
サンプルキャラクター：癒やしの妙手


	プレイヤー名: 
	キャラクター名: 
	1魔法名: キュアライトウーンズ
	1種別: 魔法（生命／回復）
	1レベル: １
	1タイミング: メジャー
	1判定: <治療>
	1対象: 単体
	1射程: 4Sq
	1目標値: 8
	1コスト: 4
	2魔法名: ヴォーパルウェポン
	2種別: 魔法（基礎）
	2レベル: １
	2タイミング: イニシアチブ
	2判定: 自動成功
	2対象: 単体☆
	2射程: 1Sq
	2目標値: ー
	2コスト: 10
	2-1使用回数: Off
	2-2使用回数: Off
	2-4使用回数: Off
	2-5使用回数: Off
	2-6使用回数: Off
	1-1使用回数: Off
	1-2使用回数: Off
	2-3使用回数: Off
	1-4使用回数: Off
	1-5使用回数: Off
	1-6使用回数: Off
	2効果: 武器に魔法をかけることで、その威力を向上する魔法。対象が装備している武器ひとつのダメージ＋２D。一人に複数回かけることはできない。
	3魔法名: ハードスキン
	3種別: 魔法（生命／常動）
	3レベル: １
	3タイミング: メジャー
	3判定: 自動成功
	3対象: 自身
	3射程: ー
	3目標値: ー
	3コスト: 効果参照
	3効果: 瞬間的に皮膚を硬化させ、打撃や斬撃を弾く魔法。あなたの<武器>属性防御力＋【反射】。使用すると最大MPー３、効果は魔法解除まで持続。
	3-1使用回数: Off
	3-2使用回数: Off
	3-3使用回数: Off
	3-4使用回数: Off
	3-5使用回数: Off
	3-6使用回数: Off
	4魔法名: ブーストオブパワー
	4種別: 魔法（生命／常動）
	4レベル: １
	4タイミング: メジャー
	4判定: 自動成功
	4対象: 自身
	4射程: ー
	4目標値: ー
	4コスト: 効果参照
	4効果: 全身の筋肉と神経の流れを把握し、コントロールする魔法。あなたの【筋力】を＋[使用可能生命魔法レベル]する。使用すると最大MP－２、効果は魔法解除まで持続。
	4-1使用回数: Off
	4-2使用回数: Off
	4-3使用回数: Off
	4-4使用回数: Off
	4-5使用回数: Off
	4-6使用回数: Off
	5魔法名: ミスティックストライク
	5種別: 魔法（生命／魔攻）
	5レベル: ２
	5タイミング: メジャー
	5判定: <治療>
	5対象: 単体
	5射程: 武器
	5目標値: 8/対決
	5コスト: ４
	5-1使用回数: Off
	5-2使用回数: Off
	5-3使用回数: Off
	5-4使用回数: Off
	5-5使用回数: Off
	5-6使用回数: Off
	5効果: 筋肉と神経の流れをコントロールすることで、精妙極まりない一撃を放つ魔法。対象に白兵攻撃を行う。ダメージに＋【知力】＋[混沌レベル]。対象は<運動>でリアクション。
	6魔法名: レストアヘルス
	6種別: 魔法（生命／治療）
	6レベル: ２
	6タイミング: メジャー
	6判定: <治療>
	6対象: 単体
	6射程: 4Sq
	6目標値: 効果参照
	6コスト: ６
	6効果: 心身の状態を治療する魔法。目標値12の<治療>判定成功時、「硬直、放心、消耗、憎悪」のひとつを解除。目標値18の<治療>判定成功時、「毒、出血」のひとつを解除。
	6-1使用回数: Off
	6-2使用回数: Off
	6-3使用回数: Off
	6-4使用回数: Off
	6-5使用回数: Off
	6-6使用回数: Off
	7魔法名: フィジカルインパクト
	7種別: 魔法（生命）
	7レベル: ３
	7タイミング: マイナー
	7判定: 自動成功
	7対象: 自身
	7射程: ー
	7目標値: ー
	7コスト: ４
	7効果: 全身の力を収束し、一点に集中する魔法。シーン中、装備中の武器ひとつのダメージ属性に<体内>を追加。素手の場合、攻撃力＋[使用可能生命魔法レベル＋２]する。
	7-1使用回数: Off
	7-2使用回数: Off
	7-3使用回数: Off
	7-4使用回数: Off
	7-5使用回数: Off
	7-6使用回数: Off
	8魔法名: ムーブスウィフト
	8種別: 魔法（生命）
	8レベル: ３
	8タイミング: メジャー
	8判定: 自動成功
	8対象: 自身
	8射程: ー
	8目標値: ー
	8コスト: 効果参照
	8効果: 【移動力】＋[使用可能生命魔法レベル÷２（端数切り上げ）]する。さらに跳躍距離と高さを[使用可能生命魔法レベル]倍、落下した際高さをー[使用可能生命魔法レベル×２]扱いとする。使用すると最大MPー[使用可能生命レベル×５]、効果は魔法解除まで持続。
	8-1使用回数: Off
	8-2使用回数: Off
	8-3使用回数: Off
	8-4使用回数: Off
	8-5使用回数: Off
	8-6使用回数: Off
	9魔法名: 
	9種別: 
	9レベル: 
	9タイミング: 
	9判定: 
	9対象: 
	9射程: 
	9目標値: 
	9コスト: 
	9効果: 
	9-1使用回数: Off
	9-2使用回数: Off
	9-3使用回数: Off
	9-4使用回数: Off
	9-5使用回数: Off
	9-6使用回数: Off
	10魔法名: 
	10種別: 
	10レベル: 
	10タイミング: 
	10判定: 
	10対象: 
	10射程: 
	10目標値: 
	10効果: 
	10-1使用回数: Off
	10-2使用回数: Off
	10-3使用回数: Off
	10-4使用回数: Off
	10-5使用回数: Off
	10-6使用回数: Off
	1-3使用回数: Off
	1効果: 新陳代謝を促進することで、その身に負ったさまざまな傷を癒やす魔法。対象の【HP】を[この魔法の達成値＋混沌レベル]点回復。瀕死状態レベル１にも有効。
	10コスト: 
	10MC: 
	9MC: 
	8MC: ○
	7MC: ○
	6MC: ○
	5MC: FW
	4MC: ○
	3MC: ○
	2MC: ○
	1MC_: ○


