
 

PC名： クラス： Lv： 12
種族： 性別： 年齢：

最大HP 重傷値 回復力値 1 2 3 4 5 6 7 8
92 46 23 9 7 マス 9 マス

ダメージ： 基本 防具 アイテム その他
8 -1

合計 【敏】 Lv補正 特技 その他 10+Lv/2 能力修正値 種族 クラス 特技 鎧 盾 強化 その他
+14 4 6 4 AC 16 9 3

重装鎧

能力修正値 能力判定値 10+Lv/2 能力修正値 種族 クラス 特技 強化 その他 その他 その他
筋力 +6 +12 頑健 16 6 1 2 3

16 2 2

耐久力 +0 +6
14 1 10+Lv/2 能力修正値 種族 クラス 特技 強化 盾 その他 その他

敏捷力 +4 +10 反応 16 +4 1 3 0
13 1

知力 -1 +5
8 10+Lv/2 能力修正値 種族 クラス 特技 強化 その他 その他 その他

判断力 +2 +8 意志 16 2 1 3
14

魅力 +0 +6 0 1 2 3 4

技能名 ボーナス 能力判定値 習得 防具 種族 その他 間合い 命中修正

威圧 +6 【魅】 6 なし 2 +20
運動 +17 【筋】 12 5 0

隠密 +15 【敏】 10 5 0

軽業 +10 【敏】 10 0 武器 射程 命中修正 ダメージ その他

看破 +8 【判】 8 なし 20/40 +18
交渉 +6 【魅】 6 なし

持久力 +11 【耐】 6 5 0
事情通 +6 【魅】 6 なし 習得 アクション 回数

自然 +8 【判】 8 なし クラス マイナー 無限
宗教 +5 【知】 5 なし クラス マイナー 無限
知覚 +8 【判】 8 なし クラス マイナー 無限

地下探検 +8 【判】 8 なし 種族 無 遭遇□
治療 +13 【判】 8 5 なし クラス 標準 □□□
盗賊 +10 【敏】 10 0 特技 無 遭遇□

はったり +6 【魅】 6 なし クラス2 マイナー 遭遇□
魔法学 +5 【知】 5 なし クラス6 即・割込 遭遇□

歴史 +5 【知】 5 なし クラス10 マイナー 遭遇□
18 18 クラス12 マイナー 遭遇□

サイズ： 中型 移動速度： 8マス 視覚：
言語：

2600
役割： 撃破役 パワー源： 武勇 武器：

防具習熟： 防具：
腕

武器習熟 520 脚

武器装具： 1800 手

クラス技能： 頭
首

指輪
腰

装具
250 その他
15

2,570
30 所持金：

[武器]ダメージ・ロール+[敏捷]+2無名ボーナス

受動〈看破〉：

マイナー・リサージャンス

24

22

≪武芸百般≫≪強打≫≪抜け目ない狩猟者≫≪傷口の穢れ≫≪突
撃迎撃≫≪嵐の鷹の復讐≫≪門派の弟子≫≪流れの如く≫≪イニ
シアチブ強化≫

14

18

技能

種族的特徴

アローx20

ファイターズ・グリット
タイムリィ・ドッヂ

1d10+17

バトル・ラス(構え)

パワーリスト

28

回復回数

能力値
22

イニシアチブ

28

能力値

防御値

スレイヤー/ミシック・スレイヤー
ヒューマン

近接基礎攻撃

移動速度
通常 疾走

ヒットポイント　/　回復力

9

アミュレット・オブ・プロテクション+3

11

11

気印+3
その他ダメージ

ハルバード 1d10+19

アクションポイント

デュエリスツ・アソールト(構え)

単純近接、軍用近接、単純遠隔、軍用遠隔

気印+3

武器

遠隔基礎攻撃

名称

ロングボウ

敵のHPを0にすると、次の近接[武器]攻撃のダメージロール+[敏捷]無名ボーナス

武器の才 [武器]攻撃の攻撃ロール+1無名ボーナス

防御値ボーナス： 頑健+2
クロース、レザー、ハイド、チェイン、スケイル

自ターンに1回、フリーで武器1つを抜くorしまう

なし

追加アクションAP消費時の前後いずれかに、freeで近接基礎攻撃が可能

両手用斧でパワーストライク時、対象を伏せにする

共通語、エルフ語 技能ボーナス：

セーヴィング・スロー+1無名ボーナス

基本クラスの特徴

特技リスト

バーサーカーズ・チャージ(構え)

リーピング・アックス

ヒロイック・エフォート
パワー・ストライク

ストーン・フィスト・フラリー・オブ・ブロウズ

知覚 受動〈知覚〉：

マジック・キ・フォーカス+3、ハルバードｘ4、ロングボウｘ4
マジック・スケイル+3

装備品



特殊な処理をする特技：  
≪1.武芸百般≫1 回のマイナー・アクションで、武器を１つ鞘に納めたあと、武

器を 1 つ抜くことが出来る 
≪1.強打≫近接攻撃時、攻撃ロール-2 を受けるかわり、ヒットしたダメージロー

ル+6 
≪2.抜け目ない狩猟者≫君以外の誰とも隣接していない敵に対し戦術的優位

を得る 
≪4.傷口の穢れ≫近接［武器］攻撃がヒットした敵は、君の次のターン終了まで

HP を回復することが出来ない 
≪6.突撃迎撃≫突撃攻撃を受ける度機会アクションで近接基礎攻撃 
≪8.嵐の鷹の復讐≫敵の攻撃によって、HP が 0 以下になったら、その敵は

20[雷鳴]ダメ 0 次を受ける。 
≪10.門派の弟子≫ 
≪11.流れの如く≫ 
≪12.イニシアチブ強化≫ 
 
■底力 
[遭遇毎] 
標準アクション 使用者 
効果：回復を 1 回分消費し、ヒット・ポイントを回復する。また、次の君のターン
開始時まで、全ての防御値に+ 2 のボーナスを得る。 
特殊：味方から難易度 10 の〈治療〉判定を受けることでも、底力は発動する。
その場合は、防御値のボーナスは得られない。 
 
近接基礎攻撃 
[無限回]◆[武器] 
標準アクション 近接・武器（2 マス） 
目標：クリーチャー1 体 
攻撃：+20 対 AC 
ヒット：1d10+19 ダメージ(クリティカル時 29+3d6 ダメージ) 
 
遠隔基礎攻撃 
[無限回]◆[武器] 
標準アクション 近接・武器（20/40 マス） 
目標：クリーチャー1 体 
攻撃：+18 対 AC 
ヒット：1d10+17 ダメージ(クリティカル時 27+3d6 ダメージ) 
 
バトル・ラス                           ファイター/汎用 
[無限回]◆[構え]、[武勇] 
マイナー・アクション 使用者 
効果：使用者は武器を用いた基礎攻撃のダメージロール+3 パワーボーナス 
 
デュエリスツ・アソールト                        ファイター/汎用 
[無限回]◆[構え]、[武勇] 
マイナー・アクション 使用者 
効果：攻撃の目標が他のクリーチャー（使用者を除く）と隣接していない時には、

その目標に対して行う基礎攻撃の近接[武器]ダメージロール+6 パワーボー
ナス 

 
バーサーカーズ・チャージ                       ファイター/汎用 
[無限回]◆[構え]、[武勇] 
マイナー・アクション 使用者 
効果：使用者は突撃の際に移動速度+2 パワーボーナスを得、突撃時の攻撃ロ

ール+2 パワーボーナス 
 
■■■パワー・ストライク                   ファイター/攻撃  
[遭遇毎]◆[武器]、[武勇] 
アクション不要  特殊 
トリガー：使用者が武器を使用した近接基礎攻撃を 1 体の敵にヒットさせる 
効果：その敵はトリガーとなった攻撃から１W の追加ダメージを受ける。 
 
■ヒロイック・エフォート                    種族/汎用 
[遭遇毎] 
アクション不要   使用者 
トリガー：使用者は 1 回の攻撃ロールをミスするか、1 回のセーヴに失敗する。 
効果：使用者はトリガーとなった攻撃ロールか、セーヴに+4 種族ボーナスを得

る。 
 
■ストーン・フィスト・フラリー・オブ・ブロウズ        モンク/クラス特徴 
[遭遇毎]◆[サイオニック] 
アクション不要 近接・1 
トリガー：使用者が自分のターン中に攻撃をヒットさせる 
目標：クリーチャー1 体あるいは 2 体 
効果：目標は 9 ダメージを受ける。目標がトリガーとなった攻撃の目標ではない

のならば、さらに+4 
 
■マイナー・リサージャンス               ファイター/汎用 2 
[遭遇毎]◆[武勇] 
マイナー・アクション 使用者 
必要条件：使用者が重傷であること 
効果：10 の一時的 HP を得る 
 
 
 
 
 

■タイムリィ・ドッジ                   軽業/汎用 6 
[遭遇毎] 
即応・割込  使用者 
トリガー：敵が使用者を攻撃の目標にした 
効果：使用者の自分の移動速度の半分までシフトを行う。使用者がトリガーと

なった攻撃の射程外に移動したら、トリガーを発生させた敵はその攻撃の新
たな目標を選ぶことができる。 

 
■ファイターズ・グリット                ファイター/汎用10 
[遭遇毎]◆[武勇] 
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終了時まで、動けない状態、減速状態、幻惑

状態、弱体化状態の効果を無視する。 
 
■リーピング・アックス                  伝説の道/汎用 12 
[遭遇毎]◆[武勇] 
フリー・アクション   近接・武器 
トリガー：使用者がアックスを使用した近接攻撃をミスする。 
目標：使用者がミスした敵 1 体 
効果：目標は使用者の[筋力]修正値に等しいダメージを受ける。 
 
 


