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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

意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　術者および、接触したクリーチャー1体/3ｌｖまで
3

［風］　術者および目標は、半透明のガス化形態に変化して、「“飛行移動速度10ｆｔ（完璧）”」，「“飛行移動速度600ｆｔ（貧弱）”（おそらく移動×2は不可）」で行動できる（DMG p20参照）。また、回数無制限で、元に戻ったり再変化できる（5ラウンドが必要）。さらに、術者は、おそらく距離無制限で解除できる。なお、残り1分になった場合、本文参照。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 接触 1時間/ｌｖ（解除可）
変成術

ウィンド･ウォーク ｌｖ：7 PHB p207

頑健・無効 不可 ［効果範囲］　半径40ｆｔ/ｌｖまで×高さ40ｆｔの円筒形
2

［風］　術者は、この範囲内の風向きおよび風力効果を変化させる。この呪文によって、「風向きを変化させる（本文中の4種類から1つ選択）」，「“風力効果（DMG p93）”を、1段階/3ｌｖまで増減させる」，「この範囲内の中心に、半径40ｆｔまでの“台風の目”を作り出す」の、任意の1つ以上を行える（本文参照； 精神集中によって再設定可）。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 40ｆｔ/ｌｖ 10分/ｌｖ
変成術

コントロール･ウィンズ ｌｖ：5 PHB p225

不可(無害) 可(無害) ［目標］　接触した、超大型サイズ以下のクリーチャー1体
1

［風］　目標となったクリーチャー1体は、空気の上を歩行する能力を得る。このことによって、通常の地上移動速度で、水平な床のように移動したり、地上移動速度の1/2で、角度が45度の階段のように昇降できる。また、この呪文の終了時には、ゆっくりと落下する（本文参照）。なお、乗騎に対して、この方法の移動を教えることができる（本文参照）。 ［３.５ｅ］

　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

変成術
エア･ウォーク ｌｖ：4 PHB p210 音声、動作 1標準 接触 10分/ｌｖ

※この種族代替クラスの収録は、『自然の種族』。

系統 ソーサラーの種族代替クラス（ラプトラン・ソーサラー）追加呪文 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 ®

ラプトラン･ソーサラー 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。
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ソーサラーの種族代替クラス（善のドラゴンブラッド・ソーサラー）追加習得呪文

意志・無効(無害) 可(無害)1分/ｌｖ

セーヴ 呪文抵抗持続時間

セーヴ 呪文抵抗

［目標］　接触したクリーチャー1体
7

　目標1体は、“飛行移動速度60ｆｔ（良好）”を得る（DMG p20参照）。また、この呪文の終了時に、ゆっくりと落下する（本文参照）。ただし、中～重装鎧を着用しているか、中～重荷重を受けている場合、この速度は40ｆｔとなる。なお、“呪文の終了時”には、呪文の持続時間が尽きた場合，“解除”した場合，解呪された場合が含まれる（抑止は含まず）。 ［３.５ｅ］

音声、動作、焦点 1標準 接触
変成術

フライ ｌｖ：3 PHB p273

［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：　 参照

［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

頑健・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
6

　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

不可 不可 ［効果］　創造された、半径20ｆｔ×高さ20ｆｔに拡散する霧
5

（創造）　術者は、霧のような蒸気を創造する。この範囲内にいる相手は、5ｆｔ以内の相手に対して視認困難（失敗確率20％）、5ｆｔを超えて離れた相手に対して完全視認困難（失敗確率50％）を得る。なお、“軟風”は4ラウンド、“疾風”は1ラウンドで、この霧を吹き散らす（風力効果に関しては、DMG p92参照）。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 10分/ｌｖ
召喚術

フォッグ･クラウド ｌｖ：2 PHB p272

不可(無害) 可(無害) ［目標］　術者および、術者を中心とした半径50ｆｔの爆発内の全ての精神を持つ仲間

4
（強制）［精神作用］　この目標は、攻撃ロール，［恐怖］効果のセーヴに対して＋1の士気ボーナスを得る。なお、「受け手に伴って移動する効果範囲型」，「発動地点から移動しない効果範囲型」，「効果範囲を使用するが実際は目標型」の、正確な区別の方法は不明。（この呪文は、ベイン呪文の、相殺呪文，解呪呪文，おそらく相互抑止に使用できる。） ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 50ｆｔ 1分/ｌｖ
心術

ブレス ｌｖ：1 PHB p279

※この種族代替クラスの収録は、『Races of the Dragon』［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 ［1/1］

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 ®

善のドラゴンブラッド･ソーサラー 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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意志・無効 可

ソーサラーの種族代替クラス（悪のドラゴンブラッド・ソーサラー）追加習得呪文

［目標］　生きている、精神を持つクリーチャー1体
11

（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

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

頑健・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
10

　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

不可(物体) 不可(物体) ［目標］　接触した物体1つ
9

［闇］　目標となった物体1つは、半径20ｆｔ以内に魔法の暗闇を放射して、“薄暗い照明（PHB p162）”の効果を与える（非魔法の光源，夜目，暗視は、この暗闇に対しては機能しない； この放射を遮断することで抑止できる）。なお、“魔法の照明”および“魔法の暗闇”が重複している地点では、呪文レベルの低い方が抑止される（同じレベルならば相互に抑止）。 ［３.５ｅ］

音声、物質 1標準 接触 10分/ｌｖ（解除可）
力術

ダークネス ｌｖ：2 PHB, CoC

意志・無効 可 ［目標］　精神を持つ人型生物1体
8

（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。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1時間/ｌｖ
心術

チャーム･パースン ｌｖ：1 PHB p248

※この種族代替クラスの収録は、『Races of the Dragon』［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 ［1/1］

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 ®

悪のドラゴンブラッド･ソーサラー 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

［対応］

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］

可 ［効果］　招来された、半径360ｆｔの嵐雲1つ
21

［３.５ｅ］
召喚術

ストーム･オヴ･ヴェンジャンス ｌｖ：9 PHB p240

（招来）《元素界呪文》　術者は、大きな黒雲1つを招来する。 「1ラウンド目（雷鳴）：1ｄ4×10分の、“聴覚喪失状態”（頑健・無効）」，「2ラウンド目（雨）：1ｄ6点の［酸］ダメージ（セーヴ不可）」，「3ラウンド目（雷×6）：各10ｄ6点の［電気］ダメージ（反応・半減）」，「4ラウンド目（雹）：5ｄ6点の［冷気］ダメージ（セーヴ不可）」，「5ラウンド目～：本文参照」。

音声、動作 1ラウンド 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 精神集中（最大10ラウンド； 放棄可） 本文参照

不可 ［効果範囲］　半径5ｆｔ～80ｆｔの拡散
20

［３.５ｅ］
力術

アースクウェイク ｌｖ：8 PHB p196

［地］　術者は、局所的な地震を引き起こして、地割れを作り、建造物を倒壊させる。このことによって、この範囲内の地面上にいる相手は、攻撃や移動を行うことができず、呪文を発動する場合、追加で〈精神集中〉判定（難易度20＋その呪文レベル）が必要となる。また、この呪文は、その周囲の地形によって効果が変化する（本文参照）。

音声、動作 1標準 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 1ラウンド 不可、さまざま

可 ［目標］　クリーチャー1体
19

［３.５ｅ］
死霊術

ディストラクション ｌｖ：7 PHB p250

［即死］　目標となったクリーチャー1体は、即座に死亡して、装備品を残して分解される（蘇生が困難となる； 本文参照）。ただし、セーヴに成功した場合、上記の効果の代わりに、10ｄ6点のダメージを受ける。 ［焦点具：聖印1つまたは邪印1つ（500ｇｐ）］

音声、動作、‘焦点’ 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間 頑健・不完全

可 ［目標］　接触したクリーチャー1体
18

［３.５ｅ］
死霊術

ハーム ｌｖ：6 PHB, Dr@307

〔負〕　この近接接触攻撃が命中した生きている相手は、この呪文のチャージ消費によって、10点/ｌｖ（最大150点）のダメージを受ける（規定値以上だと、大規模ダメージの作用も受ける）。ただし、このダメージによっては、1ｈｐ未満にはならない。または、接触したアンデッド1体に対して、負のエネルギーによって、ヒール呪文（PHB p266）の効果を与える。

音声、動作 1標準 接触 チャージ消散するまで無期限、瞬間 意志・半減

なし ［目標］　術者
17

［３.５ｅ］
変成術

ライチャス･マイト ｌｖ：5 PHB p292

　術者は、サイズ分類が1段階大きくなる（【筋力】に＋4、【耐久力】に＋2、攻撃ロール，ＡＣに－1、足払い，組みつきに＋4、〈隠れ身〉判定に－4、武器の基本ダメージが1段階上昇、接敵面，間合い，運搬能力が変化、移動速度は変化なし）。また、ＡＣの外皮に＋2の強化ボーナス、“ダメージ減少3/悪（または善）”（9ｌｖを超える3ｌｖ毎に＋3； 最大9）を得る。

音声、動作 1標準 自身 1ラウンド/ｌｖ（解除可） なし

なし ［目標］　術者
16

［３.５ｅ］
力術

ディヴァイン･パワー ｌｖ：4 PHB p249

　術者は、自身が信仰する神格の力を呼び降ろす。このことによって、＋1点/ｌｖの一時的ｈｐを得るとともに、【筋力】に対して＋6の強化ボーナスを得て、基本攻撃ボーナスが“良好（ファイター，パラディンなどと同様）”に変化する。

音声、動作 1標準 自身 1ラウンド/ｌｖ なし

可(無害) ［目標］　生きている精神を持つクリーチャー1体/ｌｖまで、どの2体をとっても30ｆｔの距離内

15

［３.５ｅ］
心術

グッド･ホープ ｌｖ：3 PHB p218

（強制）［精神作用］　目標となったクリーチャーは、明るい希望を抱く。このことによって、攻撃ロール，ダメージ・ロール，セーヴ，技能判定，能力値判定に対して、＋2の士気ボーナスを得る。（この呪文は、クラッシング・ディスペア呪文の、相殺呪文，解呪呪文，おそらく相互抑止に使用できる。）

音声、動作 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 1分/ｌｖ 意志・無効(無害)

可 ［目標］　同意する、生きている精神を持つクリーチャー1体/3ｌｖまで、どの2体をとっても30ｆｔの距離内

14

［３.５ｅ］
心術

レイジ ｌｖ：2 PHB p297

（強制）［精神作用］　この目標は、バーバリアンの“激怒”の能力に似た効果によって、【筋力】，【耐久力】に対して＋2の士気ボーナスと、意志セーヴに対して＋1の士気ボーナスを得るが、ＡＣに対して－2のペナルティを受ける。ただし、この呪文の終了時には、疲労状態となることはない。なお、その能力の使用中と同様の、行動制限を受けるかは不明。

音声、動作 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 精神集中（最大1分/ｌｖ； 放棄可） 不可

なし ［目標］　術者
13

［３.５ｅ］
変成術

ロングストライダー ｌｖ：1 PHB p301

　術者は、基本地上移動速度に対して＋10ｆｔ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、物質 1標準 自身 1時間/ｌｖ（解除可） なし

1標準
12

　目標となったクリーチャー1体は、＋1点の一時的ｈｐを得る。なお、接触呪文は、同意しない相手に対しては、近接接触攻撃が必要となる。また、接触呪文は、素手攻撃または肉体武器を通じて与えることもできるが、その場合には、通常の近接攻撃が必要となる（PHB p139，p174，p307参照）。 ［３.５ｅ］

音声、動作 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
変成術

ヴァーチュー ｌｖ：0 PHB p206 10ラウンド おそらく意志・無効(無害)

距離 持続時間 セーヴ

接触

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）』(○)

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］発動

Dungeons & Dragons 3.5e ®
オークの族系 特殊追加呪文リスト 　　　 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。

※このオプションの収録は、『Dragon Magazine #338』[未訳]。

系統 構成要素ソーサラーの特殊追加呪文（オークの族系［仮訳/Orc Descent］）

系統
呪文名



和訳

新

新

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 ［効果］　招来された、半径360ｆｔの嵐雲1つ
31

［３.５ｅ］
召喚術

ストーム･オヴ･ヴェンジャンス ｌｖ：9 PHB p240

（招来）《元素界呪文》　術者は、大きな黒雲1つを招来する。 「1ラウンド目（雷鳴）：1ｄ4×10分の、“聴覚喪失状態”（頑健・無効）」，「2ラウンド目（雨）：1ｄ6点の［酸］ダメージ（セーヴ不可）」，「3ラウンド目（雷×6）：各10ｄ6点の［電気］ダメージ（反応・半減）」，「4ラウンド目（雹）：5ｄ6点の［冷気］ダメージ（セーヴ不可）」，「5ラウンド目～：本文参照」。

音声、動作 1ラウンド 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 精神集中（最大10ラウンド； 放棄可） 本文参照

可(無害)/可 ［目標］　術者を中心とした半径20ｆｔの爆発内の、クリーチャー1体/ｌｖまで
30

［３.５ｅ］
防御術

ホーリィ･オーラ ｌｖ：8 PHB p282

［善］　この目標は、全ての属性に対して、ＡＣに＋4の反発ボーナス，セーヴに＋4の抵抗ボーナス，［悪］効果に対する“呪文抵抗25”の能力を得るとともに、精神制御，憑依を遮断する（PHB p280参照）。また、近接攻撃を命中させて来た悪の相手は、終了時まで、“盲目状態（PHB p311）”となる（頑健・無効）。 ［焦点具：聖遺物箱1つ（500ｇｐ）］

音声、動作、‘焦点’ 1標準 20ｆｔ 1ラウンド/ｌｖ（解除可） 不可(無害)/頑健・無効

可 ［効果範囲］　術者を中心とした、半径40ｆｔの拡散
29

［３.５ｅ］
力術

ホーリィ･ワード ｌｖ：7 PHB p283

［善、音波］　この範囲内にいる“善”ではない相手は、以下の効果を受ける。 「術者レベル－自身のＨＤ数に対応した効果（セーヴ不可）」，「術者が出身次元界内で発動した場合、1ＨＤ/ｌｖ以下で“（他次元界）の副種別”を持つ相手は、各々の出身次元界内に転送されて、以後24時間、再訪できない（意志・無効； セーヴに－4のペナルティで）」。

音声 1標準 40ｆｔ 瞬間 不可、意志・無効

可 ［効果範囲］　半径40ｆｔの爆発
28

［３.５ｅ］ (F) ○ ○
死霊術

アンデス･トゥ･デス ｌｖ：6 PHB, GW…

　この範囲内にいる8ＨＤ以下のアンデッドおよびデスレスは、即座に破壊される。この呪文は、合計1ｄ4ＨＤ/ｌｖ（最大20ｄ4ＨＤ）ぶんの、アンデッドおよびデスレスを目標にする（ＨＤ数が低いものから順番，同じだと起点に近いものから順番）。 ［物質要素：ダイアモンドの粉末（500ｇｐぶん）］ （…F&P, De&De, MaoF）

音声、動作、‘物質’ 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 瞬間 意志・無効

可 ［効果範囲］　半径10ｆｔ×高さ40ｆｔの円筒形
27

［３.５ｅ］
力術

フレイム･ストライク ｌｖ：5 PHB p278

［火］　術者は、炎の柱を放つ。このことによって、この範囲内にいるクリーチャーに対して、1ｄ6点/ｌｖ（最大15ｄ6点）のダメージを与える（［火］および無属性のダメージが半分ずつ）。

音声、動作 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 瞬間 反応・半減

可 ［効果範囲］　半径20ｆｔの爆発
26

［３.５ｅ］
力術

ホーリィ･スマイト ｌｖ：4 PHB p283

［善］　この範囲内にいる悪のクリーチャーは、1ｄ8点/2ｌｖ（最大5ｄ8点）のダメージを受けて（悪の来訪者ならば代わりに1ｄ6点/ｌｖ(最大10ｄ6点)； 意志・半減）、1ラウンドの間、“盲目状態（PHB p311）”となる（意志・無効）。また、善悪どちらでもないクリーチャーは、上記のダメージの1/2のみを受ける（意志・半減）。

音声、動作 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 瞬間 意志・不完全

可 ［効果］　光線1本
25

［３.５ｅ］
力術

シアリング･ライト ｌｖ：3 PHB p232

　術者は、聖なる光線1本を放つ。この遠隔接触攻撃が命中した相手は、以下のダメージを受ける。 「アンデッド：1ｄ6点/ｌｖ（最大10ｄ6点）」，「太陽光から害を受けるアンデッド：1ｄ8点/ｌｖ（最大10ｄ8点）」，「物体，人造，デスレス：1ｄ6点/2ｌｖ（最大5ｄ6点）」，「その他の相手：1ｄ8点/2ｌｖ（最大5ｄ8点）」。

音声、動作 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 瞬間 不可

可(無害、物体) ［目標］　接触した、武器1つか矢弾50発まで
24

［３.５ｅ］
変成術

アライン･ウェポン ' ｌｖ：2 PHB p200

［善］　目標となった武器1つまたは矢弾は、善の属性を得る（すでに属性を持っている武器に対しては、何の効果もない）。なお、基本的には、単に“武器”を目標としている呪文は、人工的武器にしか作用しない。ただし、モンクの素手打撃は、人工的武器としても肉体武器としても呪文を作用できる。

音声、動作 1標準 接触 1分/ｌｖ 意志・無効(無害、物体)

不可 ［効果範囲］　一部の障壁を通過できる、円錐形の放射
23

［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 1標準 60ｆｔ 精神集中（最大10分/ｌｖ； 放棄可） 不可

意志・無効(物体) 可(物体) ［目標］　合計の体積が1立方ｆｔ/ｌｖまでの、食糧と水
22

　術者は、目標となった、傷んでいる，腐っている，毒を含んでいるなどの、食料および飲料を浄化する。また、「邪水」，「それに類する食料および飲料」は、使い物にならなくなる（おそらく対立する属性のもののみ）。ただし、その他の魔法的物質に対しては、この呪文は何の効果もない。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 10ｆｔ 瞬間
変成術

ピュアリファイ･フード･アンド･ドリンク ｌｖ：0 PHB p268

※このオプションの収録は、『Dragon Magazine #338』[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 ［1/1］

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 ®

天上の恩恵 特殊追加呪文リスト 　　　 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。

ソーサラーの特殊追加呪文（天上の恩恵［仮訳/Celestial Boon］）



和訳

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

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

不可 不可 ［効果］　招来されたエレメンタル2体以上、どの2体をとっても30ｆｔの距離内
41

（招来）［地］《元素界呪文》　術者は、元素界に続くポータルを開き、アース・エレメンタル（MM p43）を招来する。なお、これらの制御を奪われた場合でも、術者に対しては攻撃しない。 「呪文の完成時：大型エレメンタル2ｄ4体」，「その10分後：超大型エレメンタル1ｄ4体」，「さらに10分後：エルダー・エレメンタル1体」。 ［３.５ｅ］

音声、動作 10分 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 10分/ｌｖ（解除可）
召喚術

エレメンタル･スウォーム ' ｌｖ：9 PHB p211

不可、さまざま 不可 ［効果範囲］　半径5ｆｔ～80ｆｔの拡散
40

［地］　術者は、局所的な地震を引き起こして、地割れを作り、建造物を倒壊させる。このことによって、この範囲内の地面上にいる相手は、攻撃や移動を行うことができず、呪文を発動する場合、追加で〈精神集中〉判定（難易度20＋その呪文レベル）が必要となる。また、この呪文は、その周囲の地形によって効果が変化する（本文参照）。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 1ラウンド
力術

アースクウェイク ｌｖ：8 PHB p196

不可(無害) 不可(無害) ［効果］　創造された給仕，座席，料理、クリーチャー1体/ｌｖぶん
39

（創造）　術者は、饗応を行う（食べ終わるには1時間が必要）。その後、この饗応に参加した相手は、全ての病気，吐き気がする状態，不調状態が除去される。また、＋1点/2ｌｖ＋1ｄ8点の一時的ｈｐと、攻撃ロール，意志セーヴに対して＋1の士気ボーナス、および“［恐怖］効果，毒に対する完全耐性”の能力を得る（いずれも12時間持続）。 ［３.５ｅ］

音声、動作 10分 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1時間＋12時間
召喚術

ヒーローズ･フィースト ｌｖ：7 PHB p266

なし なし ［目標］　術者
38

　術者は、自然の石や加工された石材と対話する能力を得る。その後、この方法によって対話している石は、「誰（または何）が自身に接触したか」，「自身の下（または後ろ）に何が潜んでいるのか（または隠れているのか）」などの質問に対して、包み隠さずに回答する。 ［３.５ｅ］

音声、動作 10分 自身 1分/ｌｖ
占術

ストーン･テル ｌｖ：6 PHB p241

意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
37

　目標となったクリーチャー1体は、“呪文抵抗12＋1/ｌｖ”の能力を得る。なお、“呪文抵抗”の能力は、1回の標準アクションによって、自身の次のターンの開始時まで、非作動状態にできる（DMG p292参照）。また、同一の効果に対しては、基本的には、最初に1回のみ呪文抵抗判定が行われる（同頁参照）。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 接触 1分/ｌｖ
防御術

スペル･レジスタンス ｌｖ：5 PHB p244

反応・不完全 可 ［効果範囲］　1辺が20ｆｔのマス目1個/ｌｖぶんまでの範囲内
36

［地］〔魔法の罠（難易度25＋呪文レベル； 発見のみ）〕　この範囲内に進入した相手があった場合、地面が鋭いトゲを生やす。その後、この範囲内では、移動コストが2倍となって（セーヴ不可）、5ｆｔの移動につき1ｄ8点の魔法のダメージを受けて（セーヴ不可）、このダメージを受けた場合、足が傷付けられて、地上移動速度が1/2となる（反応・無効）。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 1時間/ｌｖ（解除可）
変成術

スパイク･ストーンズ ｌｖ：4 PHB p242

意志・無効(無害、物体) 可(無害、物体) ［目標］　接触した、衣服，盾，鎧のいずれか1つ
35

　目標となった防具1つまたは衣服1つは、＋1/4ｌｖ（最大＋5）の魔法の防具として扱われる（ＡＣの盾ボーナスまたは鎧ボーナスに対して、同じ値の強化ボーナスを得る）。なお、ＡＣに対して＋1以上の強化ボーナスを持つ防具は、硬度およびｈｐが上昇する（PHB p163，DMG p213参照； おそらく呪文などによるものを含む）。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 接触 1時間/ｌｖ
変成術

マジック･ヴェストメント ｌｖ：3 PHB p285

意志・無効(無害、物体) 可(無害、物体) ［目標］　体積が10立方ｆｔ/ｌｖまでの物体1つ
34

　術者は、目標となった物体1つが受けた破損を修復する。このことによって、新品同様の強度およびｈｐにまで戻る。ただし、破壊された魔法のアイテムからは、魔法的能力は回復できない。また、蒸発された，磨り潰された，融かされた，分解された，燃やされた，歪められたなどの物体は修復できず、人造クリーチャーに対しては作用しない。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間
変成術

メイク･ホウル ｌｖ：2 PHB p289

［目標］　接触したクリーチャー1体
33

　目標となったクリーチャー1体は、ＡＣに対して＋1/6ｌｖ（最大＋3）＋2の反発ボーナスを得る。 ［３.５ｅ］

接触

意志・無効(無害) 可(無害)

可(無害)1分/ｌｖ 意志・無効(無害)

［目標］　接触したクリーチャー1体

防御術
シールド･オヴ･フェイス ｌｖ：1 PHB p233
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「’」⇒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。

音声、動作、物質

32

　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、自身の攻撃ロール，セーヴ，技能判定のいずれか1回に対して、＋1の技量ボーナスを得ることができる。ただし、このボーナスを得る場合、そのロールの前に宣言しておかなければならない。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 接触 10ラウンドまたはチャージ消費

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）』(○)

系統 構成要素 発動 距離

占術
ガイダンス ｌｖ：0 PHB p216

※このオプションの収録は、『Dragon Magazine #338』[未訳]。

持続時間 セーヴ 呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

1標準

ソーサラーの特殊追加呪文（ドワーフの血統［仮訳/Dwarven Ancestry］）

Dungeons & Dragons 3.5e ®
ドワーフの血統 特殊追加呪文リスト



和訳

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

和訳

和訳

和訳

Dungeons & Dragons 3.5e ®
魔物の契約 特殊追加呪文リスト

（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］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］参照 構成要素 発動 距離

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

頑健・無効近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 精神集中（最大4ラウンド； 放棄可）

セーヴ

可 ［目標］　非実体状態でもガス化形態でもないクリーチャー1体以上
51

　目標となったクリーチャー1体は、自身の肉体が、内側に破裂する。このことによって、即座に死亡する（頑健・無効）。また、術者は、呪文の完成時に1回と、以後1ラウンドにつき1回ずつ、自身のターンの間に、別のクリーチャー1体を目標にできる。ただし、セーヴの成否に関わらず、この呪文の発動1回では、1体につき1回までしか目標にはできない。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準
力術

インプロージョン ｌｖ：9 PHB p205

不可(無害)/頑健・無効 可(無害)/可 ［目標］　術者を中心とした半径20ｆｔの爆発内の、クリーチャー1体/ｌｖまで
50

［悪］　この目標は、全ての属性に対して、ＡＣに＋4の反発ボーナス，セーヴに＋4の抵抗ボーナス，［善］効果に対する“呪文抵抗25”の能力を得るとともに、精神制御，憑依を遮断する（PHB p280参照）。また、この目標に、近接攻撃を命中させて来た善の相手は、1ｄ6点の【筋力】ダメージを受ける（頑健・無効）。 ［焦点具：聖遺物箱1つ（500ｇｐ）］ ［３.５ｅ］

音声、動作、‘焦点’ 1標準 20ｆｔ 1ラウンド/ｌｖ（解除可）
防御術

アンホーリィ･オーラ ｌｖ：8 PHB p202

不可、意志・無効 可 ［効果範囲］　術者を中心とした、半径40ｆｔの拡散
49

［悪、音波］　この範囲内にいる“悪”ではない相手は、以下の効果を受ける。 「術者レベル－自身のＨＤ数に対応した効果（セーヴ不可）」，「術者が出身次元界内で発動した場合、1ＨＤ/ｌｖ以下で“（他次元界）の副種別”を持つ相手は、各々の出身次元界内に転送されて、以後24時間、再訪できない（意志・無効； セーヴに－4のペナルティで）」。 ［３.５ｅ］

音声 1標準 40ｆｔ 瞬間
力術

ブラスフェミィ ｌｖ：7 PHB p274

意志・半減 可 ［目標］　接触したクリーチャー1体
48

〔負〕　この近接接触攻撃が命中した生きている相手は、この呪文のチャージ消費によって、10点/ｌｖ（最大150点）のダメージを受ける（規定値以上だと、大規模ダメージの作用も受ける）。ただし、このダメージによっては、1ｈｐ未満にはならない。または、接触したアンデッド1体に対して、負のエネルギーによって、ヒール呪文（PHB p266）の効果を与える。 ［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

死霊術
ハーム ｌｖ：6 PHB, Dr@307

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

47

（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 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 1分/ｌｖ
召喚術

インセクト･プレイグ § ｌｖ：5 PHB, CoC

意志・不完全 可 ［効果範囲］　半径20ｆｔの拡散
46

［悪］　この範囲内にいる善のクリーチャーは、1ｄ8点/2ｌｖ（最大5ｄ8点）のダメージを受けて（善の来訪者ならば代わりに1ｄ6点/ｌｖ(最大10ｄ6点)； 意志・半減）、1ｄ4ラウンドの間、“不調状態（PHB p310）”となる（意志・無効）。また、善悪どちらでもないクリーチャーは、上記のダメージの1/2のみを受ける（意志・半減）。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 瞬間
力術

アンホーリィ･ブライト ｌｖ：4 PHB p202

可 ［目標］　接触した、生きているクリーチャー1体
45

　この近接接触攻撃が、生きているクリーチャーに対して命中した場合、この呪文のチャージ消費によって、以下の“毒”を与える。なお、接触呪文のチャージは、基本的には、作用するまで無期限に保持できる（PHB p139，p174，p307参照）。 ［頑健・無効、難易度10＋【対応能力値】修正値＋1/2ｌｖ； 初期および予後、1ｄ10点【耐久力】ダメージ］ ［３.５ｅ］

1標準 接触 チャージ消散するまで無期限、瞬間 不可
死霊術

ポイズン ｌｖ：3 PHB p282 音声、動作

意志・無効(無害、物体) 可(無害、物体) ［目標］　接触した、武器1つか矢弾50発まで
44

［悪］　目標となった武器1つまたは矢弾は、悪の属性を得る（すでに属性を持っている武器に対しては、何の効果もない）。なお、基本的には、単に“武器”を目標としている呪文は、人工的武器にしか作用しない。ただし、モンクの素手打撃は、人工的武器としても肉体武器としても呪文を作用できる。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 接触 1分/ｌｖ
変成術

アライン･ウェポン ' ｌｖ：2 PHB p200

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
43

　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”」。 ［３.５ｅ］

音声、動作
占術

ディテクト･グッド ｌｖ：1 PHB p253

音声、動作

1標準 60ｆｔ 精神集中（最大10分/ｌｖ； 放棄可）

1標準

系統 構成要素

42

〔負〕　この近接接触攻撃が命中した生きているクリーチャー1体は、この呪文のチャージ消費によって、1点のダメージを受ける。または、接触したアンデッド1体から、上記と同じ値のダメージを治癒する。なお、負のエネルギー効果は、負のエネルギー界において増強される（DMG p153参照）。 ［３.５ｅ］

接触 チャージ消散するまで無期限、瞬間

［1/1］
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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）』(○)

「’」⇒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。

※このオプションの収録は、『Dragon Magazine #338』[未訳]。

発動 距離

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照

死霊術
インフリクト･マイナー･ウーンズ ｌｖ：0 PHB p205

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲セーヴ

可

持続時間

［目標］　接触したクリーチャー1体意志・無効

系統
呪文名 ｌｖ：　

系統
呪文名 ｌｖ：　

ソーサラーの特殊追加呪文（魔物の契約［仮訳/Fiendish Pact］）


