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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

不可 不可 ［目標］　クリーチャー1体
3

　術者は、自身が良く知っている目標1体に対して、日本語にして75文字以内のメッセージ1つを送信する（術者からのメッセージであることは、自動的に識別される）。また、この目標は、同じ文字数制限のメッセージ1つを即座に返信できる。ただし、この目標が他次元界内にいる場合、この呪文は5％の確率で失敗する。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 10分 無限 1ラウンド
力術

センディング ｌｖ：4 PHB p245

意志・無効 可 ［効果範囲］　半径5ｆｔ/ｌｖまでの放射
2

（強制）［精神作用］　この範囲内では、精神を持つ相手は、意図的かつ故意の嘘をつくことができない（ただし、そのような種類の心術効果を受けているということは、自動的に知覚される）。なお、この呪文のセーヴは、最初の進入時に1回のみ行い、その結果に従う。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1分/ｌｖ
心術

ゾーン･オヴ･トゥルース ｌｖ：2 PHB p245

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
1

（強制）［精神作用、言語依存］　目標となったクリーチャー1体は、術者が使用した言語を理解できる場合、可能なだけ早く、術者の命令1つに従わなければならない。 「来い：術者に近付く」，「落とせ：持っているものを落とす」，「倒れろ：“伏せ状態（PHB p310）”となる」，「逃げろ：術者から離れる」，「止まれ：その場に立ちつくす」。 ［３.５ｅ］

　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

心術
コマンド ｌｖ：1 PHB p223 音声 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド

※この種族代替クラスの収録は、『自然の種族』。

系統 バードの種族代替クラス（ハーフエルフ・バード）追加習得呪文 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

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 ®

ハーフエルフ･バード 追加習得呪文リスト 　　　 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。
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和訳呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：　 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：　 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：　 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

可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
15

［追加］
占術

トゥルー･シーイング ｌｖ：6 PHB p258

　目標1体は、有効距離120ｆｔの視覚を得て、「あらゆる暗闇を見通す」，「魔法的な隠し扉，幻術効果（視認困難，不可視状態などを含む）を看破する」，「形質変化，変身した相手の正体を知覚する」，「エーテル界を視認する」などを行える。ただし、非魔法による、変装，障害物などは無視できない。 ［物質要素：特殊な軟膏（250ｇｐぶん）］

音声、動作、‘物質’ 1標準 接触 1分/ｌｖ 意志・無効(無害)

なし ［目標］　術者
14

［追加］
占術

ヴィジョン ｌｖ：6 PHB p206

　術者は、術者レベル判定（1ｄ20＋1/ｌｖ(最大＋25)； 難易度は以下参照）に成功した場合、レジェンド・ローア呪文（PHB p299）と同様に、人物，物品，場所などの指定した1つに関する情報を得る。 「噂を聞いただけ（30）：曖昧な情報」，「詳しい知識を得ている（25）：不完全な情報」，「付近にいるなど（20）：詳細な情報」。 ［経験点消費：100XP］

音声、動作、物質、‘経験’ 1標準 自身 瞬間 なし

可 ［効果］　魔法的感知器官1つ
13

［軽減］
占術

スクライング, グレーター ｌｖ：5 PHB p239

（念視）　術者は、特定のクリーチャー1体を念視して、その周囲10ｆｔ以内を見聞きできる（意志・無効； 意志セーヴ修正値を確認すること； 本文参照）。また、特定の呪文を作用させて、この知覚を行える（本文参照）。ただし、この目標が、1ラウンドにつき150ｆｔを超える速度で移動した場合、この器官では見失ってしまう。

音声、動作 1標準 本文参照 1時間/ｌｖ 意志・無効

なし ［目標］　術者
12

［追加］
占術

コンタクト･アザー･プレイン ｌｖ：5 PHB p224

《次元間通路》　術者は、自身の精神を他次元界内に送り込んで、その他次元界の存在から助言や情報を得られる。この方法によって、「否」，「然り」，「有り得る」，「有り得ぬ」，「無意味」などの、一語で回答できる種類の、任意の質問1つ/2ｌｖまでを行える。なお、この正しい回答を得られる確率や、術者の能力値減少の危険性に関しては、本文参照。

音声 10分 自身 精神集中（放棄可） なし

不可 ［目標］　クリーチャー1体
11

［追加］
力術

センディング ｌｖ：4 PHB p245

　術者は、自身が良く知っている目標1体に対して、日本語にして75文字以内のメッセージ1つを送信する（術者からのメッセージであることは、自動的に識別される）。また、この目標は、同じ文字数制限のメッセージ1つを即座に返信できる。ただし、この目標が他次元界内にいる場合、この呪文は5％の確率で失敗する。

音声、動作、物質 10分 無限 1ラウンド 不可

不可(ク)(物体) ［目標］　クリーチャーと物体1つ以上
10

［軽減］
占術

アナライズ･ドゥウェオマー ｌｖ：4 PHB p198

　術者は、1ラウンドにつき1回ずつ、視線が通っている目標1つを調査できる（1回のフリー・アクション）。この呪文によって、稼動中の呪文と、それらの術者レベルを知覚できる。また、魔法のアイテムは、追加でアイデンティファイ呪文の情報を識別できる（呪いも自動識別）。ただし、アーティファクトには機能しない。 ［焦点具：宝石のレンズ1つ（1,500ｇｐ）］

音声、動作、‘焦点’ 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ（解除可） 不可(ク)、意志・無効(物体)

なし ［目標］　術者
9

［追加］
占術

アーケイン･サイト ｌｖ：3 PHB, T&B

　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。

音声、動作 1標準 自身 1分/ｌｖ（解除可） なし

可 ［効果範囲］　半径5ｆｔ/ｌｖまでの放射
8

［追加］
心術

ゾーン･オヴ･トゥルース ｌｖ：2 PHB p245

（強制）［精神作用］　この範囲内では、精神を持つ相手は、意図的かつ故意の嘘をつくことができない（ただし、そのような種類の心術効果を受けているということは、自動的に知覚される）。なお、この呪文のセーヴは、最初の進入時に1回のみ行い、その結果に従う。

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

不可 ［効果範囲］　一部の障壁を通過できる、円錐形の放射
7

［追加］
占術

ディテクト･ロー ｌｖ：1 PHB p255

　術者は、秩序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：秩序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 p253）”1つと、オーラが存在する数（“圧倒的”なオーラが存在する場合、本文参照）」，「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”」。

音声、動作 1標準 60ｆｔ 精神集中（最大10分/ｌｖ； 放棄可） 不可

不可 ［効果範囲］　一部の障壁を通過できる、円錐形の放射
6

［追加］
占術

ディテクト･ケイオス ｌｖ：1 PHB p253

　術者は、混沌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：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 p253）”1つと、オーラが存在する数（“圧倒的”なオーラが存在する場合、本文参照）」，「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”」。

音声、動作 1標準 60ｆｔ 精神集中（最大10分/ｌｖ； 放棄可） 不可

不可 ［効果範囲］　一部の障壁を通過できる、円錐形の放射
5

［追加］
占術

ディテクト･グッド ｌｖ：1 PHB p253

　術者は、善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：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 p253）”1つと、オーラが存在する数（“圧倒的”なオーラが存在する場合、本文参照）」，「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”」。

音声、動作 1標準 60ｆｔ 精神集中（最大10分/ｌｖ； 放棄可） 不可

不可 不可 ［効果範囲］　一部の障壁を通過できる、円錐形の放射
4

　術者は、悪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：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 p253）”1つと、オーラが存在する数（“圧倒的”なオーラが存在する場合、本文参照）」，「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”」。 ［追加］

音声、動作 1標準 60ｆｔ 精神集中（最大10分/ｌｖ； 放棄可）
占術

ディテクト･イーヴル ｌｖ：1 PHB p253

セーヴ 呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］構成要素 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 ®

バードの賢者 追加 / レベル軽減呪文リスト 　　　 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。

※この代案版クラスの収録は、『Unearthed Arcana』[未訳]。

系統 バードの代案版（バードの賢者［仮訳/Bardic Sage］）追加･レベル軽減呪文
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新不可/不可/可/可 ［効果範囲］　接触したクリーチャー1体を中心とした、半径10ｆｔの放射
32

［３.５ｅ］
防御術

マジック･サークル･アゲンスト･グッド ｌｖ：3 PHB p286

［悪］　この範囲内では、「ⅰ：善の相手に対して、ＡＣに＋2の反発ボーナス，セーヴに＋2の抵抗ボーナスを得る」，「ⅱ：全ての属性に対して、精神制御，憑依を遮断する（PHB p280参照）」，「ⅲ：（招来）効果の、悪ではない相手は、この範囲内には進入できない」の効果を得る。または、術者は、「ⅳ：“内向きの力”」を選択できる（本文参照）。

音声、動作、信仰 1標準 接触、10ｆｔ 10分/ｌｖまたは24時間/ｌｖ 意志・無効(無害)、不可

不可/不可/可/可 ［効果範囲］　接触したクリーチャー1体を中心とした、半径10ｆｔの放射
31

［３.５ｅ］
防御術

マジック･サークル･アゲンスト･イーヴル ｌｖ：3 PHB p286

［善］　この範囲内では、「ⅰ：悪の相手に対して、ＡＣに＋2の反発ボーナス，セーヴに＋2の抵抗ボーナスを得る」，「ⅱ：全ての属性に対して、精神制御，憑依を遮断する（PHB p280参照）」，「ⅲ：（招来）効果の、善ではない相手は、この範囲内には進入できない」の効果を得る。または、術者は、「ⅳ：“内向きの力”」を選択できる（本文参照）。

音声、動作、信仰 1標準 接触、10ｆｔ 10分/ｌｖまたは24時間/ｌｖ 意志・無効(無害)、不可

可 ［目標］　術者および、術者を中心とした半径40ｆｔの爆発内の全ての精神を持つクリーチャー

30

［３.５ｅ］
心術

プレイヤー ｌｖ：3 PHB p278

（強制）［精神作用］　術者および目標となった仲間は、攻撃ロール，ダメージ・ロール，セーヴ，技能判定に対して、＋1の幸運ボーナスを得る。また、目標となった敵は、上記と同様の判定に対して、－1のペナルティを受ける。

音声、動作、信仰 1標準 40ｆｔ 1ラウンド/ｌｖ 不可

不可 ［効果範囲］　空間上の一点を中心とした、半径20ｆｔの放射
29

［３.５ｅ］
力術

ディセクレイト ｌｖ：2 PHB p252

［悪］〔負〕　この範囲内では、アンデッドの退散判定に－3の不浄ペナルティを受けて、アンデッドは攻撃，ダメージ，セーヴに＋1の不浄ボーナスを得る（信仰する神格の祭壇や社は、本文参照）。また、招来，創造されたアンデッドは、＋1点/ＨＤのｈｐを得る。なお、アンデッドの創造は、本文参照。 ［物質要素：邪水1ビン（25ｇｐ）と、銀粉5ポンド（25ｇｐ）］

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

可(物体) ［目標］　接触した、死体1つか切り離された肉体の一部
28

［３.５ｅ］
死霊術

ジェントル･リポウズ ｌｖ：2 PHB p233

　目標となった死体1つは、時間停止状態となって、腐敗しない。このことによって、レイズ・デッド呪文（PHB p297）などによる、蘇生までの時間制限が減少しない。また、切り離された肉体の一部を保存することもできる。 ［秘術呪文物質要素：信仰呪文のため必要なし］

音声、動作、信仰 1標準 接触 24時間/ｌｖ 意志・無効(物体)

不可 ［効果範囲］　空間上の一点を中心とした、半径20ｆｔの放射
27

［３.５ｅ］
力術

コンセクレイト ｌｖ：2 PHB p224

［善］〔正〕　この範囲内では、アンデッドの退散判定に対して＋3の清浄ボーナスを得て、アンデッドの攻撃，ダメージ，セーヴに対して－1の清浄ペナルティを与えて（術者の信仰する神格の祭壇や社がある場合、これらの修正値は2倍となる； 本文参照）、アンデッドの招来，創造を行えない。 ［物質要素：聖水1ビン（25ｇｐ）と、銀粉5ポンド（25ｇｐ）］

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

不可/不可/可 ［目標］　接触したクリーチャー1体
26

［３.５ｅ］
防御術

プロテクション･フロム･ロー ｌｖ：1 PHB p281

［混沌］　目標1体は、以下の効果を得る。 「ⅰ：混沌の相手に対して、ＡＣに＋2の反発ボーナス，セーヴに＋2の抵抗ボーナスを得る」，「ⅱ：全ての属性の、精神制御，憑依を遮断する（本文参照）」，「ⅲ：（招来）効果の、秩序ではない相手は、この目標に接触できない（セーヴ不可）。ただし、この目標の側から攻撃した場合、この効果のみが終了する」。

音声、動作、信仰 1標準 接触 1分/ｌｖ 意志・無効(無害)、不可

不可/不可/可 ［目標］　接触したクリーチャー1体
25

［３.５ｅ］
防御術

プロテクション･フロム･ケイオス ｌｖ：1 PHB p280

［秩序］　目標1体は、以下の効果を得る。 「ⅰ：秩序の相手に対して、ＡＣに＋2の反発ボーナス，セーヴに＋2の抵抗ボーナスを得る」，「ⅱ：全ての属性の、精神制御，憑依を遮断する（本文参照）」，「ⅲ：（招来）効果の、混沌ではない相手は、この目標に接触できない（セーヴ不可）。ただし、この目標の側から攻撃した場合、この効果のみが終了する」。

音声、動作、信仰 1標準 接触 1分/ｌｖ 意志・無効(無害)、不可

不可/不可/可 ［目標］　接触したクリーチャー1体
24

［３.５ｅ］
防御術

プロテクション･フロム･グッド ｌｖ：1 PHB p280

［悪］　目標1体は、以下の効果を得る。 「ⅰ：善の相手に対して、ＡＣに＋2の反発ボーナス，セーヴに＋2の抵抗ボーナスを得る」，「ⅱ：全ての属性に対して、精神制御，憑依を遮断する（本文参照）」，「ⅲ：（招来）効果の、悪ではない相手は、この目標に接触できない（セーヴ不可）。ただし、この目標の側から攻撃した場合、この効果のみが終了する」。

音声、動作、信仰 1標準 接触 1分/ｌｖ 意志・無効(無害)、不可

不可/不可/可 ［目標］　接触したクリーチャー1体
23

［３.５ｅ］
防御術

プロテクション･フロム･イーヴル ｌｖ：1 PHB p280

［善］　目標1体は、以下の効果を得る。 「ⅰ：悪の相手に対して、ＡＣに＋2の反発ボーナス，セーヴに＋2の抵抗ボーナスを得る」，「ⅱ：全ての属性に対して、精神制御，憑依を遮断する（本文参照）」，「ⅲ：（招来）効果の、善ではない相手は、この目標に接触できない（セーヴ不可）。ただし、この目標の側から攻撃した場合、この効果のみが終了する」。

音声、動作、信仰 1標準 接触 1分/ｌｖ 意志・無効(無害)、不可

不可 ［効果範囲］　一部の障壁を通過できる、円錐形の放射
22

［３.５ｅ］
占術

ディテクト･ロー ｌｖ：1 PHB p255

　術者は、秩序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：秩序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 p253）”1つと、オーラが存在する数（“圧倒的”なオーラが存在する場合、本文参照）」，「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”」。

音声、動作、信仰 1標準 60ｆｔ 精神集中（最大10分/ｌｖ； 放棄可） 不可

不可 ［効果範囲］　一部の障壁を通過できる、円錐形の放射
21

［３.５ｅ］
占術

ディテクト･ケイオス ｌｖ：1 PHB p253

　術者は、混沌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：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 p253）”1つと、オーラが存在する数（“圧倒的”なオーラが存在する場合、本文参照）」，「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”」。

音声、動作、信仰 1標準 60ｆｔ 精神集中（最大10分/ｌｖ； 放棄可） 不可

不可 ［効果範囲］　一部の障壁を通過できる、円錐形の放射
20

［３.５ｅ］
占術

ディテクト･グッド ｌｖ：1 PHB p253

　術者は、善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：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 p253）”1つと、オーラが存在する数（“圧倒的”なオーラが存在する場合、本文参照）」，「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”」。

音声、動作、信仰 1標準 60ｆｔ 精神集中（最大10分/ｌｖ； 放棄可） 不可

不可 ［効果範囲］　一部の障壁を通過できる、円錐形の放射
19

［３.５ｅ］
占術

ディテクト･イーヴル ｌｖ：1 PHB p253

　術者は、悪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：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 p253）”1つと、オーラが存在する数（“圧倒的”なオーラが存在する場合、本文参照）」，「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”」。

音声、動作、信仰 1標準 60ｆｔ 精神集中（最大10分/ｌｖ； 放棄可） 不可

可(無害) ［目標］　－1ｈｐ以下かつ瀕死状態の、生きているクリーチャー1体
18

［PF_rpg］
召喚術

ステイビライズ〔PF rpg〕 ｌｖ：0 PF_rpg p348

（治癒）〔正〕　目標となったクリーチャー1体は、“容態安定状態（PHB p143）”となる。 ※パスファインダーRPGを使用している場合、この呪文によって、キュア・マイナー・ウーンズ呪文が代替される。 別：〔Dr@299〕 〔SpC〕

音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間 意志・無効(無害)

不可(物体) ［効果］　創造された、2ガロン/ｌｖまでの水
17

［３.５ｅ］
召喚術

クリエイト･ウォーター ｌｖ：0 PHB p219

（創造）［水］　術者は、純水2ガロン/ｌｖぶんを創造する（1ガロン＝約3.8リットル）。なお、クリーチャーの体内に、直接的に創造することはできない。また、クリーチャー1体が必要とする、1日ぶんの食料および水の量に関しては、DMG p301参照。なお、水や液体に関わりを持つ効果は、水の次元界において増強される（DMG p154参照）。

音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間 不可(物体)

意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
16

（治癒）〔正〕　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。なお、瀕死状態のクリーチャーは、1点以上のダメージの治癒を受けた場合、自動的に容態安定状態となる（PHB p143参照）。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 接触 チャージ消散するまで無期限、瞬間

召喚術
キュア･マイナー･ウーンズ ｌｖ：0 PHB p217

※この代案版クラスの収録は、『Unearthed Arcana』[未訳]。

系統 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 ［1/2］

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 ®

信仰のバード 追加呪文リスト 　　　 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。

バードの代案版（信仰のバード［仮訳/Divine Bard］）追加呪文



和訳

新
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新

新

新

新

新

新

新

新

和訳

和訳

和訳呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：　 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：　 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：　 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

可(無害、物体) ［目標］　接触した、24時間/ｌｖ以内に死亡したクリーチャーの死体1つ
43

［３.５ｅ］
召喚術

レイズ･デッド ｌｖ：6 PHB p297

（治癒）〔正〕　目標1体は、蘇生される（1ＨＤにつき1ｈｐ、能力値は最低1、非魔法の毒，病気を除去）。なお、呪文，レベル，【耐久力】は通常通り失われる。また、蘇生制限は通常通り受ける（アンデッド，エレメンタル，人造，来訪者，［即死］効果，分解効果，老衰死，不同意など； PHB p169，p279参照）。 ［物質要素：ダイアモンド（5,000ｇｐぶん）］

音声、動作、信仰、‘物質’ 10ラウンド 接触 瞬間 不可(無害、物体)

不可 ［効果範囲］　接触した一地点を中心とした、半径40ｆｔの放射
42

［３.５ｅ］
力術

ハロウ ｌｖ：6 PHB p265

［善］　この範囲内は、清浄化されて、マジック・サークル・アゲンスト・イーヴル呪文（PHB p286）の効果を得る。また、この範囲内では、アンデッドの退散判定に対して＋4の清浄ボーナスと、アンデッドの威伏判定に対して－4の清浄ペナルティを与える。さらに、特定の呪文1つの効果を、1年間定着できる（本文参照）。 ［追加物質要素：油，香，薬草（本文参照）］

音声、動作、信仰（、‘物質’） 24時間 接触、40ｆｔ 瞬間、1年 不可

なし ［目標］　術者
41

［３.５ｅ］
占術

コミューン ｌｖ：6 PHB p224

《次元間通路》　術者は、自身が信仰する神格や、その代理人と交信して、「否」，「然り」で返答できる種類の、質問1つ/2ｌｖまでを行える（ただし、「定かならず」という返答の場合はある）。または、ＤＭは、上記の回答方法の代わりに、日本語にして15文字以内の短文でも回答できる。 ［物質要素：聖水または邪水1ビン（25ｇｐ）； 経験点消費：100XP］

音声、動作、信仰、‘物質、経験’ 10分 自身 1ラウンド/ｌｖ なし

不可 ［効果範囲］　接触した一地点を中心とした、半径40ｆｔの放射
40

［３.５ｅ］
力術

アンハロウ ｌｖ：6 PHB p202

［悪］　この範囲内は、不浄化されて、マジック・サークル・アゲンスト・グッド呪文（PHB p284）の効果を得る。また、この範囲内では、アンデッドの威伏判定に対して＋4の不浄ボーナスと、アンデッドの退散判定に対して－4の不浄ペナルティを与える。さらに、特定の呪文1つを、1年間定着できる（本文参照）。 ［追加物質要素：油，香，薬草（本文参照）］

音声、動作（、‘物質’） 24時間 接触、40ｆｔ 瞬間、1年 不可

可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
39

［３.５ｅ］
召喚術

レストレーション ｌｖ：5 PHB p300

（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）］

音声、動作、‘物質’ 3ラウンド 接触 瞬間 意志・無効(無害)

なし ［目標］　術者
38

［３.５ｅ］
占術

ディヴィネーション ｌｖ：5 PHB, CoC

　術者は、「行おうとする活動」，「達成しようとする目的」，「これから起こる出来事」などの1つについての託宣を行って、通常は1％/ｌｖ＋70％の確率で、正しい情報を得られる（このロールの失敗時には知覚する； 本文参照）。ただし、この呪文によっては、1週間を超える先の出来事は占うことができない。 ［物質要素：捧げ物および香（25ｇｐぶん）］

音声、動作、‘物質’ 10分 自身 瞬間 なし

可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
37

［３.５ｅ］
召喚術

リムーヴ･ディジーズ ｌｖ：4 PHB p296

（治癒）〔正〕　目標となったクリーチャー1体は、この呪文のチャージ消費によって、全ての病気が治癒されるとともに、全ての寄生しているクリーチャーが殺害される。ただし、この呪文は、憑依，チャネリング，それに類する効果に対しては作用せず、一定以上の術者レベルなどの治癒制限を持つ病気も存在する。

音声、動作 1標準 接触 チャージ消散するまで無期限、瞬間 頑健・無効(無害)

不可 ［目標］　クリーチャー1体
36

［３.５ｅ］
力術

センディング ｌｖ：4 PHB p245

　術者は、自身が良く知っている目標1体に対して、日本語にして75文字以内のメッセージ1つを送信する（術者からのメッセージであることは、自動的に識別される）。また、この目標は、同じ文字数制限のメッセージ1つを即座に返信できる。ただし、この目標が他次元界内にいる場合、この呪文は5％の確率で失敗する。

音声、動作、信仰 10分 無限 1ラウンド 不可

不可(物体) ［目標］　死体1つ
35

［３.５ｅ］
死霊術

スピーク･ウィズ･デッド ｌｖ：4 PHB, CoC

［言語依存］〔負〕　目標1つは、術者の質問1つ/2ｌｖまでに、生前の言語，知識で回答する（術者と詳細な属性が異なる死体は、生前と同様にセーヴ可； 魂とは無関係に、“魂の痕跡”が回答）。なお、アンデッドにされて破壊された死体や、1週間以内にこの呪文を受けた死体には、この呪文は作用しない。 ※CPsにより、負のエネルギー分類を追加。

音声、動作、信仰 10分 10ｆｔ 1分/ｌｖ 意志・無効(物体)

不可/不可/可/可 ［効果範囲］　接触したクリーチャー1体を中心とした、半径10ｆｔの放射
34

［３.５ｅ］
防御術

マジック･サークル･アゲンスト･ロー ｌｖ：3 PHB p286

［混沌］　この範囲内では、「ⅰ：秩序の相手に対して、ＡＣに＋2の反発ボーナス，セーヴに＋2の抵抗ボーナスを得る」，「ⅱ：全ての属性に対して、精神制御，憑依を遮断する（PHB p280参照）」，「ⅲ：（招来）効果の、混沌ではない相手は、この範囲内には進入できない」の効果を得る。または、術者は、「ⅳ：“内向きの力”」を選択できる（本文参照）。

音声、動作、信仰 1標準 接触、10ｆｔ 10分/ｌｖまたは24時間/ｌｖ 意志・無効(無害)、不可

33
［秩序］　この範囲内では、「ⅰ：混沌の相手に対して、ＡＣに＋2の反発ボーナス，セーヴに＋2の抵抗ボーナスを得る」，「ⅱ：全ての属性に対して、精神制御，憑依を遮断する（PHB p280参照）」，「ⅲ：（招来）効果の、秩序ではない相手は、この範囲内には進入できない」の効果を得る。または、術者は、「ⅳ：“内向きの力”」を選択できる（本文参照）。 ［３.５ｅ］

10分/ｌｖまたは24時間/ｌｖ 意志・無効(無害)、不可 不可/不可/可/可 ［効果範囲］　接触したクリーチャー1体を中心とした、半径10ｆｔの放射

［2/2］

防御術
マジック･サークル･アゲンスト･ケイオス ｌｖ：3 PHB p286 音声、動作、信仰 1標準 接触、10ｆｔ

持続時間 セーヴ 呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲系統 構成要素 発動 距離バードの代案版（信仰のバード［仮訳/Divine Bard］）追加呪文



和訳

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

和訳

召喚術
サモン･ネイチャーズ･アライ Ⅲ ｌｖ：3 PHB p229

可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
50

［３.５ｅ］
変成術

ブルズ･ストレンクス ｌｖ：2 PHB p276

　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。

音声、動作、物質 1標準 接触 1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/ｌｖまで
49

［３.５ｅ］
変成術

パス･ウィズアウト･トレイス ｌｖ：2 PHB p264

　目標となったクリーチャーは、泥，埃，雪などの状況や、足跡，匂いなどの自身の状態を含めて、どのような環境下でも、移動の痕跡なしで行動できる。ただし、“鋭敏嗅覚（MM p306）”の能力の、痕跡を探したり追跡を行ったりする用途ではない、単なる感知によっては、通常通り発見される。

音声、動作 1標準 接触 1時間/ｌｖ（解除可） 意志・無効(無害)

不可 ［効果］　招来されたクリーチャー1体以上、どの2体をとっても30ｆｔの距離内
48

［３.５ｅ］
召喚術

サモン･ネイチャーズ･アライ Ⅱ ｌｖ：2 PHB p228

（招来）［可変］《アストラル界、影界、元素界呪文》　術者は、2ｌｖのリストのクリーチャー1体か、1ｌｖのリストのクリーチャー1ｄ3体を招来する。なお、（招来）効果，（招請）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。

音声、動作 1ラウンド 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ（解除可） 不可

不可 ［効果範囲］　一部の障壁を通過できる、円錐形の放射
47

［３.５ｅ］
占術

ディテクト･スネアーズ･アンド･ピッツ ｌｖ：1 PHB p254

　術者は、この範囲内にある、「足を引っ掛ける罠（流砂など）」，「単純な落とし穴の罠（底なし沼など）」，「上から落ちてくる罠（不安定な岩盤など）」を知覚する。 「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、上記の分類および作動条件」。

音声、動作 1標準 60ｆｔ 精神集中（最大10分/ｌｖ； 放棄可） 不可

不可 ［効果］　招来されたクリーチャー1体
46

［３.５ｅ］
召喚術

サモン･ネイチャーズ･アライ Ⅰ ｌｖ：1 PHB p228

（招来）［可変］《アストラル界、影界、元素界呪文》　術者は、1ｌｖのリストのクリーチャー1体を招来する。また、何らかの方法によって、意思の疎通を行える場合には、詳細な行動の指示を行うことができる。なお、発動時間の“1ラウンド”は、PHB p86，p141，p172を参照（1全とは完成時点が異なる； “1全ラウンド”の分割使用は、PHB p140を参照）。

音声、動作 1ラウンド 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ（解除可） 不可

可 ［目標］　精神を持つ動物何体でも、どの2体をとっても30ｆｔの距離内
45

［３.５ｅ］
心術

カーム･アニマルズ ｌｖ：1 PHB p215

（強制）［精神作用］　目標となった、【知力】が1～2の動物は、なだめられて現在の場所に留まり、攻撃や逃走を行わない。この呪文は、合計2ｄ4ＨＤ＋1ＨＤ/ｌｖぶんの動物を目標にする。なお、訓練されていない動物は、この呪文がセーヴ不可となる（ダイア・アニマルなどを除く）。ただし、何らかの脅威にさらされた目標からは、この呪文は終了する。

音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1分/ｌｖ 意志・無効/不可

意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
44

　目標となったクリーチャー1体および装備品は、冷気および熱気の環境からの害を受けない（DMG p303，FB p8，SdS p12参照）。ただし、この呪文によっては、［火］，［冷気］などのダメージを軽減することはできない。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 接触 24時間
防御術

エンデュア･エレメンツ ｌｖ：1 PHB p212

※この代案版クラスの収録は、『Unearthed Arcana』[未訳]。代替元となる呪文は、本文参照。

系統 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 ［1/2］

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 ®

未開のバード 代替呪文リスト 　　　 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。

1ラウンド 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ（解除可） 不可 不可 ［効果］　招来されたクリーチャー1体以上、どの2体をとっても30ｆｔの距離内
51

（招来）［可変］《アストラル界、影界、元素界呪文》　術者は、3ｌｖのリストのクリーチャー1体か、2ｌｖのリストのクリーチャー1ｄ3体か、1ｌｖのリストのクリーチャー1ｄ4＋1体を招来する。なお、（招来）効果のクリーチャーは、「他のクリーチャーを召喚する効果（(招来)効果，(招請)効果など）」，「次元間移動能力」，「（瞬間移動）効果」を使用できない。 ［３.５ｅ］

音声、動作

3ラウンド 接触 チャージ消費まで永続
変成術

スネア ｌｖ：3 PHB p241 不可 不可 ［目標］　半径1ｆｔ/ｌｖ＋1ｆｔ以下の、非魔法のロープ状の輪1つ
52

〔魔法の罠（難易度25＋呪文レベル）〕　術者は、目標となった非魔法のつるやロープから、魔法の罠1つを作り出す。その後、これは周囲の風景に溶け込んで、魔法の罠として機能する（本文参照）。 ［ＡＣ7； 5ｈｐ； 破壊難易度20＋呪文レベル； 〈脱出術〉難易度20＋呪文レベル］ ［３.５ｅ］

音声、動作

1ラウンド 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 1分/ｌｖ
召喚術

インセクト･プレイグ ｌｖ：4 PHB, CoC 不可 不可 ［効果］　招来されたロウカスト・スウォーム1群/3ｌｖ、隣接して一塊になっていること

53

（招来）《アストラル界、影界、元素界呪文》　術者は、ロウカスト・スウォーム（MM p105）1つ/3ｌｖを招来する。これらは、同じマス目内に踏み込んだクリーチャーを、無差別に攻撃する（すでにクリーチャーがいる場所にも出現できる）。ただし、これらは、招来された場所に留まって、自分では移動を行わない。 ［３.５ｅ］

音声、動作

1ラウンド 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ（解除可）
召喚術

サモン･ネイチャーズ･アライ Ⅳ ｌｖ：4 PHB p229 不可 不可 ［効果］　招来されたクリーチャー1体以上、どの2体をとっても30ｆｔの距離内
54

（招来）［可変］《アストラル界、影界、元素界呪文》　術者は、4ｌｖのリストのクリーチャー1体か、3ｌｖのリストのクリーチャー1ｄ3体か、2ｌｖ以下のリストのクリーチャー1ｄ4＋1体を招来する。なお、（招来）効果のクリーチャーは、「経験点消費を持つ呪文の発動」，「呪文だとすると経験点消費を持つ擬似呪文能力の使用」は拒否する（PHB p171を参照）。 ［３.５ｅ］

音声、動作

10分 本文参照 瞬間
占術

コミューン･ウィズ･ネイチャー ｌｖ：5 PHB p224 不可 不可 ［効果範囲］　半径1マイル/ｌｖ（屋外では）、または半径100ｆｔ/ｌｖ（地下では）
55

　この呪文は、自然環境でのみ発動できる。術者は、この範囲内の地域に関する知識および情報を、以下から3つまで得る。 「地形」，「地質」，「樹木」，「鉱物」，「水域（全ての水源の場所など）」，「自然環境の概要」，「建造物」，「生息する動物の大まかな種類と個体数」，「非自然のクリーチャー（全ての強力なアンデッドの場所など）」，「住民」。 ［３.５ｅ］

音声、動作

1ラウンド 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ（解除可）
召喚術

サモン･ネイチャーズ･アライ Ⅴ ｌｖ：5 PHB p229 不可 不可 ［効果］　招来されたクリーチャー1体以上、どの2体をとっても30ｆｔの距離内
56

（招来）［可変］《アストラル界、影界、元素界呪文》　術者は、5ｌｖのリストのクリーチャー1体か、4ｌｖのリストのクリーチャー1ｄ3体か、3ｌｖ以下のリストのクリーチャー1ｄ4＋1体を招来する。なお、（招来）効果のクリーチャーは、0ｈｐ以下になるか終了すると、元の次元界に戻って、使用した呪文および擬似呪文能力が同時に終了する（PHB p171を参照）。 ［３.５ｅ］

音声、動作

1ラウンド 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1分/ｌｖ
召喚術

クリーピング･ドゥーム ｌｖ：6 PHB p219 不可 不可 ［効果］　招来された、センチピード・スウォーム1群/2ｌｖ（最大10群）
57

（招来）［可変］《アストラル界、影界、元素界呪文》　術者は、センチピード・スウォーム（MM p103）1つ以上を招来する（一塊でなくても良い； 他者がいる地点にも出現可）。その後、術者から100ｆｔ以内にいる相手1体に、重なるように移動することを指示できる（変更は半径100ｆｔ以内からのみ、術者の1回の標準アクション； それを超えて離れると停止）。 ［３.５ｅ］

音声、動作

1ラウンド 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ（解除可）
召喚術

サモン･ネイチャーズ･アライ Ⅵ ｌｖ：6 PHB p229 不可 不可 ［効果］　招来されたクリーチャー1体以上、どの2体をとっても30ｆｔの距離内
58

（招来）［可変］《アストラル界、影界、元素界呪文》　術者は、6ｌｖのリストのクリーチャー1体か、5ｌｖのリストのクリーチャー1ｄ3体か、4ｌｖ以下のリストのクリーチャー1ｄ4＋1体を招来する。なお、（招来）効果のクリーチャーは、破壊されると消滅して、以後24時間、同一個体は招来できない。ただし、アンティマジックの場の抑止は、抵抗できる場合がある。 ［３.５ｅ］

音声、動作

10分 接触 瞬間
変成術

リインカーネイト ｌｖ：6 PHB p294 不可(無害、物体) 不可(無害、物体) ［目標］　接触した、7日以内に死亡したクリーチャーの死体1つ
59

　目標1体は、ランダムな肉体を持って、健康な状態で転生する（ｄ％をロール； 形成には1時間が必要）。ただし、呪文，レベル，【耐久力】を通常通り失って、蘇生制限を通常通り受ける（アンデッド，エレメンタル，人造，来訪者，［即死］効果，分解効果，老衰死，不同意など； PHB p169，p297参照）。 ［物質要素：油および軟膏（1,000ｇｐぶん）］ ［３.５ｅ］

音声、動作、‘物質’

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

バードの代案版（未開のバード［仮訳/Savage Bard］）代替呪文



和訳

和訳

和訳

系統 バードの代案版（未開のバード［仮訳/Savage Bard］）代替呪文 参照 構成要素 呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［2/2］

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照 構成要素 発動 距離

（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：　 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 セーヴ距離 持続時間

発動 距離 持続時間 セーヴ


