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No. 23279 No. 1095 No. 7835

 秘術限定：〔秘術〕  秘術限定：〔秘術〕  秘術限定：〔秘術〕

入手時：

［目標］　クリーチャー1体 （※呪文レベル：5以上の呪文は、ワンド作

成不可。）

［目標］　接触したクリーチャー1体 （※呪文レベル：5以上の呪文は、

ワンド作成不可。）

［呪文レベル3：ウィザード / ソーサラー呪文］  目標1体
は、追加で一対の腕が生える。また、この追加の腕は、魔
法の武器として扱われる、“爪”の肉体武器を持つ（中型
サイズの武器の基本ダメージは1ｄ6点）。さらに、この爪2
つが、同一の相手に対して同時に命中した場合、追加で
“かきむしり”の攻撃を行える（本文参照）。ただし、この追
加の腕は、人工的武器の使用，精密作業などは行えな
い。

経験点消費：

［呪文レベル1：ドルイド呪文］  術者は、目標となったクリー
チャー1体の、ＨＤ数を知覚する。また、種族ＨＤ，クラス・
レベルの両方を持つ場合、その合計値を知覚する。ただ
し、この呪文によっては、「種族ＨＤ，クラス・レベルの内
容」，「種族ＨＤ，クラス・レベルの割合」，「負のレベル，そ
のレベル吸収を受けているか否か」などは知覚できない。

物質要素：

［呪文レベル1：クレリック呪文］  術者は、この呪文の
チャージ消費によって、接触した生きているクリーチャー1
体から、1点/ｌｖ（最大5点）＋1ｄ8点のダメージを治癒す
る。または、この近接接触攻撃が命中したアンデッド1体に
対して、上記と同じ値のダメージを与える。

経験点消費： 0

なし  呪文抵抗： 可

スクロール･オヴ･アーケイン･スペルサージ スクロール･オヴ･マイコンティルズ･ラスト･リゾート

 構成要素：

［目標］　接触したクリーチャー1体 （※呪文レベル：5以上の呪文は、

ワンド作成不可。）

［目標/効果］　術者/創造された、ミスラル製フル・プレート1領 （※エターナ

ル･ワンドの収録は、MIC p159［未訳］，ECS p263。呪文レベル：4以上の呪

文は、エターナル・ワンド作成不可。）

［効果］　創造された1日ぶんの食料および酒、人間1人/ｌｖぶん （※エター

ナル･ワンドの収録は、MIC p159［未訳］，ECS p263。呪文レベル：4以上の

呪文は、エターナル・ワンド作成不可。）

市価 10900ｇｐ； 作成コスト 5450ｇｐ＋436XP

 呪文抵抗： 不可

　Dr@342 p41 （和訳：―）

経験点消費：

市価 750ｇｐ； 作成コスト 375ｇｐ＋30XP

なし

経験点消費：

［呪文レベル9：ウィザード / ソーサラー呪文］  術者は、
準備済みの呪文および未使用の呪文スロットが、全て消
費される。その後、この範囲内にいる相手は、その呪文レ
ベルの合計に対応した値のダメージを受ける。 「半径10ｆｔ
以内（術者自身を含む）：合計×8点（術者自身はセーヴ
不可）」，「半径11～20ｆｔ：合計×6点」，「半径21～30ｆ
ｔ：合計×4点」。 ［物質要素：本文参照（5,000ｇｐ）］

0 5000

［呪文レベル7：ウィザード / ソーサラー呪文］  術者は、
秘術呪文の発動時間が、自動的に短縮される（2～10ラ
ウンドは1ラウンドぶん短縮，1ラウンドは1標準に短縮，1標
準は1即行に短縮される； 臨機応変に発動するクラスの、
呪文修正特技の適用時にも、延長した上で短縮される）。
なお、“竜の種別”または“（竜の血）の副種別”を持つ場
合、この呪文を1回の即行アクションとして発動できる。

市価 4420ｇｐ； 作成コスト 2210ｇｐ＋176.8XP

0

［呪文レベル3：ウィザード / ソーサラー呪文］  術者は、
＋1の魔法のミスラル製フル・プレート1つを、着用している
状態で創造して、これに《習熟》を得る（他の防具によるペ
ナルティ，制限などは受ける）。また、ソーサラーは、追加
で“［火］に対する抵抗10”の能力を得る。ただし、すでに
鎧を着用している場合、この呪文は何の効果もなく、破壊
されたり脱いだ場合、この呪文は終了する。

収録：

物質要素： 0

　ChoV p55 （和訳：―）術者レベル：

 セーヴ： 不可

近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）

術者レベル：

0

［呪文レベル2：バード呪文］  術者は、良質な食料およ
び、エール，ビール，ワインなどの酒類を創造する（これら
によって、酩酊状態の悪影響が出ることはない）。なお、こ
の呪文の持続時間中に消費されなかった場合、駄目に
なってしまうが、ピュアリファイフード・アンド・ドリンク呪文
（PHB p268）を使用すれば、この呪文の持続時間を24時
間に延長できる。

経験点消費：

収録：

物質要素： 0

 持続時間： 2時間

市価 11250ｇｐ； 作成コスト 5625ｇｐ＋450XP

10分 （※最低でも1標準）　起 動：

2回/日（秘術呪文の使い手のみ起動可）

　距 離：

エターナル･ワンド･オヴ･ゴールデン･ドラゴンメイル エターナル･ワンド･オヴ･フェスティヴァル･フィースト

2回/日（秘術呪文の使い手のみ起動可）  使用回数：

 【道具・呪文解放型】 ― 微弱・召喚術 （創造）

 使用回数：

 【道具・呪文解放型】 ― 微弱・召喚術 （創造）

0入手時：0 経験点消費： 物質要素： 0

　LoMa p209 （和訳：―）術者レベル：　MotW p92 （和訳：―）収録： 収録：

［効果範囲］　半径30ｆｔの爆発

正 正 正 正 正 正 正 正 正 正

不可

不可(無害)

 呪文抵抗：

市価 8825ｇｐ； 作成コスト 6912.5ｇｐ＋153XP

 【道具・呪文解放型】 ― 微弱・変成術 

ワンド･オヴ･アームズ･オヴ･プレンティ

 残りチャージ：

ワンド･オヴ･パワー･サイト

　起 動： 1標準 （※最低でも1標準）　起 動： 1標準 （※最低でも1標準）

正 正 正 正 正 正 正 正 正 正

 【道具・呪文解放型】 ― 微弱・占術 

0

収録：収録： 　ShS p48 （和訳：―）

物質要素：

術者レベル：

0 経験点消費：

反応・半減

瞬間 持続時間：

　距 離： 自身

 セーヴ：

 【道具・呪文完成型】 ― 強力・力術 

音声、動作、‘物質’

1標準 （※最低でも1標準） 　起 動： 1標準 （※最低でも1標準）

 構成要素：音声、動作

 【道具・呪文完成型】 ― 強力・共通 

　起 動：

術者レベル：

0入手時：

　起 動： 1標準 （※最低でも1標準）

 セーヴ：

［目標］　接触したクリーチャー1体 （※エターナル･ワンドの収録は、MIC

p159［未訳］，ECS p263。呪文レベル：4以上の呪文は、エターナル・ワンド

作成不可。）

 持続時間：

　距 離：

 持続時間：

接触

頑健・無効(無害)

10分/ｌｖまたはチャージ消費

［呪文レベル1：トラップスミス呪文］  目標1体は、“エネル
ギー・ダメージ1つに対する完全耐性”の能力を得る（［音
波］，［酸］，［電気］，［火］，［冷気］のいずれか）。ただし、
合計12点/ｌｖ（最大120点）ぶんのダメージを軽減してし
まうと、この呪文はチャージ消費される。なお、この呪文
を、同じ種類のレジスト・エナジー呪文（PHB p299）と併用
した場合、常にこちらの効果が優先される。

1標準 （※最低でも1標準）

 セーヴ：

 呪文抵抗： なし

自身

1時間/ｌｖ（解除可）

　起 動：

音声、動作、‘経験’

　起 動： 1標準 （※最低でも1標準）

さまざま

　距 離： さまざま

 持続時間：

自身

［目標］　術者

物質要素：

 持続時間：

　距 離：

1ラウンド/ｌｖ

 呪文抵抗：

　DrMa p64 （和訳：―）術者レベル：

市価 2275ｇｐ； 作成コスト 1137.5ｇｐ＋91XP

 セーヴ：

市価 28825ｇｐ； 作成コスト 1912.5ｇｐ＋5153XP

［呪文レベル9：ウィザード / ソーサラー呪文］  以下から1
つ選択すること。 「“ウィザード/ソーサラー呪文リスト内（自
身のクラスの呪文リスト内?）”から、8レベル以下の呪文1
つを再現する（禁止系統は7レベル以下）」，「“上記の呪
文リスト外”から、6レベル以下の呪文1つを再現する（禁
止系統は5レベル以下）」，「本文中から1つ選択、または
同等の効果」，「儀式（SSp p147，p150）」。 ［経験点消
費：5,000XP］

物質要素： 0

さまざま/可

収録：

可(無害)

 使用回数： 2回/日（秘術呪文の使い手のみ起動可）

術者レベル：

　距 離：

 呪文抵抗：

　PHB p280 （和訳：新）

0

0

市価 820ｇｐ； 作成コスト 410ｇｐ＋32.8XP

 【道具・呪文解放型】 ― 微弱・防御術 

エターナル･ワンド･オヴ･プロテクション･フロム･エナジー

 持続時間：

　起 動： 1標準 （※最低でも1標準）

 セーヴ： 意志・半減(無害)

スクロール･オヴ･ウィッシュ

 セーヴ： 不可

 呪文抵抗：

 残りチャージ： 正 正 正 正 正 正 正 正 正 正

ワンド･オヴ･キュア･ライト･ウーンズ

不可(無害)

チャージ消散するまで無期限、瞬間  持続時間： 瞬間

可(無害)

 持続時間： 1ラウンド/ｌｖ

 セーヴ：

物質要素： 0

 呪文抵抗：

術者レベル： 収録： 　PHB p218 （和訳：新）

 呪文抵抗：

物質要素：

経験点消費：

市価 750ｇｐ； 作成コスト 375ｇｐ＋30XP

 巻物種別：〔秘術〕  巻物種別：〔秘術〕  巻物種別：〔秘術〕

術者レベル： 収録： 　PHB p296 （和訳：新）

 【道具・呪文完成型】 ― 強力・共通 （可変）［可変］

 構成要素：

なし

 残りチャージ：

［目標/効果/効果範囲］　さまざま

 【道具・呪文解放型】 ― 微弱・召喚術 （治癒）〔正〕

さまざま/不可

経験点消費： 5000

 セーヴ：

　距 離： 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 　距 離： 接触　距 離： 接触


