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［目標］　術者

略称： 『プレイヤーズ･ハンドブック 第3.5版（PHB）』、『フェイルーンの魔法（MaoF）』、『不浄なる暗黒の書（BoVD）』、『高貴なる行ないの書（BoED）』、『呪文大辞典（SpC）』、
『プレイヤーズ･ハンドブックⅡ（PH2）』、『魔道師大全（CM）』、『勇者大全（CCh）』、『～の種族（Ro…）』、『～･ワールドガイド（…CS）』、『～･プレイヤーズ･ガイド（PGｔ…）』、他

設定： 『フェイルーン（FRCS，PGtF，他）』(F)、『エベロン（ECS，PGtE，他）』(E)、『ドラゴンランス（WotC刊は、DLCSのみ）』(D)、『汎用（汎用サプリメントから/にも収録）』(○)

［目標］　接触したクリーチャー1体

［目標］　接触した物体1つ

［効果］　創造された、精神を持たない不可視状態の従者1体

［目標］　術者

不可
2

［３.５ｅ］

不可(物体)

なし

［目標］　接触した、重量が5ポンド/ｌｖ以下の物体1つ

Dungeons & Dragons 3.5e ®
ホードスティーラー呪文リスト 　　　 CDS:PE 〈http://dnd.achoo.jp/cdspe/index.php〉　  Presented by “Spellcaster.jp” 〈http://spellcaster.nobody.jp/〉　 〈v2.11〉 （未訳サプリメントに対応）

「’」⇒通常版とは異なる、特記事項を含んだ呪文。 「?」⇒最新の収録以前は使用できた、“別呪文とした呪文”では使用できる、など。 「〔 〕」⇒内容の差異によって、上書きや統合を行わずに別呪文とした呪文。 「§」 ⇒その他の例外。

［目標］　接触した、重量が100ポンド/ｌｖ以下のクリーチャー1体か物体1つ可(ク)(物体)

意志・無効(無害) 可(無害)
変成術

キャッツ･グレイス ｌｖ：2 1標準 接触 1分/ｌｖ

召喚術
アンシーン･サーヴァント ｌｖ：1 PHB p200

（創造）　術者は、“見えざる従者”1体を創造する。この従者は、術者の命令に従って、単純な労働をこなす（本文参照）。ただし、術者から距離限界を超えて離れた場合、即座に消滅する。 ［移動速度15ｆｔ； 6ｈｐ； セーヴを行えない； 有効【筋力】2（運搬能力に関しては、PHB p160参照）］

音声、動作、物質 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1時間/ｌｖ 不可

変成術
エクスペディシャス･リトリート ｌｖ：1 PHB p211

　術者は、基本地上移動速度に対して＋30ｆｔの強化ボーナスを得る。なお、移動速度の変化は、呪文などの効果が、鎧または荷重よりも先に適用される（PHB p145参照）。また、地上移動速度が変化した場合、〈跳躍〉判定の跳躍距離が同時に変化する（PHB p77参照； 地上移動速度の30ｆｔを超える10ｆｔにつき＋4のボーナス； 低下時は本文参照）。

音声、動作 1標準 自身 1分/ｌｖ（解除可） なし
3

［３.５ｅ］

幻術
ゴースト･サウンド ｌｖ：1 PHB p222

（虚像）　術者は、幻影の音声を作り出す。その後、有効距離内で音源を移動させたり、許可された範囲内で音量を上下できる。ただし、この呪文の完成時に設定した、音声の基本的な性格（足音，歌声，叫び声，鳴き声，話し声など）は、後から変更することができない。なお、どのような音声が“人間何人ぶん”に相当するのかは、本文参照。

音声、動作、物質 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ 意志・看破(遣取)
4

［３.５ｅ］

［効果］　幻影の音声、人間4人/ｌｖ（最大20人）ぶんまで

占術
ディテクト･シークレット･ドアーズ ｌｖ：1 PHB p253

　術者は、隠し通路（隠された区画，収納，引き出し，窓などを含む）を知覚する。ただし、単に塞がれているだけなどの場合には、この呪文では知覚できない。 「1ラウンド目：これらが存在するか否か」，「2ラウンド目：これらが存在する数と、それぞれの位置または方向」，「以後1ラウンド毎に：選択したこれらの1つの、メカニズムまたは作動方法」。

音声、動作 1標準 60ｆｔ 精神集中（最大1分/ｌｖ； 放棄可） 不可
5

［３.５ｅ］

［効果範囲］　一部の障壁を通過できる、円錐形の放射

占術
ディテクト･マジック ｌｖ：1 PHB, CoC

　術者は、魔法のオーラを知覚する。また、自身のターンの間に、この効果範囲の向きを変更できる。 「1ラウンド目：魔法のオーラが存在するか否か」，「2ラウンド目：最も強力な“オーラ強度（PHB p255）”1つと、オーラが存在する数」，「3ラウンド目：全てのオーラの、位置または方向と“オーラ強度”； オーラの系統を識別できる（本文参照）」。

音声、動作 1標準 60ｆｔ 精神集中（最大1分/ｌｖ； 放棄可） 不可
6

［３.５ｅ］

［効果範囲］　一部の障壁を通過できる、円錐形の放射

力術
テンサーズ･フローティング･ディスク ｌｖ：1 PHB p258

［力場］《エーテル界呪文》　術者は、［力場］の円盤1つを作り出す。この円盤は、重量が100ポンド/ｌｖまでを支えることができ、中心のくぼみに2ガロンまでの液体を入れることができる。また、地上から約3ｆｔ，術者から5ｆｔ以内の距離を保って、術者自身に伴って移動する（本文参照）。

音声、動作、物質 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1時間/ｌｖ 不可
7

［３.５ｅ］

［効果］　大きさが直径3ｆｔの、［力場］の円盤1つ

幻術
ニストゥルズ･マジック･オーラ ｌｖ：1 PHB p261

（幻覚）　術者は、目標となった物体1つを、魔法的感知に対して、「非魔法の物体である」，「指定した魔法の機能，呪文系統，オーラ強度を持つ」，「指定した呪文の目標である」などに見せかける。ただし、この目標に対して、アイデンティファイ呪文（PHB p196）などを使用した相手は、意志・看破のセーヴを行える。なお、アーティファクトに対しては作用しない。

音声、動作、焦点 1標準 接触 24時間/ｌｖ（解除可） 意志・看破(ク)、不可(物体)

なし

8
［３.５ｅ］

9

不可(ク)(物体)

占術
リード･マジック ｌｖ：1 PHB p293

　術者は、魔法のスクロール，魔法の文字，他人の呪文書などを、1分につき1ページぶんの文章量まで解読できる（日本語にして約750文字程度； この解読後には、この呪文は不要）。また、〈呪文学〉判定によって、グリフ系呪文およびシンボル系呪文を識別できる（本文参照）。なお、この呪文は、呪文書の参照なしで準備できる（PHB p175参照）。

音声、動作、焦点 1標準 自身 なし10分/ｌｖ

幻術
インヴィジビリティ ｌｖ：2 PHB p203

（幻覚）　目標1体および装備品（または目標1つ）は、“不可視状態（PHB p203，p310，DMG p297）”となる（自身および既存の装備品を視認できるかは不明）。なお、足跡，音声，光源の照明，10ｆｔを超えて牽引している物体などに対しては、この呪文は作用しない。また、“攻撃的な行動（本文参照）”をとった場合、この呪文は即座に終了する。

音声、動作、物質 1標準 接触 1分/ｌｖ（解除可） 意志・無効(ク)(物体)

音声、動作、‘物質’ 1時間 接触
1

　術者は、目標となった物体1つが持つ、全ての魔法的機能を明らかにする（強化ボーナス，残りチャージ数，全ての魔法的能力，全ての起動方法など）。ただし、呪われた魔法のアイテムは、1％/ｌｖの確率でしか見破れない。また、この呪文は、アーティファクトに対しては機能しない。 ［秘術呪文物質要素：真珠の粉末（100ｇｐぶん）］ ［３.５ｅ］

瞬間
占術

アイデンティファイ ｌｖ：1 PHB p196

系統 ホードスティーラー呪文　１ｌｖ 参照 構成要素 発動 ［１ｌｖ；1/1］距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲

不可

不可

不可(物体)

不可

不可

10

［３.５ｅ］

［３.５ｅ］

12

　目標となったクリーチャー1体は、“登攀移動速度20ｆｔ（MM p305）”を得る。また、逆さの天井，垂直な壁などでも、両手を貼り付けることで登攀移動できるが、この方法の登攀移動を行う場合、両手に何も持っていない状態でなければならない。 ［３.５ｅ］

11

　目標となったクリーチャー1体は、より機敏かつ軽やかで、調和の取れた動きができるようになる。このことによって、【敏捷力】に＋4の強化ボーナスを得る。 ［３.５ｅ］

PHB p217 音声、動作、物質

13

　術者は、ディテクト・サイオニクスのパワー（XPH p116）と同様に、サイオニックのオーラを知覚する。ただし、この呪文によっては、サイオニックしか知覚できない。 ※XPH p65の“サイオニックは魔法とは違う”かつ“専用の呪文やパワー”の選択ルールを採用している場合にのみ使用する。 ［３.５ｅ］

精神集中（最大1分/ｌｖ； 放棄可） 不可 不可音声、動作 ［効果範囲］　一部の障壁を通過できる、円錐形の放射

意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
変成術

スパイダー･クライム ｌｖ：2 PHB p242 音声、動作、物質 1標準 接触 10分/ｌｖ

占術
ディテクト･サイオニクス ｌｖ：2 XPH p65 1標準 60ｆｔ

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［２ｌｖ；1/2］発動 距離 持続時間 セーヴ系統 ホードスティーラー呪文　２ｌｖ 参照 構成要素

発動 距離 持続時間
系統

呪文名 ｌｖ：1 参照 セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

構成要素

発動 距離 持続時間
系統

呪文名 ｌｖ：1 参照 セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

構成要素

発動 距離 持続時間
系統

呪文名 ｌｖ：1 参照 セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

構成要素



和訳

新

新

新

和訳

和訳

和訳

和訳

新

新

新

新

新

新

和訳

和訳

和訳

和訳

新

新

セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

構成要素

呪文名 ｌｖ：3 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

17
　術者は、半径120ｆｔ以内の魔法のオーラを知覚できる。精神集中は必要なく、即座にディテクト・マジック呪文（PHB p254）の3ラウンドぶんの情報を知覚する（系統を識別する〈呪文学〉判定も可）。また、精神集中（1回の標準アクション）によって、相手1体が発動できる、最大呪文レベルおよび種類（秘術，信仰； 擬呪は秘術相当）を知覚できる。 ［３.５ｅ］

音声、動作ｌｖ：3 PHB, T&B なし なし

不可 不可 ［効果範囲］　術者を中心とした、半径が“長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ）”の円

呪文抵抗セーヴ

セーヴ 呪文抵抗

16
　術者は、「良く知っている物体」，「はっきりと視覚的に思い描ける物体」などの1つを探知する（階段などの設備，一般的なアイテム，唯一無二のアイテムなどを含む）。ただし、この呪文は、距離的に最も近い1つのみを知覚する。また、この呪文は、（ポリモーフ）効果，ノンディテクション呪文，ミスリード呪文などに偽装されて、鉛の層に遮断される。 ［３.５ｅ］

音声、動作、焦点 1標準 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 1分/ｌｖ
占術

ロケート･オブジェクト ｌｖ：2 PHB, CoC

頑健・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
15

　目標1体は、“エネルギー1つに対する抵抗10”の能力を得る（［音波］，［酸］，［電気］，［火］，［冷気］のいずれか）。また、この抵抗は、3レベルを超える4レベル毎に10上昇する（11レベル以上で最大30）。なお、異なる種類のエネルギーに対する防御効果は、問題なく同時に稼動できる（同一の効果の並行使用でもおそらく可； SpC p83を参照）。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 接触 10分/ｌｖ
防御術

レジスト･エナジー ｌｖ：2 PHB p299

［目標］　術者

1分/ｌｖ（解除可） 不可

1標準

PHB p280

占術
アーケイン･アイ

発動
系統

呪文名 ｌｖ：3 参照

呪文名

系統

ｌｖ：3

防御術
プロテクション･フロム･エナジー ｌｖ：3

14
　術者は、目標となった物体1つから、開かなくなっている原因2つを解除する。なお、施錠されているもの（小箱，錠前，扉）、きつく閉じているもの（枷，鎖，ゆるくなった溶接部，建て付けの悪い扉），それに類する魔法的効果などを解除できる。ただし、落とし戸，閂，蔦，ロープなどには作用しない。また、アーケイン・ロック呪文は、10分の間、抑止となる。 ［３.５ｅ］

［効果］　魔法的感知器官1つ

　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［３ｌｖ；1/1］

［目標 / 効果 / 効果範囲］

変成術
ノック ｌｖ：2 PHB p262 音声 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 瞬間 不可(物体) 不可(物体) ［目標］　面積が10平方ｆｔ/ｌｖまでの、開閉する物体1つ

系統
呪文名

接触 24時間/ｌｖ

距離

1標準 自身 1分/ｌｖ（解除可）
占術

アーケイン･サイト

不可(ク)(物体) ［目標/効果範囲］　クリーチャー1体か、物体1つか、半径20ｆｔの爆発

セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

意志・無効(物体) 可(物体) ［目標］　接触した、体積が2立方ｆｔ/ｌｖまでの物体1つ

不可 不可

系統
発動 距離

不可(ク)(物体)
防御術

ディスペル･マジック ｌｖ：3 PHB p251

防御術
ハイド･フロム･ドラゴンズ〔Dr〕?

［目標 / 効果 / 効果範囲］

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

構成要素ｌｖ：3 参照

参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

無限

占術
クレアオーディエンス / クレアヴォイアンス ｌｖ：3

変成術
シュリンク･アイテム ｌｖ：3

18
（念視）　術者は、同一の次元界内の、良く知っている場所か分かりやすい場所1ヶ所に、魔法的感知器官1つを作り出して、その周囲の「映像を見る」，「音声を聞く」のどちらかを行う（呪文の完成時に選択）。なお、これは移動できないが、回転させて全方向を見ることができ、その地点が非魔法の暗闇に包まれている場合でも、半径10ｆｔの範囲内は視認できる。 ［３.５ｅ］

PHB p221 音声、動作、焦点 10分 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ）

19

　目標となった物体1つは、高さ，幅，奥行きが1/16に、体積，重量が約1/4,000に縮小化して、サイズ分類が4段階小さくなる。その後、硬い表面にぶつけるか、合言葉を唱えることで、元に戻すことができる。また、術者は、この呪文の完成時に、「縮小後の材質を、布のように変化させる」ことも選択できる。 ［３.５ｅ］

PHB p236 音声、動作 1標準

20
　術者は、「目標型解呪」，「効果範囲型解呪」，「呪文相殺」の内の、いずれかの解呪判定（1ｄ20＋1/ｌｖ(最大＋10)）を行う。ただし、この呪文や、この呪文を参照する効果では、瞬間効果，多くの呪いの効果，一部の［力場］効果，一部の解呪制限を持つ効果などは解呪できない。また、魔法のアイテムは、解呪される代わりに、1ｄ4ラウンドの間、抑止される。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 瞬間

Dr p153 動作、‘ドラゴンマーク’ 1標準 自身
21

　術者は、竜には知覚されない（視覚，聴覚，鋭敏嗅覚，擬似視覚，振動感知などを含む； 何らかの方法によって居場所を感知された場合でも、完全視認困難は残る）。ただし、術者が何らかのクリーチャーを攻撃した場合、この呪文は即座に終了する。 ［ドラゴンマーク：真正または特異型］ 別：〔SpC, Dra〕 ［３.５ｅ］ × (E) ×

1分/ｌｖ（解除可） なし なし ［目標］　術者

［目標］　接触したクリーチャー1体
22

　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。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 接触

音声、動作、物質 10分

頑健・無効(無害) 可(無害)10分/ｌｖまたはチャージ消費

セーヴ 呪文抵抗

距離 持続時間

持続時間

不可 ［効果］　魔法的感知器官1つ
23

（念視）　術者は、不可視状態の魔法的感知器官1つを作り出す。この器官は、前方の床だけを調べる場合には1ラウンドにつき30ｆｔ、床と同時に両方の壁も調べる場合には1ラウンドにつき10ｆｔの速度で移動する。また、この器官は、1インチ以上の隙間を通り抜けることができる。ただし、術者が精神集中を止めている間は、これは移動を停止する。 ［３.５ｅ］

ｌｖ：4 PHB p195

召喚術
ディメンジョン･ドア ｌｖ：4 PHB p255

24
（瞬間移動）《アストラル界呪文》　術者は、自身および最大荷重以下の装備品を、距離内の一地点まで、瞬間的に移動する。また、この目標（最大荷重以下の装備品を含む）および物体を、同時に移動させることができる。なお、目的地の指定方法に関しては、本文参照。ただし、術者は、この移動後、自身の次のターンの開始時まで、行動できない。 ［３.５ｅ］

接触、長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 瞬間 不可(ク)、意志・無効(物体) 不可(ク)、可(物体) ［目標］　術者および、接触した同意するクリーチャーと物体1つ/3ｌｖまで（中型サイズ以下ならば）音声

セーヴ 呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［４ｌｖ；1/2］系統 ホードスティーラー呪文　４ｌｖ 参照 構成要素 発動 距離 持続時間

発動 距離 持続時間

1分/ｌｖ（解除可）

系統 ホードスティーラー呪文　３ｌｖ 参照 構成要素

セーヴ 呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［２ｌｖ；2/2］系統 ホードスティーラー呪文　２ｌｖ 参照 構成要素 発動 距離 持続時間

ｌｖ：2 参照 構成要素 発動

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

持続時間 セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

系統
呪文名 ｌｖ：2 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

構成要素 発動 距離 持続時間

系統
呪文名 ｌｖ：2 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

構成要素 発動 距離 持続時間



和訳

新

新

和訳

和訳

和訳

距離 持続時間

距離

系統
呪文名 ｌｖ：4 発動

セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

構成要素 持続時間
系統

呪文名 ｌｖ：4 参照

防御術
フリーダム･オヴ･ムーヴメント ｌｖ：4

発動

PHB p274 音声、動作、物質 1標準

［目標 / 効果 / 効果範囲］

　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［４ｌｖ；2/2］

ハイド･フロム･ドラゴンズ〔SpC, Dra〕 ｌｖ：4 SpC, Dra

発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

25

　目標となったクリーチャーは、竜によっては知覚されない（視覚，聴覚，鋭敏嗅覚，擬似視覚，振動感知などを含む）。なお、この呪文の目標1体以上が、「竜または竜の宝物に接触する」，「何らかのクリーチャーを攻撃する」のいずれかを行った場合、全ての目標の呪文が終了する。 別：〔Dr〕 ［３.５ｅ］

動作、物質 1標準 接触 10分/ｌｖ（解除可）

26
　目標1体は、“行動を阻害される魔法的効果（本文参照）”を受けている場合でも、攻撃，移動などの行動を、通常の阻害なく使用できる。また、組みつきから逃れるための試みには、自動成功する。さらに、水の中でも、攻撃（投擲武器攻撃を除く），移動などの行動を、通常の阻害なく使用できる。ただし、この呪文のみによっては、水中呼吸能力までは得ない。 ［３.５ｅ］

10分/ｌｖ 意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体

系統 ホードスティーラー呪文　４ｌｖ 参照 構成要素

接触

意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体/2ｌｖまで
防御術

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

呪文抵抗セーヴ参照 構成要素

呪文抵抗
系統

呪文名 ｌｖ：4 参照 構成要素 発動 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

距離 持続時間 セーヴ



和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

系統 ホードスティーラー呪文 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

［目標 / 効果 / 効果範囲］

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

［目標 / 効果 / 効果範囲］構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

［対応］

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

［目標 / 効果 / 効果範囲］構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

［対応］

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

［目標 / 効果 / 効果範囲］構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

［対応］

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

［目標 / 効果 / 効果範囲］構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

［対応］

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

［目標 / 効果 / 効果範囲］構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

［対応］

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

［目標 / 効果 / 効果範囲］構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

［対応］

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

［目標 / 効果 / 効果範囲］構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

［対応］

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

［目標 / 効果 / 効果範囲］構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

［対応］

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

［目標 / 効果 / 効果範囲］構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

［対応］

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

［目標 / 効果 / 効果範囲］構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

［対応］

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

［目標 / 効果 / 効果範囲］構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

［対応］

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

［目標 / 効果 / 効果範囲］構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

［対応］

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

［目標 / 効果 / 効果範囲］構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

［対応］

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

［目標 / 効果 / 効果範囲］構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

［対応］

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

［目標 / 効果 / 効果範囲］構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

［対応］

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

［目標 / 効果 / 効果範囲］構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

［対応］

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

［目標 / 効果 / 効果範囲］構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

［対応］

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

［目標 / 効果 / 効果範囲］構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

［対応］

　　目標 / 効果 / 効果範囲



和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

系統 ホードスティーラー呪文　１ｌｖ 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

系統
呪文名 ｌｖ：1 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

［目標 / 効果 / 効果範囲］

系統
呪文名 ｌｖ：1 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

［目標 / 効果 / 効果範囲］構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

［対応］

系統
呪文名 ｌｖ：1 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

［目標 / 効果 / 効果範囲］構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

［対応］

系統
呪文名 ｌｖ：1 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

［目標 / 効果 / 効果範囲］構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

［対応］

系統 ホードスティーラー呪文　２ｌｖ 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

系統
呪文名 ｌｖ：2 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

［目標 / 効果 / 効果範囲］

系統
呪文名 ｌｖ：2 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

［目標 / 効果 / 効果範囲］構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

［対応］

系統
呪文名 ｌｖ：2 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

［目標 / 効果 / 効果範囲］構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

［対応］

系統
呪文名 ｌｖ：2 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

［目標 / 効果 / 効果範囲］構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

［対応］

系統 ホードスティーラー呪文　３ｌｖ 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

系統
呪文名 ｌｖ：3 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

［目標 / 効果 / 効果範囲］

系統
呪文名 ｌｖ：3 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

［目標 / 効果 / 効果範囲］構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

［対応］

系統
呪文名 ｌｖ：3 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

［目標 / 効果 / 効果範囲］構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

［対応］

系統
呪文名 ｌｖ：3 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

［目標 / 効果 / 効果範囲］構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

［対応］

系統 ホードスティーラー呪文　４ｌｖ 参照 構成要素

持続時間 セーヴ

発動 距離 持続時間 セーヴ

系統
呪文名 ｌｖ：4 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

［目標 / 効果 / 効果範囲］構成要素 発動 距離

系統
呪文名 ｌｖ：4 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

［目標 / 効果 / 効果範囲］構成要素 発動 距離 持続時間

［対応］

系統
呪文名 ｌｖ：4 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

［目標 / 効果 / 効果範囲］構成要素 発動 距離 持続時間

［対応］

系統
呪文名 ｌｖ：4 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

［目標 / 効果 / 効果範囲］構成要素 発動 距離 持続時間

［対応］

セーヴ 呪文抵抗

セーヴ 呪文抵抗

セーヴ 呪文抵抗

呪文抵抗

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲

　　目標 / 効果 / 効果範囲

　　目標 / 効果 / 効果範囲

　　目標 / 効果 / 効果範囲


