
Dungeons&Dragons® Table 
―サモン･ネイチャーズ･アライ用 クリーチャー一覧― ［PHB, etc…］ （３ｅ/３.５ｅ）  
： 

レベル サモン・ネイチャーズ・アライ呪文用 クリーチャー・リスト 追加/使用条件 参照 

Ⅰ 
【N】ダイア･ラット、アウル、イーグル、小型ヴァイパー･スネーク、ウルフ、 

モンキー、ポーパス ‡、オクトパス ‡ 
□基本リスト  ・PHB p228 

＋ 

（追加） 

【N】小型モンストラス･スコーピオン、小型モンストラス･スパイダー、 
中型モンストラス･センチピード 

□《冬の子》特技  ・ECS p60 

⇔ 

（代替） 

【N】ヒポカンパス/Hippocampus ‡ （【N】ウルフを代替； このクリーチャーは、
A&EG にも収録されている） 

□リストを代替  ・SW p170 

× 

（制限） 

【N】イアリクス/Yallix、ケストリケル/Kes’trekel、バーズラグ/Baazrag、 

小型ヴァイパー･スネーク 

□Dark Sun では 

これのみ招来可
（ないし基本リスト?） 

・Dr@319 p45 

（メモ）   

     

Ⅱ 

【N】小型エレメンタル （どれでも）、ダイア･バジャー、ダイア･バット、 

ヒポグリフ、中型ヴァイパー･スネーク、ウルヴァリン、クロコダイル、 

ブラック･ベア、中型シャーク ‡、スクウィッド ‡ 
□基本リスト  ・PHB p228 

【CE】スパーク/Spark □追加条件なし ・Dr@304 p64 

【N】ジャイアント･アント･ワーカー、スパイダー･スウォーム、 

中型モンストラス･スコーピオン、中型モンストラス･スパイダー、 

大型モンストラス･センチピード 
□《冬の子》特技  ・ECS p60 

【N】ライディング･バード/Riding Bird □追加条件なし ・Dr@323 p35 

＋ 

（追加） 

【N】フィティッド･ファンガス/Fetid Fungus □中立にして悪  ・MM5 p57 

⇔ 

（代替） 
代替なし ― ― 

× 

（制限） 
【N】セスカーラン/Seskarran、中型ヴァイパー･スネーク □Dark Sun… ・Dr@319 p45 

（メモ）   

     

Ⅲ 

【NG】ジャイアント･アウル、ジャイアント･イーグル、【N】ソックア、 

ダイア･ウィーゼル、ダイア･ウルフ、大型ヴァイパー･スネーク、エイプ、 

コンストリクター･スネーク、ライオン、大型シャーク ‡、 

【CN】サテュロス （パン･パイプなし） 

□基本リスト  ・PHB p228 

【N】小型エレメンタル･ストーム （どれでも） □追加条件なし  ・MM3 p35 
＋ 

（追加） 【N】ジャイアント･アント･クイーン、ジャイアント･アント･ソルジャー、 
大型モンストラス･スパイダー、超大型モンストラス･センチピード 

□《冬の子》特技  ・ECS p60 

⇔ 

（代替） 
【N】ダイア･イール/Dire Eel ‡ （【N】ダイア･ウルフを代替） □リストを代替  ・SW p170 

× 

（制限） 

【N】イアカー/Jhakar、カンク/Kank、大型ヴァイパー･スネーク、 

コンストリクター･スネーク 
□Dark Sun… ・Dr@319 p45 

（メモ）   

     

Ⅳ 

【CG】ユニコーン、【N】ジュヴナイル･アローホーク、 

中型エレメンタル （どれでも）、マイナー･ゾーン、ダイア･ウルヴァリン、 

ダイア･エイプ、ダイア･ボア、ディノニクス、超大型ヴァイパー･スネーク、 

ジャイアント･クロコダイル、タイガー、ブラウン･ベア、 

ジュヴナイル･トジャナイダ ‡、シー･キャット ‡、超大型シャーク ‡、 

【NE】フレイムブラザー･サラマンダー 

□基本リスト  ・PHB p228 

【N】イエロー･ムスク･クリーパー/Yellow Musk Creeper、 

ブラッドソーン/Bloodthorn、【CN】スプリガン/Spriggan 
□追加条件なし 

 ・FF p190， 

p24，p162 ＋ 

（追加） 【N】ロウカスト･スウォーム、ジャイアント･プレイング･マンティス、 

ジャイアント･ワスプ、大型モンストラス･スコーピオン 
□《冬の子》特技  ・ECS p60 

⇔ 

（代替） 
【N】ダイア･バラクーダ/Dire Barracuda ‡ （【N】ダイア･ボアを代替） □リストを代替  ・SW p170 

× 

（制限） 

【N】クロドルウ/Clodru、ボーンクロウ･バーズラグ/ Baazrag, Boneclaw、 

フォードラン/Fodorran、プテラックス/Pterrax、 

レイザーウィング/Razorwing、超大型ヴァイパー･スネーク 

□Dark Sun… ・Dr@319 p45 

（メモ）   

     

Ⅴ 

【N】アダルト･アローホーク、大型エレメンタル （どれでも）、グリフィン、 

ジャーン （ジンニー）、ニクシー （スプライト）、ダイア･ライオン、 

ジャイアント･コンストリクター･スネーク、ポーラー･ベア、ライナセラス、 

エラスモサウルス ‡、アダルト･トジャナイダ ‡、オルカ･ホエール ‡、 

【CN】サテュロス （パン･パイプあり） 

□基本リスト  ・PHB p228 

【CN】クリスタライン･キャット/Crystalline Cat □追加条件なし ・Dr@304 p64 

【N】中型エレメンタル･ストーム （どれでも） □追加条件なし  ・MM3 p35 ＋ 

（追加） 
【N】キャリオン･クロウラー、センチピード･スウォーム、 

ジャイアント･スタッグ･ビートル 
□《冬の子》特技  ・ECS p60 

【N】エレメンタイト･スウォーム （どれでも） （【N】大型エレメンタル全てを 
代替； エレメンタイト･スウォームは、日本語版のみ SpC p285 にも再録） 

□リストを代替  ・PlH p134 ⇔ 

（代替） 
【N】イクシオサウルス/Ichthyosaur ‡ （ライナセラスを代替） □リストを代替  ・SW p170 

× 

（制限） 
【N】イニックス/Inix、ジャイアント･コンストリクター･スネーク □Dark Sun… ・Dr@319 p45 

（メモ）   

     

Ⅵ 

【NG】ピクシー （スプライト） （オットーズ･イレジスティブル･ダンス使用不可； 
特殊な矢なし）、【N】超大型エレメンタル （どれでも）、ギラロン、 

アヴェレッジ･ゾーン、ダイア･ベア、メガラプトル、エレファント、 

ジャイアント･オクトパス ‡、バリーン･ホエール ‡、 

【NE】アヴェレッジ･サラマンダー 

□基本リスト  ・PHB p228 

【N】グリーン･ガーディアン/Green Guardian □追加条件なし ・Dr@304 p64 

【LN】オレッド/Oread、【N】ヴァイパー･スウォーム/Viper Swarm □追加条件なし 
 ・FF p135， 

P172 

【N】大型エレメンタル･ストーム （どれでも） □追加条件なし  ・MM3 p35 

＋ 

（追加） 

【N】超大型モンストラス･スコーピオン、巨大モンストラス･センチピード □《冬の子》特技  ・ECS p60 

⇔ 

（代替） 
【N】アーケロン/Archelon ‡ （【N】メガラプトルを代替） □リストを代替  ・SW p170 

× 

（制限） 

【N】ヘヴィ･クロドルウ/Heavy Clodru、シロプス/Cilops、 

大型エレメンタル （どれでも） 
□Dark Sun… ・Dr@319 p45 

（メモ）   

     

 
 
 
 
 
 

 
レベル サモン・ネイチャーズ・アライ呪文用 クリーチャー・リスト 追加/使用条件 参照 

Ⅶ 

【NG】ジン （ジンニー）、 

ピクシー （スプライト） （オットーズ･イレジスティブル･ダンス使用不可；  
眠りの矢あり）、【N】エルダー･アローホーク、インヴィジブル･ストーカー、 
グレーター･エレメンタル （どれでも）、エルダー･ゾーン、ダイア･タイガー、 

ティラノサウルス、トリケラトプス、カシャラット･ホエール ‡、 

ジャイアント･スクウィッド ‡ 

□基本リスト  ・PHB p228 

【CE】アンシーリー･フェイ･ユニコーン/Unseelie Fey Unicorn 
（アンシーリー･フェイ･テンプレートの収録は DrC，Dr@304）、 

□追加条件なし ・Dr@304 p64 

【N】ダイア･ライナセラス/Dire Rhinoceros、ケルプ･アングラー/Kelp Angler □追加条件なし 
 ・FF p61， 

p112 

【N】超大型エレメンタル･ストーム （どれでも） □追加条件なし  ・MM3 p35 

＋ 

（追加） 

【N】ヘルワスプ･スウォーム、巨大モンストラス･スパイダー □《冬の子》特技  ・ECS p60 

⇔ 

（代替） 

【NE】コーラー･フロム･ザ･ディープ/Caller from the Deep ‡ （【N】グレーター･ 
エレメンタル全てを代替） 

□リストを代替  ・SW p170 

× 

（制限） 

【N】マスティリアル/Mastyrial、メキロット/Mekillot、 

超大型エレメンタル （どれでも） □Dark Sun… ・Dr@319 p45 

（メモ）   

     

Ⅷ 
【N】エルダー･トジャナイダ ‡、ルフ、ダイア･シャーク ‡、 

【NE】ノーブル･サラマンダー 
基本リスト  ・PHB p228 

【N】スポアーバット/Sporebat □追加条件なし  ・FF p162 

【N】グレーター･エレメンタル･ストーム （どれでも） □追加条件なし  ・MM3 p35 
＋ 

（追加） 

【N】巨大モンストラス･スコーピオン、超巨大モンストラス･センチピード □《冬の子》特技  ・ECS p60 

⇔ 

（代替） 
【N】モザサウルス/Mosasaur ‡ （【NE】ノーブル･サラマンダーを代替） □リストを代替  ・SW p170 

× 

（制限） 
【N】グレーター･エレメンタル （どれでも）、ルフ □Dark Sun… ・Dr@319 p45 

（メモ）   

     

Ⅸ 

【NG】グリッグ （スプライト） （フィドルあり）、 

ピクシー （スプライト） （オットーズ･イレジスティブル･ダンス使用可；  
眠りの矢、記憶を消す矢ともにあり）、 
【CG】セレスチャル･チャージャー･ユニコーン、 
【N】エルダー･エレメンタル （どれでも） 

□基本リスト  ・PHB p228 

【NE】オクトパス･ツリー/Octopus Tree、【CE】ケルピー/Kelpie □追加条件なし 
 ・FF p131， 

p114 ＋ 

（追加） 
【N】超巨大モンストラス･スコーピオン、超巨大モンストラス･スパイダー □《冬の子》特技  ・ECS p60 

⇔ 

（代替） 

【N】プレシオサウルス/Plesiosaur ‡ （【CG】セレスチャル･チャージャー･ 
ユニコーンを代替） 

□リストを代替  ・SW p170 

× 

（制限） 
【N】エルダー･エレメンタル （どれでも） □Dark Sun… ・Dr@319 p45 

     

（メモ）   

 

‡：このクリーチャーは、水界または水が豊富にある環境にしか招来できない。   ：真なる中立ではない。 
 

※ 「そのレベルを 1 体」，「1 レベル下の同じ種類 1ｄ3 体」，「2 レベル下の同じ種類 1ｄ４＋1 体」のいずれかから選択できる。 
 

 

※ Dark Sun の世界設定の記事は、Dr@315，319，339，351、Du@110，111 が該当。クリーチャーの収録は、Du@110，111。 
 

 

※ Dr@302 に、サモン系のモンスター追加や変更のガイドラインが記載されている（どのレベルでどれくらいの脅威度が呼べるか、 

推奨される選択ルールとして「初期リストが 3 体のみになるが〈知識〉判定でカスタマイズできる（最大 3＋【対応能力値】修正値）」、 

付録としてこの時点までのクリーチャーの「サモンできるとしたらどのレベルになるかのリスト（このサマリーには未反映）」、など）。 
 

 

 
 

（共通事項） 
 

（Ⅰ） （招来）効果のクリーチャ－は、何らかの方法によって意思の疎通を行える場合、詳細な行動の指示を行える。ただし、 

精神を持たない相手（大部分のアンデッド，人造など）を招来した場合、正確な指示方法は不明（制御者ないし作成者扱い?）。 
 

（Ⅱ） 呪文の発動時間の“1 ラウンド”に関しては、PHB p86，p141，p172 を参照（通常の全ラウンド・アクションとは、完成の時点

が異なる）。また、全ラウンド・アクションの分割使用に関しては、PHB p140 を参照（ただし、“1 ラウンド”に適用できるかは不明）。 
 

（Ⅲ） （招来）効果は、「善，悪，秩序，混沌の属性または副種別」，「地，水，火，風の副種別」を持つクリーチャーを選択した 

場合、その補足説明を持つ。 
 

（Ⅳ） （招来）効果のクリーチャーは、「自身以外のクリーチャーを召喚する効果（（招来）効果，（招請）効果，それに類する 

効果）」，「次元間移動能力」，「（瞬間移動）効果」を使用できない（PHB p228 を参照）。また、経験点消費を必要とする呪文や、

呪文だとすると経験点消費を持つ擬似呪文能力は、基本的に使用を拒否する。さらに、0ｈｐ以下になった場合、元の次元界に

帰るとともに、元の次元界に帰った場合、これが使用した呪文および擬似呪文能力も、同時に終了する。なお、破壊されて消滅

した個体は、以後 24 時間は、再び招来できない（PHB p171 を参照）。 
 

（Ⅴ） “目標”，“基点の位置”，“効果範囲の向き”，“（招来）効果の招来内容”などの、呪文の選択事柄は、呪文の完成時に 

決定すれば良い（PHB p172 を参照）。ただし、“特定の補足説明に対する利益”，“添加物質要素”などの適用のために、呪文の

発動時（または呪文の発動前）に決定しておくことができるのかは不明。 
 

（Ⅵ） （招来）効果のクリーチャーは、“呪文抵抗”の能力を持つ場合、アンティマジックの場による抑止には、抵抗できる可能性が 

ある（PHB p201 を参照）。 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dungeons&Dragons® Table 
―サモン･モンスター用 クリーチャー一覧― ［PHB, etc…］ （３ｅ/３.５ｅ）  
： 

レベル サモン・モンスター呪文用 クリーチャー・リスト 追加/使用条件 参照 

Ⅰ 

【LG】セレスチャル･アウル、セレスチャル･ドッグ、 

【NG】セレスチャル･ジャイアント･ファイアー･ビートル、 

セレスチャル･ポーパス ‡、【CG】セレスチャル･バジャー、 

セレスチャル･モンキー、【LE】フィーンディッシュ･ダイア･ラット、 

フィーンディッシュ･レイヴン、 

【NE】小型フィーンディッシュ･モンストラス･スコーピオン、 

中型フィーンディッシュ･モンストラス･センチピード、 
【CE】小型フィーンディッシュ･ヴァイパー･スネーク、 

フィーンディッシュ･ホーク、 

小型フィーンディッシュ･モンストラス･スパイダー、 

フィーンディッシュ･オクトパス ‡ 

□基本リスト  ・PHB p230 

【N】像の形態の超小型アニメイテッド･オブジェクト † 
□ボカブの信者 

（他の神格と異なり、 

秘術信仰問わず） 

・Dr@338 p46 
＋ 

（追加） 
【LN】モノドロン/Monodrone （モドロン）、 

メッセンジャー･モノドロン/Messenger Monodrone （モドロン） 
□追加条件なし ・Dr@354 p49 

⇔ 

（代替） 

【NG】エリュージャン･スラッシュ （【LG】セレスチャル･アウルまたは 
【CG】セレスチャル･モンキーを代替； エリュージャン･スラッシュは、 

日本語版のみ SpC p285 にも再録されている） 
□リストを代替  ・PlH p134 

× 

（制限） 

【N】アースデルヴァー/Earthdelver、ウィンドラプター/Windraptor、 

ファイアースネーク/Firesnake、レインランナー/Rainrunner 

□Dark Sun では 

これのみ招来可
（ないし基本リスト?） 

・Dr@319 p45 

（メモ）   

     

Ⅱ 

【LG】セレスチャル･ジャイアント･ビー、 

【NG】セレスチャル･ジャイアント･ボンバディア･ビートル、 

セレスチャル･ライディング･ドッグ、【CG】セレスチャル･イーグル、 

【LE】レムレー （デヴィル）、フィーンディッシュ･ウルフ、 

フィーンディッシュ･スクウィッド ‡、 

【NE】中型フィーンディッシュ･モンストラス･スコーピオン、 

大型フィーンディッシュ･モンストラス･センチピード、 
中型フィーンディッシュ･シャーク ‡、 

【CE】中型フィーンディッシュ･ヴァイパー･スネーク、 

中型フィーンディッシュ･モンストラス･スパイダー 

□基本リスト  ・PHB p230 

【NE】パキム/Pakim （ジンワジム） □追加条件なし ・Dr@297 p95 

【NE】フィーンディッシュ･シャドヴィグ/Fiendish Shadovig □追加条件なし ・Dr@299 p55 

【N】ヴァルート/Varoot （ネーラ）、【NE】カオーティ/Kaorti □追加条件なし 
 ・FF p130， 

p108 

【N】像の形態の小型アニメイテッド･オブジェクト † □ボカブの信者 ・Dr@338 p46 

【NG】グリッグ （スプライト） （フィドルなし） † 
□オリダマラの 

信仰呪文の使い手 
・Dr@342 p40 

【LN】クロックワーク･メンダー/Clockwork Mender □追加条件なし  ・MM4 p31 

【CE】ハウラー･ワスプ/Howler Wasp 
□混沌の領域を 

持つ信仰呪文の 

使い手 
 ・MM4 p75 

【CE】テインテッド･レイヴァー･ノール/Tainted Raver Gnoll （テインテッド･ 
レイヴァー･テンプレートの収録は HoH） † 

□ヴェクナの 

信仰呪文の使い手 
・Dr@348 p31 

【NG】アアシマール （プレインタッチト） のファイター2 † 
□ハイローニアスの

信仰呪文の使い手 
・Dr@354 p31 

【LN】デュオドロン/Duodrone （モドロン） □追加条件なし ・Dr@354 p49 

＋ 

（追加） 

【N】フィティッド･ファンガス/Fetid Fungus □ザグトモイの 

信仰呪文の使い手 
 ・MM5 p57 

【N】ウルエポナ/Ur’Epona （【NG】セレスチャル･ライディング･ドッグを代替） □リストを代替  ・PlH p134 
⇔ 

（代替） 【LE】カラボン （【LE】レムレー （デヴィル） を代替） 
□グラシアの 

信仰呪文の使い手、 

リストを代替 
 ・FC2 p120 

× 

（制限） 

【N】ウェイヴアーチャー/Wavearcher、クラウドスカウト/Cloudscout、 

サンドナイト/Sandknight、シンダーブルート/Cinderbrute 
□Dark Sun… ・Dr@319 p45 

（メモ）   

     

Ⅲ 

【LG】セレスチャル･ブラック･ベア、【NG】セレスチャル･バイソン、 

【CG】セレスチャル･ダイア･バジャー、セレスチャル･ヒポグリフ、 

【N】小型エレメンタル （どれでも）、【LE】フィーンディッシュ･エイプ、 

フィーンディッシュ･コンストリクター･スネーク、 
フィーンディッシュ･ダイア･ウィーゼル、ヘル･ハウンド、 

【NE】フィーンディッシュ･ダイア･バット、フィーンディッシュ･ボア、 

超大型フィーンディッシュ･モンストラス･センチピード、 

【CE】ドレッチ （デーモン）、大型フィーンディッシュ･ヴァイパー･スネーク、 

フィーンディッシュ･ウルヴァリン、フィーンディッシュ･クロコダイル 

□基本リスト  ・PHB p230 

【NE】グリージム/Graegim （ジンワジム） □追加条件なし ・Dr@297 p95 

【CE】フィーンディッシュ･ツリー･トロル/Fiendish Tree Troll □追加条件なし ・Dr@299 p55 

【CN】バッカエ/Bacchae □追加条件なし  ・FF p19 

【CG】セレスチャル･ウィローラ/Cerestial Wilora （ウィローラの収録は 
CoSW，Dr@307） 

□追加条件なし ・Dr@307 p28 

【NG】マステヴァル （ガーディナル）、【CG】クア （エラドリン）、 

高貴なるバリアール （高貴なるバリアールは、BoED 版のバリアールのみを 
指し、PlH，MotP 版は含まない； PlH p8 参照） 

□追加条件なし  ・BoED p190 

【N】像の形態の中型アニメイテッド･オブジェクト †、イセリアル･マローダー □ボカブの信者 ・Dr@338 p46 

【CE】ナシュロウ/Nashrou （デーモン）、ウィンドレイザー/Windrazor  
（ウィンドブレード） 

□追加条件なし 
 ・MM4 p45， 

p179 

【NE】ディシケイター/Desiccator （クリーチャーの収録は LbM） †、 

小型ネクロメンタル/Small Necromental （MM のどれでも） （ネクロメンタル･ 
テンプレートの収録は LbM） 

□ヴェクナの 

信仰呪文の使い手 ・Dr@348 p31 

【LN】トライドロン/Tridrone （モドロン） □追加条件なし ・Dr@354 p49 

【LE】ヴァルグイユ 
□ヘクストアの 

信仰呪文の使い手 
・Dr@356 p47 

【LG】セレスチャル･へヴィ･ホース 
□聖カスバートの 

信仰呪文の使い手 
・Dr@358 p34 

＋ 

（追加） 

【LN】ポーン/Pawn （チャトゥラン） □追加条件なし ・Dr@358 p48 

⇔ 

（代替） 
【LE】カラボン （【LE】フィーンディッシュ･エイプを代替） □秩序にして悪、 

リストを代替 
 ・FC2 p120 

× 

（制限） 

【LN】クリスマル （クリスマルの収録は XPH）、 

【N】小型エレメンタル （どれでも）、ソックア 
□Dark Sun… ・Dr@319 p45 

（メモ）   

     

 
 
 
 

 
レベル サモン・モンスター呪文用 クリーチャー・リスト 追加/使用条件 参照 

Ⅳ 

【LG】ランタン･アルコン、セレスチャル･ジャイアント･アウル、 

【CG】セレスチャル･ジャイアント･イーグル、セレスチャル･ライオン、 

【N】メフィット （MM のどれでも）、 

【LE】フィーンディッシュ･ジャイアント･ワスプ、 

フィーンディッシュ･ダイア･ウルフ、【NE】イェス･ハウンド、 

フィーンディッシュ･ジャイアント･プレイング･マンティス、 
大型フィーンディッシュ･シャーク ‡、【CE】ハウラー、 

超大型フィーンディッシュ･ヴァイパー･スネーク、 

大型フィーンディッシュ･モンストラス･スパイダー 

□基本リスト  ・PHB p230 

【NE】イオルジム/Eoluzim （ジンワジム）、マロンジム/Maronzim （ジンワジム） □追加条件なし ・Dr@297 p95 

【CE】フィーンディッシュ･ブラッド･ホース/Fiendish Blood Horse □追加条件なし ・Dr@299 p55 

【N】アオア･ドロップレット/Aoa Droplet、カラリーム/Kalareem （ネーラ）、 

【LE】フィルス･インプ/Filth Imp、ブラッドバッグ･インプ/Bloodbag Imp、 

ユーフォリック･インプ/Euphoric Imp、 

【NE】スケロロス/Skeroloth （ユーゴロス） 

□追加条件なし 

・FF p16，  

p128，p99，

p197 

【NE】フィーンディッシュ･スプリンターウェイフ/Fiendish Splinterwaif  
（スプリンターウェイフの収録は MM3，Dr@307） 

□追加条件なし ・Dr@307 p28 

【LG】レック、 

【NG】ケルヴィダル （ガーディナル） （ケルヴィダルの収録は MM2） 
□追加条件なし  ・BoED p190 

【N】小型エレメンタル･ストーム （どれでも） □追加条件なし  ・MM3 p35 

【NE】エレメンタル･グルー （どれでも） □追加条件なし  ・CAr p155 

【NE】コレリック･インプ/Choleric Imp、 

メランコリック･インプ/Melancholic Imp、 

フレグマティック･インプ/Phlegmatic Imp、 

サングウィン･インプ/Sanguine Imp 

□追加条件なし ・Dr@338 p33 

【NG】スードゥドラゴン †、 

【N】像の形態の大型アニメイテッド･オブジェクト †、ドッペルゲンガー † 
□ボカブの信者 ・Dr@338 p46 

【N】イセリアル･フィルチャー †、ドッペルゲンガー †、 

【CN】サテュロス （パン･パイプなし） †、マグミン 
□オリダマラの 

信仰呪文の使い手 
・Dr@342 p40 

【NE】ヴォール/Voor、【CE】ラクスポーン/Wrackspawn □追加条件なし 
 ・MM4 p35， 

p194 

【CE】アンホーリィ･サイエン･バグベア/Unholy Scion Bugbear  
（アンホーリィ･サイエン･テンプレートの収録は HoH）、 

小型テイント･エレメンタル/Small Taint Elemental （テイント･エレメンタル 
の収録は HoH） † 

□ヴェクナの 

信仰呪文の使い手 
・Dr@348 p31 

【NE】アリップ、【CE】ガスト （グール） （この神格の属性だと、混沌の属性の 
クリーチャーは招来できないが不明） 

□ウィー・ジャスの 

信仰呪文の使い手 
・Dr@350 p30 

【LG】アアシマール （プレインタッチト） のパラディン 4 † 
□ハイローニアスの 

信仰呪文の使い手 
・Dr@354 p31 

【LN】クアドロン/Quadrone （モドロン）、 

ウィングド･クアドロン/Winged Quadrone （モドロン） 
□追加条件なし ・Dr@354 p49 

【LG】アルカディアン･アヴェンジャー/Arcadian Avenger □秩序にして善 

か秩序にして中立 
 ・MM5 p9 

【CE】カーニッジ･デーモン/Carnage Demon、ガダクロ/Gadacro （デーモン） □いずれかの悪  ・MM5 p24 

【LG】セレスチャル･ブリンク･ドッグ 
□聖カスバートの 

信仰呪文の使い手 
・Dr@358 p34 

＋ 

（追加） 

【N】ヴェセラブ/Veserab （ヴェセラブの収録は Anau，Dr@299） □追加条件なし  ・Anau p157 

【NE】レッサー･ナイトメア/Lesser Nightmare （【LE】フィーンディッシュ･ 
ダイア･ウルフまたは【CE】ハウラーを代替） 

□リストを代替  ・PlH p134 

【CE】フィーンディッシュ･ダイア･イール/Fiendish Dire Eel ‡  
（【LE】フィーンディッシュ･ダイア･ウルフを代替） 

□リストを代替  ・SW p170 

【LE】ホワイト･アビシャイ （【LE】フィーンディッシュ･ジャイアント･ワスプを 
代替） 

□秩序にして悪、 

リストを代替 
 ・FC2 p114 

⇔ 

（代替） 

【LE】スパインド･デヴィル （【LE】フィーンディッシュ･ジャイアント･ワスプを 
代替） 

□秩序にして悪、 

リストを代替 
 ・FC2 p122 

× 

（制限） 

【N】ジュヴナイル･アローホーク、マイナー･ゾーン、 

ジュヴナイル･トジャナイダ ‡、メフィット （MM のどれでも）、 

【NE】フレイムブラザー （サラマンダー） 

□Dark Sun… ・Dr@319 p45 

（メモ）   

     

Ⅴ 

【LG】ハウンド･アルコン、セレスチャル･ブラウン･ベア、 

【NG】セレスチャル･ジャイアント･スタッグ･ビートル、 

セレスチャル･シー･キャット ‡、【CG】セレスチャル･グリフィン、 

【N】中型エレメンタル （どれでも）、【LE】アケイライ、ビアデッド･デヴィル、 

フィーンディッシュ･ダイア･エイプ、フィーンディッシュ･ディノニクス、 

【NE】シャドウ･マスティフ、フィーンディッシュ･ダイア･ボア、 

大型フィーンディッシュ･モンストラス･スコーピオン、 

超大型フィーンディッシュ･シャーク ‡、 

【CE】フィーンディッシュ･ジャイアント･クロコダイル、 

フィーンディッシュ･ダイア･ウルヴァリン、フィーンディッシュ･タイガー 

□基本リスト  ・PHB p230 

【NE】ラナンジム/Rananzim （ジンワジム） □追加条件なし ・Dr@297 p95 

【NG】セレスチャル･ヴェセラブ/Cerestial Veserab （ヴェセラブの収録は 
Anau，Dr@299） 

□追加条件なし ・Dr@299 p55 

【N】フォッサーグリム/Fossergrim □追加条件なし  ・FF p80 

【NG】レスキロール □追加条件なし  ・BoED p190 

【LG】ドワーフ･アンセスター/Dwarf Ancestor □モラディンの 

信仰呪文の使い手 
 ・MM4 p54 

【NE】中型ネクロメンタル/Medium Necromental （MM のどれでも）  
（ネクロメンタル･テンプレートの収録は LbM）、 

【CE】中型テイント･エレメンタル/Medium Taint Elemental （テイント･ 
エレメンタルの収録は HoH） † 

□ヴェクナの 

信仰呪文の使い手 
・Dr@348 p31 

【LE】ミイラ、ワイト 
□ウィー・ジャスの 

信仰呪文の使い手 
・Dr@350 p30 

【CG】スリヴァー/Sliver （セレスチャル） □追加条件なし ・Dr@353 p66 

【LN】ペンタドロン/Pentadrone （モドロン） □追加条件なし ・Dr@354 p49 

＋ 

（追加） 

【LN】ナイト/Knight （チャトゥラン） □追加条件なし ・Dr@358 p48 

【N】エネルゴン （どれでも） （【N】中型エレメンタル全てを代替； エネルゴンの 
一部は、MotP p163 にも収録されている） 

□リストを代替  ・PlH p134 

【NE】フィーンディッシュ･ダイア･バラクーダ/Fiendish Dire Barracuda ‡  
（【NE】フィーンディッシュ･ダイア･ボアを代替） 

□リストを代替  ・SW p170 
⇔ 

（代替） 

【LE】ブラック･アビシャイ （【LE】ビアデッド･デヴィルを代替） □秩序にして悪、 

リストを代替 
 ・FC2 p112 

× 

（制限） 

【N】アダルト･アローホーク、中型エレメンタル （どれでも）、 

アダルト･トジャナイダ ‡ 
□Dark Sun… ・Dr@319 p45 

（メモ）   

     

 

 



Dungeons&Dragons® Table 
レベル サモン・モンスター呪文用 クリーチャー・リスト 追加/使用条件 参照 

Ⅵ 

【LG】セレスチャル･ポーラー･ベア、【NG】セレスチャル･オルカ･ホエール ‡、 

【CG】ブララニ （エラドリン）、セレスチャル･ダイア･ライオン、 

【N】大型エレメンタル （どれでも）、ジャーン （ジンニー）、 

【CN】ケイオス･ビースト、【LE】ジル、チェイン･デヴィル、 

【NE】巨大フィーンディッシュ･モンストラス･センチピード、 
フィーンディッシュ･ライナセラス、 

【CE】フィーンディッシュ･ジャイアント･コンストリクター･スネーク、 

超大型フィーンディッシュ･モンストラス･スパイダー、 
フィーンディッシュ･エラスモサウルス ‡ 

□基本リスト  ・PHB p230 

【NE】フィーンディッシュ･カトブレパス/Fiendish Catoblepas （カトブレパス 
の収録は MM2，Dr@299） 

□追加条件なし ・Dr@299 p55 

【LN】ウィングド･ウォリアー/Winged Warrior （フォーミアン）、 

【N】シリット/Sillit （ネーラ）、【CN】マッド･スラード/Mud Slaad、 

【CE】スカルヴィン/Skulvin （デーモン） 
□追加条件なし 

・FF p79， 

p130，p157， 

p54 

【CE】アルターグリス/Artaaglith （デーモン） □追加条件なし  ・GW p158 

【NG】エクイナル （ガーディナル） □追加条件なし  ・BoED p190 

【N】中型エレメンタル･ストーム （どれでも） □追加条件なし  ・MM3 p35 

【N】ラヴィッド □ボカブの信者 ・Dr@338 p46 

【NE】コラプター･オヴ･フェイト/Corrupter of Fate （ユーゴロス）、 

【CE】ウィンドサイズ/Windscythe （ウィンドブレード） 
□追加条件なし 

 ・MM4 p192， 

p179 

【N】インフェルノ･スパイダー/Inferno Spider  
（※ただし、クレリックだと火の領域が必要） 

□基本的には 

追加条件なし（※）  ・MM4 p77 

【NE】ヴォイドレイス/Voidwraith （ヴォイドレイスの収録は LbM） †、 

【CE】シンダースポーン/Cinderspawn （シンダースポーンの収録は LbM） †  
□ヴェクナの信仰 

呪文の使い手 
・Dr@348 p31 

【LE】アケイライ、ナイトメア 
□ヘクストアの 

信仰呪文の使い手 
・Dr@356 p47 

＋ 

（追加） 

【LE】ガルシル/Gulthir （デヴィル） □追加条件なし  ・MM5 p33 

【N】エレメンタイト･スウォーム （どれでも） （【N】大型エレメンタル全てを 
代替； エレメンタイト･スウォームは、日本語版のみ SpC p285 にも再録されて 
いる） 

□リストを代替  ・PlH p134 

【NE】フィーンディッシュ･イクシオサウルス/Ichthyosaur ‡  
（【NE】フィーンディッシュ･ライナセラスを代替） 

□リストを代替  ・SW p170 

【LE】グリーン･アビシャイ （【LE】チェイン･デヴィルを代替） □秩序にして悪、 

リストを代替 
 ・FC2 p113 

【LE】アムニズゥ （デヴィル） （【LE】ジルを代替） □秩序にして悪、 

リストを代替 
 ・FC2 p115 

⇔ 

（代替） 

【LE】ペイン･デヴィル （【LE】チェイン･デヴィルを代替） □秩序にして悪、 

リストを代替 
 ・FC2 p134 

× 

（制限） 

【N】大型エレメンタル （どれでも）、アヴェレッジ･ゾーン、ラヴィッド、 

【LE】ジル、【NE】アヴェレッジ･サラマンダー、ベルカー 
□Dark Sun… ・Dr@319 p45 

（メモ）   

     

Ⅶ 

【LG】セレスチャル･エレファント、【NG】アヴォラル （ガーディナル）、 

セレスチャル･バリーン･ホエール ‡、【CG】ジン （ジンニー）、 

【N】インヴィジブル･ストーカー、超大型エレメンタル （どれでも）、 

【CN】レッド･スラード、【LE】ボーン･デヴィル、 

フィーンディッシュ･メガラプトル、 

【NE】超大型フィーンディッシュ･モンストラス･スコーピオン、 

【CE】ババウ （デーモン）、フィーンディッシュ･ギラロン、 
フィーンディッシュ･ジャイアント･オクトパス ‡ 

□基本リスト  ・PHB p230 

【NG】モヴァニック･デーヴァ/Movanic Deva、 

【LN】アーマドン/Armadon （フォーミアン）、 

【N】フェイルマッチ/Ferrumach （ルイマニ）、 

【NE】ピスコロス/Piscoloth （ユーゴロス） 

□追加条件なし 
・FF p57，p77，

p143，p196 

【NG】三つ首のレスキロール、【CG】アスーラ □追加条件なし  ・BoED p190 

【N】大型エレメンタル･ストーム （どれでも） □追加条件なし  ・MM3 p35 

【NG】セレスチャル･ウィル･オ･ウィスプ、【N】フレッシュ･ゴーレム †、 

【NE】フィーンディッシュ･ウィル･オ･ウィスプ 
□ボカブの信者 ・Dr@338 p46 

【NG】ピクシー （スプライト） （おそらくオットーズ･イレジスティブル･ダンス 
使用不可； 眠りの矢あり）、 

【CG】カッパー･ドラゴン （年齢段階は不明だが、他のクリーチャーの脅威度 
から推測して、ヤング∼ジュヴナイルと思われる） † 

□オリダマラの 

信仰呪文の使い手 
・Dr@342 p40 

【LG】ジャスティス･アルコン/Justice Archon □追加条件なし  ・MM4 p82 

【NE】大型ネクロメンタル/Large Necromental （MM のどれでも）  
（ネクロメンタル･テンプレートの収録は LbM）、 

ブリークボーン/Bleakborn （ブリークボーンの収録は LbM） † 

□ヴェクナの 

信仰呪文の使い手 
・Dr@348 p31 

【NE】アンブラル･グルーム/Umbral Gloom □追加条件なし ・Dr@353 p66 

＋ 

（追加） 

【LN】ビショップ/Bishop （チャトゥラン） □追加条件なし ・Dr@358 p48 

【NE】パック･フィーンド （【NE】超大型フィーンディッシュ･モンストラス･ 
スコーピオンを代替； パック･フィーンドは、日本語版のみ SpC p286 にも再録 
されている） 

□リストを代替  ・PlH p134 

【CE】アロー･デーモン （【CE】ババウ （デーモン） を代替） □いずれかの悪、 

リストを代替 
 ・MM3 p118 

【NE】ソウルイーター/Souleater （【NE】超大型フィーンディッシュ･ 
モンストラス･スコーピオンを代替） 

□いずれかの悪、 

リストを代替 
 ・MoI p195 

【LE】ブルー･アビシャイ （【LE】ボーン･デヴィルを代替） □秩序にして悪、 

リストを代替 
 ・FC2 p112 

⇔ 

（代替） 

【LE】スティール･デヴィル （【LE】フィーンディッシュ･メガラプトルを代替） □秩序にして悪、 

リストを代替 
 ・FC2 p121 

× 

（制限） 

【CG】ジン （ジンニー）、【N】エルダー･アローホーク、 

インヴィジブル･ストーカー、超大型エレメンタル （どれでも）、 

エルダー･ゾーン、ラースト 

□Dark Sun… ・Dr@319 p45 

（メモ）   

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
レベル サモン・モンスター呪文用 クリーチャー・リスト 追加/使用条件 参照 

Ⅷ 

【LG】セレスチャル･ダイア･ベア、【NG】セレスチャル･トリケラトプス、 

セレスチャル･カシャラット･ホエール ‡、【CG】リレンド、 

【N】グレーター･エレメンタル （どれでも）、【CN】ブルー･スラード、 

【LE】ヘルキャット （デヴィル）、 

フィーンディッシュ･ジャイアント･スクウィッド ‡、 

【NE】超巨大フィーンディッシュ･モンストラス･センチピード、 

【CE】ヴロック （デーモン）、フィーンディッシュ･ダイア･タイガー、 

フィーンディッシュ･ティラノサウルス、 

巨大フィーンディッシュ･モンストラス･スパイダー 

□基本リスト  ・PHB p230 

【LE】マエレファント/Maelephant □追加条件なし  ・FF p120 

【CG】セレスチャル･ドゥウェオマーヴォーア/Cerestial Dweomervoor  
（ドゥウェオマーヴォーアの収録は CoSW，Dr@307） 

□追加条件なし ・Dr@307 p28 

【LG】ウォードゥン･アルコン、【NG】ホリファント、 

ルピナル （ガーディナル） （ルピナルの収録は MM2） 
□追加条件なし  ・BoED p190 

【LG】ハンマー･アルコン 
□ゴライアス， 

ドワーフ，ノームの 

いずれか 
 ・RoS p190 

【N】超大型エレメンタル･ストーム （どれでも） □追加条件なし  ・MM3 p35 

【LN】ゼレフート （イネヴァタブル）、【N】ストーン･ゴーレム † □ボカブの信者 ・Dr@338 p46 

【NE】超大型ネクロメンタル/Huge Necromental （MM のどれでも）  
（ネクロメンタル･テンプレートの収録は LbM）、【CE】超大型テイント･ 
エレメンタル/Huge Taint Elemental （テイント･エレメンタルの収録は HoH） † 

□ヴェクナの 

信仰呪文の使い手 
・Dr@348 p31 

【LE】ヤング･グリーン･ドラゴン †、ヤング･ブルー･ドラゴン † 
□ウィー・ジャスの 

信仰呪文の使い手 
・Dr@350 p30 

【LE】ヤング･グリーン･ドラゴン †、ヤング･ブルー･ドラゴン † 
□ヘクストアの 

信仰呪文の使い手 
・Dr@356 p47 

【CE】ソラミス/Solamith （デーモン） □いずれかの悪  ・MM5 p29 

＋ 

（追加） 

【LN】ルーク/Rook （チャトゥラン） □追加条件なし ・Dr@358 p48 

【NG】エルスホエール/Elsewhale ‡ （【NG】セレスチャル･カシャラット･ 
ホエールを代替） 

□リストを代替  ・PlH p134 

【N】ガスパル/Gaspar （【NG】セレスチャル･トリケラトプスまたは 
【NE】超巨大フィーンディッシュ･モンストラス･センチピードを代替） 

□リストを代替  ・PlH p134 

【CN】リンボ･ストーカー/Limbo Stalker （【CN】ブルー･スラードを代替） □リストを代替  ・PlH p134 

【NG】セレスチャル･アーケロン/Celestial Archelon ‡ （【NG】セレスチャル･ 
トリケラトプスを代替） 

□リストを代替  ・SW p170 

【NE】エキノロス/Echinoloth （ユーゴロス） （【CN】ブルー･スラードを代替） □リストを代替  ・SW p170 

【NE】コーラー･フロム･ザ･ディープ/Caller From the Deep ‡ （【N】グレーター･ 
エレメンタル全てを代替） 

□リストを代替  ・SW p170 

⇔ 

（代替） 

【LE】オルソン （デヴィル） （【LE】ヘルキャット （デヴィル） を代替） □秩序にして悪、 

リストを代替 
 ・FC2 p117 

× 

（制限） 

【N】エルダー･トジャナイダ ‡、【CN】ケイオス･ビースト、 

【NE】ノーブル･サラマンダー 
□Dark Sun… ・Dr@319 p45 

（メモ）   

     

Ⅸ 

【LG】コアトル、 

コアトル （サイオニック版） （コアトル （サイオニック版） の収録は XPH）、 

【NG】レオナル （ガーディナル）、【CG】セレスチャル･ルフ、 
【N】エルダー･エレメンタル （どれでも）、【CN】グリーン･スラード、 

【LE】バーブド･デヴィル、【NE】ナイト･ハグ、 
巨大フィーンディッシュ･モンストラス･スコーピオン、 

フィーンディッシュ･ダイア･シャーク ‡、【CE】ヘズロウ （デーモン）、 

ベビリス （デーモン）、超巨大フィーンディッシュ･モンストラス･スパイダー 

□基本リスト  ・PHB p230 

【NG】モナディック･デーヴァ/Monadic Deva、 

【LN】オブザーヴァー/Observer （フォーミアン）、 

【N】キュプリラック/Cuprilach （ルイマニ）、 

【NE】ファラストゥ/Farastu （ディーモダンド）、 

【CE】ワストリリス/Wastrilith （デーモン） 

□追加条件なし 

・FF p56，p78，

p142，p43， 

p55 

【LG】アウル･アルコン、ソード･アルコン、【NG】ウルシナル （ガーディナル）、 

クエサー、ムーン･ドッグ、【CG】フィーア （エラドリン） 
□追加条件なし  ・BoED p190 

【N】グレーター･エレメンタル･ストーム （どれでも） □追加条件なし  ・MM3 p35 

【NE】グレーター･ネクロメンタル/Greater Necromental （MM のどれでも）  
（ネクロメンタル･テンプレートの収録は LbM）、 

【CE】アトローパル･サイエン/Atropal Scion （アトローパル･サイエンの収録は 
LbM） †、 

エントロピック･アハッハ/Entropic Athach （エントロピック･テンプレートの 
収録は PlH）、 

グレーター･テイント･エレメンタル/Greater Taint Elemental （テイント･ 
エレメンタルの収録は HoH） † 

□ヴェクナの 

信仰呪文の使い手 
・Dr@348 p31 

【LG】ヤング･シルヴァー･ドラゴン †、ヤング･ブロンズ･ドラゴン † 
□ウィー・ジャスの 

信仰呪文の使い手 
・Dr@350 p30 

【NG】ハーモニアス･コーラス･オヴ･ザ･ワーズ/Harmonious Choir of the  
Words （セレスチャル）、【LE】デス･デヴィル/Death Devil 

□追加条件なし ・Dr@353 p66 

【LG】ヤング･シルヴァー･ドラゴン †、ヤング･ブロンズ･ドラゴン † 
□ハイローニアスの 

信仰呪文の使い手 
・Dr@354 p31 

【CE】アダール/Adaru （デーモン） □いずれかの悪  ・MM5 p22 

＋ 

（追加） 

【LG】ラマッス “⻩⾦の守護者” † 
□聖カスバートの 

信仰呪文の使い手 
・Dr@358 p34 

【LN】アンラヴラー/Unraveler （【CN】レッド･スラードを代替） □リストを代替  ・PlH p134 

【NG】セレスチャル･プレシオサウルス/Celestial Plesiosaur ‡  
（【CG】セレスチャル･ルフを代替） 

□リストを代替  ・SW p170 

【CE】フィーンディッシュ･モザサウルス/Fiendish Mosasaur ‡  
（【CE】べビリス （デーモン） を代替） 

□リストを代替  ・SW p170 

⇔ 

（代替） 

【LE】プレジャー･デヴィル （【LE】フィーンディッシュ･ダイア･シャークを 
代替） 

□秩序にして悪、 

リストを代替 
 ・FC2 p133 

× 

（制限） 
【N】エルダー･エレメンタル （どれでも） □Dark Sun… ・Dr@319 p45 

（メモ）   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dungeons&Dragons® Table 
レベル サモン・モンスター呪文用 クリーチャー・リスト 追加/使用条件 参照 

【NE】小型∼巨大フィーンディッシュ･モンストラス･クラブ  
（【NE】小型∼巨大フィーンディッシュ･モンストラス･スコーピオン全てを 
代替） 

□該当部分全て 

を代替 
 ・SW p170 

【CE】小型∼超巨大フィーンディッシュ･モンストラス･ダイヴィング･ 
スパイダー  
（【CE】小型∼超巨大フィーンディッシュ･モンストラス･スパイダー全てを 
代替） 

□該当部分全て 

を代替 
 ・SW p170 

Ⅰ～Ⅸ 

種族 

全体の 

⇔ 

（代替） 

【CE】小型∼超大型フィーンディッシュ･シー･スネーク  
（【CE】小型∼超大型フィーンディッシュ･ヴァイパー･スネーク全てを代替） 

□該当部分全て 

を代替 
 ・SW p170 

     

□セレスチャル 

⇒アクシオマティック 
【⇒L】アクシオマティック種クリーチャー  
（【G】セレスチャル種クリーチャー全て、 

【E】フィーンディッシュ種クリーチャー全て、の片方または両方を代替） □フィーンディッシュ 

⇒アクシオマティック 

 ・PlH p134 

□セレスチャル 

⇒アナーキック 
【⇒C】アナーキック種クリーチャー 
（【G】セレスチャル種クリーチャー全て、 

【E】フィーンディッシュ種クリーチャー全て、の片方または両方を代替） □フィーンディッシュ 

⇒アナーキック 

 ・PlH p134 

□セレスチャル 

⇒ヴィヴェイシャス、 

1 レベル上のリストに 

【⇒N】ヴィヴェイシャス種クリーチャー/Vivacious Creature 
（【G】セレスチャル種クリーチャー全て、 

【E】フィーンディッシュ種クリーチャー全て、の片方または両方を代替；  
リストが 1 レベル上に移動するので注意） 

□フィーンディッシュ 

⇒ヴィヴェイシャス、 

1 レベル上のリストに 

 ・PlH p134 

□セレスチャル 

⇒エントロピック、 

1 レベル上のリストに 

Ⅰ～Ⅸ 

テンプ 

レート 

全体の 

⇔ 

（代替） 

【⇒N】エントロピック種クリーチャー/Entropic Creature 
（【G】セレスチャル種クリーチャー全て、 

【E】フィーンディッシュ種クリーチャー全て、の片方または両方を代替；  
リストが 1 レベル上に移動するので注意） 

□フィーンディッシュ 

⇒エントロピック、 

1 レベル上のリストに 

 ・PlH p134 

     

（メモ）   

 

†：通常とは異なり、物質界でも、（他次元界）の副種別を持つ（その神格の本拠地次元界が、この出身次元界になると思われる）。   
 

‡：このクリーチャーは、水界または水が豊富にある環境にしか招来できない。   ：悪。 
 

※ 「そのレベルを 1 体」，「1 レベル下の同じ種類 1ｄ3 体」，「2 レベル下の同じ種類 1ｄ４＋1 体」のいずれかから選択できる。 
 

 

 

※ テンプレートの代替は、元々使える属性を元々使える属性にしか置換できない（秩序にして善のクレリックの場合、属性による

呪文制限により、フィーンディッシュ種は置換元にできず、アナーキック種は置換先にできない(エベロンのクレリックを除く)；  

ウィザードなどの場合、属性による呪文発動の制限がないので任意に置換できる）。 
 

 

※ 『自然の種族』 のラプトラン・クレリックの種族代替クラスによって、エア・エレメンタルとエア・メフィットを、1 レベル下として招来 

できる。また、『秘術大全』 の上級クラス，エイリアニストの 1 レベル目のクラス能力か、『エベロン・プレイヤーズ・ガイド』 の組織， 

マニフェスト・スペルシェイパーの，《狂気に精通》の特技によって、セレスチャル種とフィーンディッシュ種のクリーチャーの招来を、

スードゥナチュラル種のクリーチャーに代替できる。 
 

 

※ Dark Sun の世界設定の記事は、Dr@315，319，339，351、Du@110，111 が該当。クリーチャーの収録は、Du@110，111。   
 

 

※ Dr@302 に、サモン系のモンスター追加や変更のガイドラインが記載されている（どのレベルでどれくらいの脅威度が呼べるか、 

推奨される選択ルールとして「初期リストが 3 体のみになるが〈知識〉判定でカスタマイズできる（最大 3＋【対応能力値】修正値）」、 

付録としてこの時点までのクリーチャーの「サモンできるとしたらどのレベルになるかのリスト（このサマリーには未反映）」、など）。 
 

 

 
 

（共通事項） 
 

（Ⅰ） （招来）効果のクリーチャ－は、何らかの方法によって意思の疎通を行える場合、詳細な行動の指示を行える。ただし、 

精神を持たない相手（大部分のアンデッド，人造など）を招来した場合、正確な指示方法は不明（制御者ないし作成者扱い?）。 
 

（Ⅱ） 呪文の発動時間の“1 ラウンド”に関しては、PHB p86，p141，p172 を参照（通常の全ラウンド・アクションとは、完成の時点

が異なる）。また、全ラウンド・アクションの分割使用に関しては、PHB p140 を参照（ただし、“1 ラウンド”に適用できるかは不明）。 
 

（Ⅲ） （招来）効果は、「善，悪，秩序，混沌の属性または副種別」，「地，水，火，風の副種別」を持つクリーチャーを選択した 

場合、その補足説明を持つ。 
 

（Ⅳ） （招来）効果のクリーチャーは、「自身以外のクリーチャーを召喚する効果（（招来）効果，（招請）効果，それに類する 

効果）」，「次元間移動能力」，「（瞬間移動）効果」を使用できない（PHB p228 を参照）。また、経験点消費を必要とする呪文や、

呪文だとすると経験点消費を持つ擬似呪文能力は、基本的に使用を拒否する。さらに、0ｈｐ以下になった場合、元の次元界に

帰るとともに、元の次元界に帰った場合、これが使用した呪文および擬似呪文能力も、同時に終了する。なお、破壊されて消滅

した個体は、以後 24 時間は、再び招来できない（PHB p171 を参照）。 
 

（Ⅴ） “目標”，“基点の位置”，“効果範囲の向き”，“（招来）効果の招来内容”などの、呪文の選択事柄は、呪文の完成時に 

決定すれば良い（PHB p172 を参照）。ただし、“特定の補足説明に対する利益”，“添加物質要素”などの適用のために、呪文の

発動時（または呪文の発動前）に決定しておくことができるのかは不明。 
 

（Ⅵ） （招来）効果のクリーチャーは、“呪文抵抗”の能力を持つ場合、アンティマジックの場による抑止には、抵抗できる可能性が 

ある（PHB p201 を参照）。 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dungeons&Dragons® Table 
―サモン･アンデッド用 クリーチャー一覧― ［PHB, etc…］ （３ｅ/３.５ｅ）  

 

レベル サモン・アンデッド呪文用 クリーチャー・リスト 追加/代替条件 参照 

Ⅰ 1 レベルのウォリアーのスケルトン（１ＨＤ）、コボルドのゾンビ（２ＨＤ） 基本リスト  ・SpC p88 
     

Ⅱ アウルベアのスケルトン（５ＨＤ）、バグベアのゾンビ（６ＨＤ） 基本リスト  ・SpC p88 
     

Ⅲ グール（２ＨＤ）、トロルのスケルトン（６ＨＤ）、オーガのゾンビ（８ＨＤ） 基本リスト  ・SpC p88 
     

Ⅳ アリップ（４ＨＤ）、ガスト （グール） （４ＨＤ）、ワイヴァーンのゾンビ（１４ＨＤ） 基本リスト  ・SpC p88 
     

Ⅴ ヴァンパイア･スポーン（４ＨＤ）、シャドウ（３ＨＤ）、ミイラ（８ＨＤ）、ワイト（４ＨＤ） 基本リスト  ・SpC p88 
     

 

※ この呪文によっては、1/ｌｖ＋1ＨＤ以下のアンデッドしか招来できない。なお、制御できるアンデッドのＨＤ数には計上されない。 
 

※ 「そのレベル 1 体」，「1 レベル下の同じ種類 2 体」，「2 レベル下の同じ種類 4 体」のいずれかから選択できる。 
 

 

 
 

―その他のサモン系および類似の呪文一覧― ［PHB, etc…］ （３ｅ/３.５ｅ）  
 

レベル その他のサモン系および類似の呪文リスト  

Ⅰ 

カンジュア･アイス･ビーストⅠ （(創造)）（FB）、コール･アンデッドⅠ（AoM）、サモン･デザート･アライⅠ（SdS）、 

サモン･マークト･ホムンクルス（Dr）、マウント（PHB）、 

エレメンタル･スティワード （サイオニック）（CPs）、アストラル･コンストラクト （(創造)、サイオニック）（CPs，他） 
     

Ⅱ 

カンジュア･アイス･ビーストⅡ （(創造)）（FB）、コール･アンデッドⅡ（AoM）、サモン･デザート･アライⅡ（SdS）、 

キャヴァルリィ･コール （要特技）（Dr@309）、サモン･エリュージャン･スラッシュ（SpC，他）、 

サモン･スウォーム（PHB）、サモン･ダイア･ホーク（RotW）、サモン･ミラー･メフィット（XtDP）、 

ラーヴァル･フレイヤーズ （サイオニック）（CPs） 
     

Ⅲ 

カンジュア･アイス･ビーストⅢ （(創造)）（FB）、コール･アンデッドⅢ（AoM）、サモン･デザート･アライⅢ（SdS）、 

ヴァイパーグー（SpC，他）、コール･アミービック･クロウラー （要特技）（Dr@330）、 

コール･ドレッチ･ホード （(招請)）（BoVD）、サモン･ザ･パック･アンド･ハード （要特技）（Dr@309）、 

サモン･モンストラス･ホード （要特技）（Dr@309）、サモン･リヴィング･ドラゴンマーク（Dr）、 

マウント，グレーター（Dr@304）、リーガル･プロセッション（SpC）、ルーミナス･アサシン，レッサー（PH2） 
     

Ⅳ 

カンジュア･アイス･ビーストⅣ （(創造)）（FB）、コール･アンデッドⅣ（AoM）、サモン･デザート･アライⅣ（SdS）、 

アニメイト･ウィズ･ザ･スピリット （成聖）（ChoV）、インセクト･プレイグ（PHB）、 

エアリアル･サモニング･ダンス（RaoF）、エレメンタル･ガーディアン（Dr@347）、 

カンジュア･レッサー･ミッドナイト･コンストラクト （(創造) 、要特技）（MoI）、 

コール･クレイニアル･エンシスター （要特技）（Dr@330）、コール･ナイトメア （(招請)）（BoVD）、 

コール･レムレー･ホード （(招請)）（BoVD）、サモン･エレメンタイト･スウォーム（SpC，他）、 

サモン･クロックワーク･メンダー･スウォーム（MM4）、サモン･ジャイアンツ（FB）、 

サモン･ハウンド･アルコン（SpC，他）、サモン･ペスト･スウォーム（CyS）、 

スパイダー･プレイグ 〔Und 版〕（Und，他）、ハラスターズ･フェッチⅠ （(招請)）（CoSW）、 

シャドウ・エフト （サイオニック）（CPs）、プロジェクト･クォーリ･スピリット （サイオニック）（MoE） 
     

Ⅴ 

カンジュア･アイス･ビーストⅤ （(創造)）（FB）、コール･アンデッドⅤ（AoM）、サモン･デザート･アライⅤ（SdS）、 

コール･ゼレフート（SpC，他）、コール･フェイスフル･サーヴァンツ （(招請)）（BoED）、 

サモン･ビアデッド･デヴィル（SpC，他）、サモン･ブララニ･エラドリン（SpC，他）、サモン･ワームⅠ（Dr@296）、 

スタージ･スウォーム（AoM）、ハラスターズ･フェッチⅡ （(招請)）（CoSW）、プレイグ･オヴ･ラッツ（SpC，他）、 

マニフェスト･ドラゴン･ヘリテージ （(創造)、ソーサラー専用）（RotD）、ルーミナス･アサシン（PH2） 
     

Ⅵ 

カンジュア･アイス･ビーストⅥ （(創造)）（FB）、コール･アンデッドⅥ（AoM）、サモン･デザート･アライⅥ（SdS）、 

アイズ･オヴ･ザ･キング（SpC，他）、カンジュア･ミッドナイト･コンストラクト （(創造) 、要特技）（MoI）、 

クリーピング･ドゥーム（PHB）、コール･オヴ･ザ･トワイライト･ディフェンダー（DrMa）、 

コール･カオーティック･ハルク （要特技）（Dr@330）、サモン･グレーター･エレメンタル（SpC，他）、 

サモン･ババウ･デーモン（SpC，他）、スパイダー･プレイグ 〔SpC 版〕（SpC，他）、 

テネイシャス･プレイグ （上級妖術）（CAr）、ハラスターズ･フェッチⅢ （(招請)）（CoSW）、 

ファイアー･スパイダーズ（SpC，他）、ブレイン･スレイヴ･オヴ･イルセンシーン（Dr@342）、 

メフィット･モブ（SdS）、 

プレイナー･チャンピオン （サイオニック）（CPs） 
     

Ⅶ 

カンジュア･アイス･ビーストⅦ （(創造)）（FB）、コール･アンデッドⅦ（AoM）、サモン･デザート･アライⅦ（SdS）、 

エクストルード･ワームスウォーム （要特技）（Dr@343）、コール･コリャルート（SpC，他）、 

サモン･アスペクト･オヴ･バハムート（RotD）、サモン･ワームⅡ（Dr@296）、シャドウ･トラップ（ChoR）、 

スライム･ウェイヴ（Dr@351，他）、ハラスターズ･フェッチⅣ （(招請)）（CoSW） 
     

Ⅷ 

カンジュア･アイス･ビーストⅧ （(創造)）（FB）、コール･アンデッドⅧ（AoM）、サモン･デザート･アライⅧ（SdS）、 

カンジュア･グレーター･ミッドナイト･コンストラクト （(創造)、要特技）（MoI）、 

コール･ナイトスティード （要特技）（Dr@330）、サモン･アヴァター･オヴ･エレメンタル･イーヴル（Dr@347）、 

シャンブラー （(創造)）（PHB）、ハラスターズ･フェッチⅤ （(招請)）（CoSW）、ファントム･ウルフ（SpC，他）、 

フィアース･プライド･オヴ･ビーストランズ（SpC，他） 
     

Ⅸ 

カンジュア･アイス･ビーストⅨ （(創造)）（FB）、コール･アンデッドⅨ（AoM）、サモン･デザート･アライⅨ（SdS）、 

アティアグ･スウォーム （(創造)、領域専用）（SpC，他）、アビサル･アーミィ（SpC，他）、 

エレメンタル･スウォーム（PHB）、オーマゲドゥン （成聖）（BoED）、コール･ディエティ（CoC）、 

コール･マールート（SpC，他）、サモン･ウォーフォージド･チャンピオン （領域専用）（FaoF）、 

サモン･エレメンタル･モノリス（Dr@347，他）、サモン･ゴーレム（PH2）、 

サモン･デヴォーテッド･ルフ （領域専用）（RotW）、サモン･ワームⅢ（Dr@296）、 

ドゥーム･オヴ･ザ･シーズ（SW）、ハンターズ･オヴ･ハデス（SpC，他）、ファントム･ベア（SpC，他）、 

ヘヴンリィ･ホスト（SpC，他）、へリッシュ･ホード（SpC，他）、 

マニフェスト･ドラゴン･ヘリテージ，グレーター （(創造)、ソーサラー専用）（RotD）、 

ルーミナス･アサシン，グレーター（PH2） 
     

 

※ （招請）呪文、影術、何かをクリーチャーに変える（アウェイクン系、アンデッド作成、アニメイテッド・オブジェクト作成など）、 

武器を作り出して攻撃させる、などの呪文は基本的に省略。 
 

 

 
 


