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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 フェイトメイカー呪文　２ｌｖ 参照 構成要素

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 発動 距離 持続時間
系統

呪文名 ｌｖ：1 参照

意志・無効 可 ［目標］　6ＨＤ以下の、精神を持つクリーチャー1体
13

（強制）［精神作用］　目標1体は、“幻惑状態（PHB p305）”となる。なお、術者レベルは、最低限の術者レベル以上かつ可能な範囲内ならば、呪文発動時に自由に設定できる（PHB p168参照）。また、「効果範囲：半径10ｆｔ/ｌｖ」，「目標：1体/ｌｖ」などの効果は、術者レベルを下げたり、無理に目標数を確保する必要なく、任意に作用量を設定できると思われる。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 1ラウンド
心術

デイズ･モンスター ｌｖ：2 PHB p252

12
　目標1体は、”暗視（60ｆｔ）”の能力を得る。ただし、通常の暗視の能力（この呪文を含む）は、殆どの魔法の暗闇は見通すことができない（魔法の暗闇，非魔法の暗闇が重複していて、後者の方が暗い場合、前者の方には軽減できると思われる）。また、暗視の能力による視覚は、色彩の濃淡（白色，灰色，黒色など）しか捉えることができない。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 1標準 接触 1時間/ｌｖ
変成術

ダークヴィジョン ｌｖ：2 PHB p246

11

　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］

音声、動作、物質 1標準 接触 10分/ｌｖ
変成術

スパイダー･クライム ｌｖ：2 PHB p242

10

　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］

音声、動作、物質 1標準 接触 1分/ｌｖ
変成術

キャッツ･グレイス ｌｖ：2 PHB p217

防御術
サンクチュアリィ ｌｖ：1 PHB p231

　目標となったクリーチャー1体に対して、直接攻撃（目標型効果を含む）を行った相手は、その攻撃が失敗するとともに、この目標には再度攻撃できなくなる（意志・無効； セーヴは最初に1回のみ行う； 効果範囲型効果，効果型効果ならば攻撃できる）。ただし、この目標が、“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 1標準 接触 1ラウンド/ｌｖ 意志・無効
2

［３.５ｅ］

［目標］　接触したクリーチャー1体

心術
チャーム･パースン ｌｖ：1 PHB p248

（魅惑）［精神作用］　術者は、目標1体のNPCの態度を、“友好的（PHB p71）”以上に変化させる。ただし、術者または一行から脅威を受けている目標は、この呪文のセーヴに対して＋5のボーナスを得る。また、普通の状態ではしないことをさせる場合、対抗【魅力】判定が必要となる。なお、術者または一行から攻撃を受けた場合、この呪文は即座に終了する。

音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1時間/ｌｖ 意志・無効 可
4

［３.５ｅ］

［目標］　精神を持つ人型生物1体

幻術
ディスガイズ･セルフ ｌｖ：1 PHB p250

（幻覚）　術者は、自身の外見を変化させる。この呪文によって、何らかの身体的特徴を隠蔽したり、武器を他のものに見せかけたり、任意の身体的特徴を付け加えることができる。また、変装するために使用した場合、その〈変装〉判定に対して＋10のボーナスを得る。

音声、動作 1標準 自身 10分/ｌｖ（解除可） なし、意志・看破(遣取)

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
1

［３.５ｅ］

［目標］　術者

なし、不可
5

［３.５ｅ］

［目標］　術者

変成術
アウルズ･ウィズダム ｌｖ：2 PHB, T&B

　目標となったクリーチャー1体は、より賢明になる。このことによって、【判断力】に＋4の強化ボーナスを得る。

音声、動作、物質 1標準 接触 1分/ｌｖ 意志・無効(無害) 可(無害)
7

［３.５ｅ］

［目標］　接触したクリーチャー1体

変成術
イーグルズ･スプレンダー ｌｖ：2 PHB, T&B…

　目標となったクリーチャー1体は、より落ち着きが出て、意見がはっきり言えるようになり、人格的な説得力が高められる。このことによって、【魅力】に＋4の強化ボーナスを得る。 ※Dr@An5（Dragon Magazine Annual 5）では、ローズ・カリズマ呪文として収録。 （…FRCS, Dr@282, Dr@An5）

音声、動作、物質 1標準 接触 1分/ｌｖ 意志・無効(無害)
8

［３.５ｅ］ (F) ○ ○

［目標］　接触したクリーチャー1体可(無害)

意志・無効(無害) 可(無害)

意志・無効(無害) 可(無害)

意志・無効(無害) 可(無害)

系統 フェイトメイカー呪文　１ｌｖ 参照 構成要素

なし

幻術
インヴィジビリティ

［１ｌｖ；1/1］呪文抵抗発動 距離 持続時間

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）』(○)
Dungeons & Dragons 3.5e ®

フェイトメイカー呪文リスト 　　　 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。

可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体

セーヴ 　　目標 / 効果 / 効果範囲

なし

不可

可(ク)(物体) ［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

［目標］　接触したクリーチャー1体

［目標］　接触したクリーチャー1体

［目標］　接触したクリーチャー1体

9
［３.５ｅ］

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)ｌｖ：2

6
［３.５ｅ］

［目標］　術者
占術

トゥルー･ストライク ｌｖ：1 PHB, CoC

　術者は、次の攻撃ロール1回に対して＋20の洞察ボーナスを得る。また、この攻撃は、視認困難による失敗確率を受けない。ただし、この攻撃は、次のラウンドの終了時までに行われなければならない。なお、《束ね撃ち》の特技（PHB p94）などによって、攻撃ロールをまとめて1回しか行わない場合、それが“攻撃ロール1回”として扱えるのかは不明。

音声、焦点 1標準 自身 本文参照 なし

3
［３.５ｅ］

変成術
ジャンプ ｌｖ：1 PHB p236

　目標となったクリーチャー1体は、〈跳躍〉判定に対して＋10の強化ボーナスを得る。また、この呪文によるボーナスは、1レベルを超える4レベル毎に＋10される（9レベル以上で最大＋30）。なお、〈跳躍〉技能は、未修得の場合、5以上の差で成功しないと、伏せ状態での着地となる（PHB p77参照）。

音声、動作、物質 1標準 接触 1分/ｌｖ（解除可） 意志・無効(無害)
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呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［４ｌｖ；1/2］発動 距離 持続時間 セーヴ系統 フェイトメイカー呪文　４ｌｖ 参照 構成要素

セーヴ 呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［３ｌｖ；1/1］系統 フェイトメイカー呪文　３ｌｖ 参照 構成要素 発動 距離 持続時間

セーヴ 呪文抵抗 ［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：3 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：3 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：3 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：2 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：2 参照

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：2 参照

系統 フェイトメイカー呪文　２ｌｖ 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［２ｌｖ；2/2］

頑健・無効(無害)

セーヴ

可(無害)音声、動作 1標準 接触 10分/ｌｖまたはチャージ消費

意志・無効(ク)(物体) 可(ク)(物体) ［目標］　接触したクリーチャー1体か物体1つ
20

　目標となったクリーチャー1体または物体1つは、「これに対して占術効果を使用する相手は、追加で術者レベル判定が必要となる（難易度11＋1/ｌｖ； この目標が、術者自身または術者の所持品である場合、難易度に＋4される）」の効果を得る。 ［物質要素：ダイアモンドの粉末（50ｇｐぶん）］ ［３.５ｅ］

音声、動作、‘物質’ 1標準 接触 1時間/ｌｖ
防御術

ノンディテクション ｌｖ：3 PHB p262

意志・無効(無害) 不可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
19

　目標1体は、あらゆる言語，種族語，方言を話すことができるとともに、この目標の声が聞こえる相手は、その喋っている内容を自動的に理解する。また、この目標は、複数の言語が同時に話されている場合でも、問題なく理解できる。ただし、この呪文のみによっては、話そうとする相手に会話の能力を与えたり、NPCの態度を変化させることはできない。 ［３.５ｅ］

音声、物質 1標準 接触 10分/ｌｖ
占術

タンズ ｌｖ：3 PHB p247

意志・無効 可 ［目標］　生きている、精神を持つクリーチャー1体
18

（強制）［精神作用、言語依存］　術者は、目標1体に対して、1～2文程度の行動内容の示唆（または特殊行動の示唆および作動条件）1つを与えて、非常にもっともらしいものと感じさせる（これが適切である場合、ＤＭ判断で、セーヴにペナルティを与えても良い； 完了するまで持続）。ただし、明らかに害となる形での行動の示唆は、何の効果もない。 ［３.５ｅ］

音声、物質 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1時間/ｌｖまたはチャージ消費
心術

サジェスチョン ｌｖ：3 PHB, CoC

可 ［目標］　生きている、精神を持つクリーチャー1体
24

［３.５ｅ］

意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
23

［３.５ｅ］　目標となったクリーチャー1体は、“ダメージ減少10/アダマンティン”の能力を得る。ただし、合計10点/ｌｖ（最大150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。 ［物質要素：ダイアモンドの粉末（250ｇｐぶん）］

ストーンスキン ｌｖ：4 PHB p241 音声、動作、‘物質’ 1標準 接触 10分/ｌｖまたはチャージ消費

21

音声、動作、物質 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ 頑健・無効(無害) 可(無害) ［目標］　クリーチャー1体/ｌｖまで、どの2体をとっても30ｆｔの距離内
22

［３.５ｅ］

防御術
プロテクション･フロム･エナジー ｌｖ：3 ［目標］　接触したクリーチャー1体

　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］

PHB p280

心術
チャーム･モンスター

（魅惑）［精神作用］　術者は、目標1体のNPCの態度を、“友好的（PHB p71）”以上に変化させる。ただし、術者または一行から脅威を受けている目標は、この呪文のセーヴに対して＋5のボーナスを得る。また、普通の状態ではしないことをさせる場合、対抗【魅力】判定が必要となる。なお、術者または一行から攻撃を受けた場合、この呪文は即座に終了する。

ｌｖ：4 PHB p248 音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 24時間/ｌｖ 意志・無効

意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
15

　目標となったクリーチャー1体は、力が強くなる。このことによって、【筋力】に＋4の強化ボーナスを得る。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 1標準 接触 1分/ｌｖ
変成術

ブルズ･ストレンクス ｌｖ：2 PHB p276

意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
14

　目標となったクリーチャー1体は、頭が良くなる。このことによって、【知力】に＋4の強化ボーナスを得る。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 1標準 接触 1分/ｌｖ
変成術

フォクセス･カニング ｌｖ：2 PHB, SSp, T&B

防御術

変成術
ヘイスト ｌｖ：3 PHB p281

　この目標は、“加速状態”となって、攻撃ロールに対して＋1のボーナス、ＡＣ，反応セーヴに対して＋1の回避ボーナスを得る。また、全力攻撃には追加攻撃1回を得る。さらに、移動速度全般に対して「＋30ｆｔ」，「＋本来の速度」の小さい方の強化ボーナスを得る。（この呪文は、スロー呪文の、相殺呪文，解呪呪文，おそらく相互抑止に使用できる。）

可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体

可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体

呪文抵抗

16

［３.５ｅ］
変成術

ベアズ･エンデュアランス ｌｖ：2 PHB p281

　目標となったクリーチャー1体は、高いスタミナおよび生命力を得る。このことによって、【耐久力】に＋4の強化ボーナスを得る。

音声、動作、物質 1標準 接触 1分/ｌｖ 意志・無効(無害)

17

［３.５ｅ］
防御術

レジスト･エナジー ｌｖ：2 PHB p299

　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）。

音声、動作 1標準 接触 10分/ｌｖ 頑健・無効(無害)



和訳

新

新

新

新

和訳

和訳

和訳

系統 フェイトメイカー呪文　４ｌｖ 参照 構成要素 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 発動 距離 持続時間
系統

呪文名 ｌｖ：4 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：4 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：4 参照

距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［４ｌｖ；2/2］

［目標］　接触したクリーチャー1体
28

（治癒）〔正〕　目標となったクリーチャー1体は、「全ての能力値ダメージ」，「能力値1つに対する全ての能力値吸収」，「負のレベル1つ」，「疲労状態」，「過労状態」の全てが治癒される。また、過去24時間以内に失われた、レベル1つを取り戻す（生命力吸収効果などによるもの； 死によるものは不可）。 ［物質要素：ダイアモンドの粉末（100ｇｐぶん）］ ［３.５ｅ］

ｌｖ：4 PHB p300 音声、動作、‘物質’ 3ラウンド 接触 瞬間 意志・無効(無害) 可(無害)

27

［３.５ｅ］

26

［３ｅ］

召喚術
レストレーション

ｌｖ：4 PHB p296 音声、動作 1標準 接触 チャージ消散するまで無期限、瞬間

　この目標は、この呪文のチャージ消費によって、全ての“呪い”が除去される。ただし、一定以上の術者レベルなどの、除去制限を持つ呪いも存在する。また、呪われた魔法のアイテムが持つ、“呪い”自体は除去できない（身体から離れなくなる呪いから、解放することはできる）。（この呪文は、ビストウ・カース呪文の、相殺呪文，解呪呪文に使用できる。）

［目標］　クリーチャー1体

意志・無効(ク)(物体) 可(ク)(物体) ［目標］　接触したクリーチャー1体か物体1つ

　目標1体は、1ラウンドにつき1回ずつ、追加の標準アクション1回を得る（追加の呪文の発動なども可）。また、ＡＣに対して＋4の加速ボーナスを得て、跳躍距離が通常の1.5倍となる（＝判定結果が通常の1.5倍となる）。 ※版上げによって効果が変更された呪文であるため、呪文レベルを1上昇した。 別：〔PHB〕

近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ

防御術
リムーヴ･カース

可(無害)ｌｖ：4 PHB_3e p254 音声、動作、物質 1標準 頑健・無効(無害)

25

［３.５ｅ］

変成術
ヘイスト〔3e〕

ｌｖ：4 PHB p261
召喚術

ニュートラライズ･ポイズン

（治癒）〔正〕　以下の2つから選択すること。 「目標1体は、“毒に対する完全耐性”の能力を得るとともに、受けている毒が中和される。ただし、すでに受けている害（能力値ダメージなど）に対しては、この呪文は何の効果もない」，「この目標は、毒の能力，塗られている毒，混ぜられている毒などの、持っている毒が中和（毒の能力ならば抑止）される」。

意志・無効(ク)(物体) 可(ク)(物体) ［目標］　接触した、体積が1立方ｆｔ/ｌｖまでのクリーチャー1体か物体1つ音声、動作、物質 1標準 接触 10分/ｌｖ



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：　 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：　 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：　 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：　 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：　 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：　 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：　 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：　 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：　 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：　 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：　 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：　 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：　 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：　 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：　 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：　 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：　 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：　 参照

（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］

セーヴ 呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照 構成要素 発動 距離

構成要素 発動 距離 持続時間系統 フェイトメイカー呪文 参照



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 フェイトメイカー呪文　２ｌｖ

（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 セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］
系統

呪文名 ｌｖ：4 参照

系統
呪文名 ｌｖ：4 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素

［目標 / 効果 / 効果範囲］

持続時間 セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

呪文抵抗

系統
呪文名 ｌｖ：2 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

発動 距離 持続時間 セーヴ

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

呪文抵抗
系統

呪文名

［対応］

系統 フェイトメイカー呪文　３ｌｖ

系統
呪文名 ｌｖ：3

（副系統）［補足説明］  効果概略

参照 構成要素 発動 距離

［対応］

系統
呪文名 ｌｖ：3 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］

系統 フェイトメイカー呪文　４ｌｖ

系統
呪文名 ｌｖ：4

（副系統）［補足説明］  効果概略

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

［対応］

系統
呪文名 ｌｖ：4 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

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

［対応］

発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］

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

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：3 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

［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
系統

呪文名 ｌｖ：3 参照 持続時間

呪文抵抗

セーヴ 呪文抵抗

　　目標 / 効果 / 効果範囲参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：2 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：2 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

［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
系統

呪文名 ｌｖ：2 参照 持続時間

呪文抵抗

セーヴ 呪文抵抗

　　目標 / 効果 / 効果範囲参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

［対応］

ｌｖ：1 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ ［目標 / 効果 / 効果範囲］

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：1 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：1 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 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］

セーヴ

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲

系統
呪文名 ｌｖ：1 参照 構成要素 発動 距離 持続時間

系統 フェイトメイカー呪文　１ｌｖ 参照 構成要素


