダメージ。目標を2マス押しやり伏せ

状態にする。さらに目標に隣接している1体の敵に、1d8 ＋ 4 ダ
メージ。

ワーリング・フレンジー 標準 / 近接範囲・爆発 1 / 遭遇毎

爆発の範囲内のクリーチャーすべて; ＋12 対 AC か 反応; 2d8 
＋ 7 ダメージ。ミス：君は 1d6 ダメージを受ける。

スウィフト・ チャージ               フリー / 使用者 / 遭遇毎

君の攻撃で敵のhpを0した時、敵にチャージを行う。

タイガーズ・ リープ             移動 / 使用者 / 遭遇毎

君は＋5のパワー・ボーナスを付けて、跳躍のための1回の〈運動〉
判定を行なう。このとき使用者は助走をつけているものと見なさ
れ、判定結果によって許容されるだけの距離を移動できる。

ワーリング・ ランジ　   フリー / 近接１  / 遭遇毎
君の攻撃で敵のhpを0した時、2マスのシフトを行い、 隣接した敵

1体に 1d8 ダメージを与える  

スウィフト・パンサー・レイジ 標準 / 近接武器 / 一日毎
＋12 対 AC; 3d8 ＋ 6 ダメージ。ミス：半減ダメージ。迅き

豹の激怒に入る。この激怒が終るまで、使用者は移動速度に＋2の
ボーナスを得、かつ1回の移動アクションとして2マスぶんのシフ
トが行なえるようになる。 

タイガーズ・クロウ・レイジ   標準 / 近接武器 / 一日毎
＋12 対 AC; 2d8 ＋ 6 ダメージ。ミス：半減ダメージ。レイ

ジ・オヴ・タイガーズ・クローの激怒に入る。; 君が無限回の近接
攻撃をミスしたとき、そのクリーチャーは 1d8 + 2 ダメージを受
ける。 

レイジ・ストライク             標準 / 近接武器 / 一日毎
君は激怒中でなければならない。またスウィフト・パンサー・レイ

ジかタイガーズ・クロウ・レイジが未使用でなければならない。；
＋12 対 AC; 4d8 ＋ 6 ダメージ。それらのパワーのいずれかを消費
する。ミス：半減ダメージ。

コンバット・サージ 　　   フリー / 使用者 / 一日毎
君は激怒中でなければならない。; 君が1回の攻撃をミスした

時、君はその攻撃を再ロールする。 

フレッシュ・シーカー・シミター +2   クリティカル時 ＋2d6

遭遇毎 / フリー: 君がこの武器を敵にヒットさせたら、次の君のター
ンで、この武器で攻撃した敵への攻撃ロールに ＋1 パワー・ボー
ナスを得る。

クローク・オヴ・ザ・ウォーキング・ウーンデッド +1 
君が重傷時に回復力を消費する時、回復力を2消費して両方からhpを

回復する。

Use the Character Builder  
to create and modify this character!  

See www.wizards.com/dnd/insider  
for more information.

そのほかの能力

* 簡潔にするため、いくつかのキャラクターの選択は、
このキャラクター・シートに記載していない。

All trademarks are property of Wizards of the Coast LLC. 
©2009 Wizards. Illustration by Steve Ellis.

Localization by HobbyJAPAN

剛胆: [恐怖]に対するセーヴィング・スロー
に＋5の種族ボーナス。

機敏な対応: 機会攻撃に対するACに＋2の
種族ボーナスを得る。

《人ごみ隠れ》: 自分より大きな敵に少
なくとも2体と隣接している場合、ACに
＋2。

二刀流:君は2本のシミターを巧みに使う（
一方は副武器）。そうしている間、ダメー
ジ ＋1、AC ＋1、反応防御値 ＋1を得る 
（すでに計算済み）。

高クリティカルなシミター: クリティカル
ヒットしたとき、 追加で＋1d8 ダメージ
を与える。

激怒: 激怒は、遭遇が終了するか、他の
[激怒]パワーを使ったときに終了する。

大暴れ: 君はバーバリアンの攻撃パワー
でクリティカル・ヒットを与えた際に、
即座にフリー・アクションとして1回の近
接基礎攻撃を行なえる（1ラウンド1回
まで）。 

ワーリング・スレイヤー: 1ラウンド１回ま
で、君の攻撃が敵を重傷にした時、フリー
・アクションで2マスのシフトを行う。シフ
トしたあとに君に隣接する敵に対し、次の
君のターンの終わりまで、君は戦術的優
位を得る。



装備品

ピニング・ロングソード ＋2 
マジック・レザー・アーマー +2 
クローク・オヴ・ディストーション +1 

ポーション・オヴ・クラリティ 
クロスボウ 
ボルト 

標準冒険者キット

 筋力      9  　+2  
 耐久力 18　 +7

 敏捷 　12 　+4
 知力 　18 　+7

 判断力 12 　+4
 魅力 　10 　+3

イニシアチブ

+4
移動速度

(マス数)

6
視界
夜目

言語 

共通語 &
 エルフ語

修得済み技能

〈看破〉 +9 

〈自然〉 +9 

〈知覚〉 +9 

〈魔法学〉 +14 

〈歴史〉 +14 

そのほかの装備

 AC  24

頑健 18

 反応 18

 意志 18

ナイヴァラ
女 エラドリン ソードメイジ / レベル 6 / 善

“ 私の剣の歌を聞く者は、もはやその刃から逃れることはない。 ”

能力値	 修正値	 防御値

ヒットポイント    63(重傷 31)
底力

回復力  15

Game Day DMG II in Japan

Worldwide

近接基礎攻撃  標準 / 近接武器 / 無限回 
必要条件 ロングソード; ＋13 対 AC; 1d8 ＋ 8 ダメージ。

遠隔基礎攻撃   標準 / 遠隔武器  / 無限回
必要条件 クロスボウ; 遠隔 15/30; ＋6 対 AC; 1d8 ＋ 1 ダメージ; 装填・マイナー。 

イージス・オヴ・エンスネアメント マイナー  / 近接範囲・爆発2 / 無限回
爆発の範囲内のクリーチャー1体;君は目標を“マーク”する。君が別の目標に対してこの

パワーを使うまで、目標の“マークされた状態”は続く。マークの効果が終了する前に
目標が君を対象に含まない攻撃を行なった場合、攻撃ロールに−2のペナルティを受
ける。このパワーによってマークされた目標が、使用者の10マス以内にいる時に使
用者を対象に含まない攻撃をヒットさせたなら、目標の攻撃が完全に終了した後で、
使用者は即応・対応として目標を使用者に隣接する任意の接敵面に瞬間移動させるこ
とにしてもよい。さらに、目標は使用者の次のターンの終了時まで、すべてのクリー
チャーに対して戦術的優位を与える。もし使用者に隣接する接敵面がどこも空いてい
ないならば、使用者はこの即応・対応を使うことはできず、目標はこの効果の結果と
しての戦術的優位を与えることもない。

フリジッド・ブレード 標準 / 近接武器 / 無限回
＋13 対 AC; 1d8 ＋ 8[冷気]ダメージ。目標が君に隣接したマスで次のターンを開始す

るなら、その目標は君の次のターンの終わりまで、移動速度に−4のペナルティ。

ブーミング・ブレード　　　　　　         標準 / 近接 1  / 無限回
＋13 対 頑健; 1d8 ＋ 8 ダメージ。 目標が自身のターン開始時に使用者に隣接してお

り、かつ使用者から遠ざかったなら1d6 ＋ 4[雷鳴]ダメージを受ける。

フェイ・ステップ  移動 / 使用者 / 遭遇毎
5マスまでの瞬間移動を行なう。

チリング・ブロウ  標準 / 近接武器 / 遭遇毎
＋13 対 AC; 1d8 ＋ 8 ダメージ。 君の次のターンが開始するまで、目標は攻

撃を行なうたびに、4[冷気]ダメージを受ける。

アンシーン・ガントレット 標準 / 遠隔 5 / 遭遇毎
＋9 対 頑健; 1d10 ＋ 12[力場]ダメージ。目標は、君の次のターンの終わりま

で 動けない状態になる。

ユニコーンズ・タッチ     マイナー / 近接範囲・爆発 1 / 遭遇毎
君か爆発の範囲内の味方1人; 目標はセーヴィング・スローを行うか、9ヒット

・ポイントを回復する。

ダンス・オヴ・ザ・ソード    標準 / 近接範囲・爆発 2 / 一日毎
＋9 対 意志; 1d8 ＋ 8[精神]ダメージ。爆発の範囲内の敵は、機会攻撃およびシフトを

行なうことができなくなる(セーヴ・終了)。ミス：半減ダメージ。使用者の次のター
ンの終了時まで、目標は機会攻撃およびシフトを行なうことができなくなる。

ピュアリファイング・ウーンド       標準 / 近接武器 / 一日毎
＋13 対 AC; 2d8 ＋ 8 ダメージおよび継続的[火]ダメージ5（セーヴ・終

了）。目標が継続的[火]ダメージを受けるたびに、目標に隣接するすべての敵は
[火]ダメージ5を受ける。 ミス：半減ダメージ。

フィアー・ノー・エレメンツ        マイナー / 使用者 / 一日毎
[酸]、[冷気]、[火]、[電撃]、[雷鳴]のなかから1つ選ぶこと。この遭遇が終了す

るまで、君はそのダメージ種別に対する抵抗9を得る。

ピニング・ロングソード +2  クリティカル時 ＋2d6
一日毎 / フリー: 君が敵にこの武器でヒットした時、敵は君が隣接している限り、動け

ない状態になる。

クローク・オヴ・ディストーション +1  
6マス以上離れた場所から使用者に対して遠隔攻撃を行なう者は皆、攻撃ロール

に−5のペナルティを受ける。

ポーション・オヴ・クラリティ                             消費型

マイナー・アクション。ポーションを飲み、回復力を1回ぶん消費する。使用
者は通常のようにヒット・ポイントを回復するのではなく、その代わにその遭遇中
に1回、フリー・アクションとして、直前に行なったd20のロールについて＋1のパ
ワー・ボーナスを得て再ロールできる。使用者は必ず再ロールした結果を使用しな
くてはならない。

そのほかの能力

* 簡潔にするため、いくつかのキャラクターの選択は、このキャラクター・シートに記載していない。

Use the Character Builder to create and modify this character!  
See www.wizards.com/dnd/insider for more information.

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。

剣の絆: 1回の標準アクションとして、君はその武器を自身の手に呼び戻すことができる。

フェイ・エスケープ: 君はつかまれる、動けない状態、拘束状態のいずれかになった時、即
応・対応としてフェイ・ステップを使用することができる。

A
ll 

tr
ad

em
ar

ks
 a

re
 p

ro
pe

rt
y 

of
 W

iz
ar

ds
 o

f t
he

 C
oa

st
 L

LC
. ©

20
09

 W
iz

ar
ds

. I
llu

st
ra

tio
n 

by
 L

uc
io

 P
ar

ril
lo

.

Lo
ca

liz
at

io
n 

by
 H

ob
by

JA
PA

N



装備品

ロッド・オヴ・エレメンタル・シールディング  +2 
マジック・レザー・アーマー +2 
ディスク・オヴ・エナジー レジスタンス +1 

タングルフット・バッグ×2 
クロスボウ、ボルト 
標準冒険者キット

 筋力　  13　 +4  
 耐久力  18         +7

敏捷  10        +3
知力  18        +7

 判断力  12       +4
魅力  10        +0

イニシアチブ

+0
移動速度

(マス数)

6
視界
通常

言語 

共通語

修得済み技能

〈地下探険〉 +11 

〈治療〉 +11 

〈盗賊〉  +8 

〈魔法学〉 +12 

〈歴史〉 +12 

そのほかの装備

 AC  21

頑健 19

 反応 18

 意志 17

タワー
ウォーフォージド アーティフィサー / レベル 6 / 秩序にして善

“ こちらに任せろ！ 私なら直せる！ ”

能力値	 修正値	 防御値

底力ヒットポイント    60(重傷 30)

回復力  15

Game Day DMG II in Japan

Worldwide

近接基礎攻撃 標準 / 近接武器 / 無限回
必要条件 メイス; ＋6 対 AC; 1d8 ＋ 1 ダメージ。

遠隔基礎攻撃 標準 / 遠隔武器 / 無限回
必要条件 クロスボウ; 遠隔 15/30; ＋5 対 AC; 1d8 ダメージ; 装填・

マイナー。

スタティック・ショック  標準 / 近接または遠隔 5 / 無限回
＋10 対 反応; 1d8 ＋ 6 の[電撃]ダメージ。また、目標が使用者の次

のターンの終了時より前の段階で行なう次の攻撃は、ダメージ・ロ
ールに－4のペナルティをこうむる。

サンダリング・アーマー 標準  / 近接範囲・爆発 10 / 無限回
1次目標：君か爆発の範囲内にいる味方1人は、君の次のターンの終

了時までACに＋1のパワー・ボーナスを得る。さらに君は以下の
攻撃を2次目標に1回行なう。2次目標：爆発の範囲内の、1次目標
に隣接しているクリーチャー1体; ＋10 対 頑健; 1d8 ＋ 6 [雷鳴]ダ
メージ。また君は2次目標を1次目標から遠ざけるように1マス押
しやる。

ウォーフォージド・リゾルヴ  マイナー / 使用者 / 遭遇毎

君は一時的hp11を得、継続的ダメージを与える効果1つに対してセー
ヴィング・スローを行なうことができる。君が重傷であるなら、君
はさらに6hpを回復する。

キュアラティヴ・アドミクスチャー  マイナー / 近接範囲・爆発 5 / 遭遇毎

ヒーリング・インフュージョン：君か爆発の範囲内にいる味方1人
は、目標の回復力値＋3のhpを回復し、君は封呪を1つ消費する。

レジスティヴ・フォーミュラ   マイナー / 近接範囲・爆発 5 / 遭遇毎

ヒーリング・インフュージョン：君か爆発の範囲内にいる味
方1人 は、遭遇が終了するまでACに＋1のパワー・ボーナスを得、
君は封呪を1つ消費する。目標は1回のフリー・アクションとして
上記のボーナスを終了させ、自分の回復力値＋4の一時的ヒット・
ポイントを得ることができる。

シールディング・キューブ 　標準 / 遠隔 10 / 遭遇毎

＋10 対 反応; 1d8 ＋ 6 [力場]ダメージ。 君の次のターンの終
了時まで、君の味方は目標に隣接している限りACに＋1のパワー・
ボーナスを得る。

ライトニング・スフィアー  標準 / 遠隔範囲・爆発 1・10 マス以内 / 遭遇毎

爆発の範囲内にいる敵すべて; ＋10 対 頑健; 1d8 ＋ 6 [電撃]ダメー
ジ。また君の次のターンの終了時まで目標は戦術的優位を与える。  

スウィフト・メンダー　マイナー / 遠隔 5 / 遭遇毎
使用者または味方1人は1回のセーヴィング・スローを行なう。

ライフトラッピング・ダーツ 標準 / 遠隔 10 / 一日毎
＋10 対 反応; 2d10＋6ダメージ。君から10マス以内にいる味方1人

が一時的ヒット・ポイント10を得る。ミス; 半減ダメージ。君から
10マス以内の味方1人が一時的ヒット・ポイント5を得る。

アイスバウンド・シジル　マイナー / 近接・接触 / 一日毎

遭遇の終了まで、目標とした1つの武器か装具による攻撃は、追加で
[冷気]ダメージ4を与える。目標を武器か装具として使う者はクリ
ーチャーへの攻撃ヒット時に、1回のフリー・アクションとして効
果を終了させ、攻撃対象を動けない状態にする(セーヴ・終了)。

コロウシヴ・シジル　マイナー / 近接・接触 / 一日毎

目標とした武器1つは遭遇の終了時まで、目標を武器に使って行なう
攻撃で継続的[酸]ダメージ5を与える(セーヴ・終了)。目標を武器と
して振るう者は、目標を1体のクリーチャーに攻撃をヒットさせた
時点で1回のフリー・アクションとして上記の効果を終了させ、そ
のクリーチャーのACに－4のペナルティを与えることができる。

ロッド・オヴ・エレメンタル・シールディング +2    クリティカル時＋2d6

一日毎 / フリー: トリガー：このロッドを用いた[装具]パワーを敵1体
にヒットさせる。効果：君の次のターンの終了時まで、君と君に隣
接している味方全員が、[酸]、[電撃]、[火]、[冷気]のいずれか（使
用者が選択）に対して抵抗9を得る。

ディスク・オヴ・エナジー・レジスタンス +1                 装着型パーツ

一日毎 / 即応・対応：トリガー：君が[光輝]、[精神]、[電撃]、[火]、
[雷鳴]、[力場]いずれかの攻撃をヒットされる。効果：君はこの遭
遇の終了までトリガーのダメージ種別1つに対する抵抗5を得る。

タングルフット・バッグ           錬金術アイテム

標準アクション：遠隔5／10、＋10 対 反応 の攻撃を行なう。ヒット
したら、目標は次の使用者のターンの終了時まで動けない状態にな
る。その後、そのクリーチャーは次の自分のターンの終了時まで
減速状態となる。

そのほかの能力

* 簡潔にするため、いくつかのキャラクターの選択は、
このキャラクター・シートに記載していない。

 

Use the Character Builder  
to create and modify this character!  

See www.wizards.com/dnd/insider  
for more information.
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Localization by HobbyJAPAN

ウォーフォージドの頑健さ: 君は継続的ダメージに
対するセーヴィング・スローに＋2の種族ボーナスを
得る。また、死亡セーヴィング・スローを行なう際に
は、ダイスの出目と出目10とで、良い方の数字を使
うことができる。

エネルギー増強: 小休息に、君は1つの武器または
装具に予備エネルギーを吹き込む。このエネルギー
はエネルギー自体が消費されるか君が次に取る大
休憩の終了まで持続する。その武器または装具の
使用者は、1回の攻撃ロールを行なったあとに1回の
フリー・アクションで予備エネルギーを消費し、その
攻撃ロールに＋2のボーナスを得られる。マイルスト
ーンに達するごとに使用が1回分追加されるが、この
方法で1つの武器または装具の威力を増強できるの
は1日1回に限られる。

エネルギー付与:小休憩に、君は魔法のアイテムが
持つ一日毎パワーを再チャージする。マイルストーン
に達するごとに使用が1回分追加されるが、この方
法で1つのアイテムを再チャージできるのは1日1回
に限られる。 
秘術による回復:マジック・アイテムの一日毎パワー
を使うたびに、一時的ヒット・ポイント3を得る。 

ヒーリング・インフュージョン: 君は、キュアラティヴ
・アドミクスチャー、レジスティヴ・フォーミュラのい
ずれかに消費できる”癒しの封呪”を2つ所持してい
る。 消費してしまった” 癒しの封呪” は、小休憩の
あいだに君または味方1人の回復力1回ぶんを使っ
て補充することができる。

《衛生兵》: 君は瀕死状態の者に対して（1回の標
準アクションでなく）1回のマイナー・アクションで応
急手当を施し、安定化させることができる。



装備品

ヴィシャス・バスタード・ソード +2 
マジック・ライムファイアー・プレート・アーマー +2 
アミュレット・オヴ・ レゾリューション +1 

バッシング・ヘビィ・シールド 
クロスボウ, ボルト 
標準冒険者キット

 筋力     20         +8  
 耐久力 15         +5

 敏捷     10         +3
知力       8          +2

 判断力 14         +5
 魅力     10         +3

イニシアチブ

+3
移動速度

(マス数)

5
視界
通常

言語 

共通語 &
 ドワーフ語

修得済み技能

〈威圧〉 +8 

〈運動〉 +11 

〈持久力〉 +8 

〈治療〉+10 

そのほかの装備

 AC 25

頑健 22

 反応 17

 意志 17

ザンドロス
男 ヒューマン ファイター / レベル 6 / 無属性

“ レイヴン・クイーンの裁きに、また魂を捧げてやるぜ！ オラァっ！ ”

能力値	 修正値	 防御値

底力ヒットポイント    60(重傷 30)

回復力  15

Game Day DMG II in Japan

Worldwide

近接基礎攻撃  標準 / 近接武器 / 無限回
必要条件 バスタード・ソード; ＋15 対 AC; 1d10 ＋ 7 ダメージ。

遠隔基礎攻撃  標準 / 遠隔武器 / 無限回
必要条件 クロスボウ; 遠隔 15/30; ＋5 対 AC; 1d8 ダメージ; 装填・マイナー。

クリーヴ  標準 / 近接武器 / 無限回
＋15 対 AC; 1d10 ＋7ダメージ。君に隣接している別の敵1体に5ダメージを与える。

フットワーク・ルアー  標準 / 近接武器 / 無限回
＋15 対 AC; 1d10 ＋ 7ダメージ。使用者は1マスだけシフトし、目標を自分のもとい

たマス目に横滑りさせることができる。

タイド・オヴ・アイアン  標準 / 近接武器 / 無限回
必要条件 シールド; ＋15 対 AC; 1d10 ＋ 7ダメージ。目標のサイズ分類が使用者より

1段階大きいかそれ以下であるなら、君は目標を1マス押しやる。君はそれまで目標
が占めていたマスにシフトすることができる。

カヴァーリング・アタック 標準 / 近接武器 / 遭遇毎
＋15 対 AC; 2d10 ＋ 7 ダメージ。目標に隣接する味方1人は2マスのシフ

トを行なえる。

シールド・スラム マイナー / 近接 1 / 遭遇毎
必要条件 シールド;  敵に近接攻撃をヒットさせた時; ＋10 対 頑健; 目標を

1マス押しやり、目標は倒れて伏せ状態となる。

シールデッド・サイズ マイナー / 使用者 / 遭遇毎
次の自分のターンの終了時まで、君はACと反応防御値に＋2のパワー・ボー

ナスを得、しかも自分を挟撃しているクリーチャーに戦術的優位を与えない。

ヴィランズ・メナス  標準 / 近接 / 一日毎
＋15 対 AC; 2d10 ＋ 7 ）ダメージ。君はこの遭遇の終了時まで目標に対す

る攻撃ロールに＋2のパワー・ボーナスを得、ダメージ・ロールに＋4のパワー・ボ
ーナスを得る。ミス：この遭遇の終了時まで目標に対する攻撃ロールに＋1のパワー
・ボーナスを得、ダメージ・ロールに＋2のパワー・ボーナスを得る。 

コメットフォール・チャージ 標準 / 近接武器 / 一日毎
必要条件 突撃し、近接基礎攻撃のかわりにこのパワーを使用せねばならな

い。; ＋15 対 AC; 3d10 ＋ 9 ダメージ。 ミス: 半減ダメージ。

ディフェンシヴ・トレーニング    マイナー / 使用者 / 一日毎
君はこの遭遇の終了まで頑健、反応、意志のいずれかの防御値に＋2のパワ

ー・ボーナスを得る。 

ヴィシャス・バスタード・ソード +2  クリティカル時 ＋2d12

バッシング・ヘビー・シールド 
一日毎 / フリー・アクション:このパワーは使用者が敵に対して近接攻撃をヒットさせ

た時に使用する。その攻撃の効果を適用した後に、敵を1d4マス押しやる。

アミュレット・オヴ・ レゾリューション +1
一日毎 / アクションではない。このパワーは、使用者がセーヴィング・スローに失敗し

た時に使用できる。その1回のセーヴィング・スローを再ロールすること。ただし出
た目がより低くても、再ロールした値を使用しなければならない。

そのほかの能力

Use the Character Builder to create and modify this character!  
See www.wizards.com/dnd/insider for more information.

ファイターの標的: 君は敵を攻撃するたび
に、攻撃目標を標的として“マーク”する; 
君の次のターンの終了時まで、目標は君を
目標に含まない攻撃の攻撃ロールに－2の
ペナルティを負う。君にマークされてお
り、かつ君に隣接している敵が、シフトす
るか、または君を目標に含まない攻撃を
行なったなら、君はその敵に対して即応・
割込アクションとして1回の近接基礎攻撃
を行なうことができる。

卓越の戦士: 君は機会攻撃の攻撃ロール
に＋2ボーナスを得る。君の機会攻撃がヒ
ットした敵はそこで移動を終了する。

《防御の盾》: 盾を必要条件とするパワ
ーをヒットさせた時、君は次の自分のター
ンの終了時か、または盾の使用を止める
か、どちらか早い方までの間、ACと反応
防御値に＋1のボーナスを得る。

スチール・ヴァンガード・ヴェテラン:君が 
バスタード・ソードを使った無限回パワー
を使用するとき、出目が19、20でクリティ
カル・ヒットする。 

* 簡潔にするため、いくつかのキャラクターの選択
は、このキャラクター・シートに記載していない。
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