

	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: カウンターマジック
	2種別: 魔法（基礎／割込）
	2レベル: 1
	2タイミング: 判定の直後
	2判定: <混沌知識>
	2対象: 単体
	2射程: 6Sq
	2目標値: 14／対決
	2コスト: 5
	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: 対象の代わりに魔法に対するリアクションを行なう。対決に勝利した場合、行使された魔法を無効化する。この魔法は行動済みでは使用できず、使用すると行動済みになる。
	3魔法名: クッション
	3種別: 魔法（時空／防御）
	3レベル: 1
	3タイミング: ダメージロール直後
	3判定: 自動成功
	3対象: 単体
	3射程: 6Sq
	3目標値: －
	3コスト: 2
	3効果: 空間の密度を高め、衝撃を吸収するクッションのようにすることで、ダメージを軽減する魔法。そのプロセス中、対象の<衝撃>属性の防御力を+2D+[混沌レベル×3]する。
	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: プレディクトヴィジョン
	4種別: 魔法（時空）
	4レベル: 1
	4タイミング: 判定の直後
	4判定: 自動成功
	4対象: 単体
	4射程: 5Sq
	4目標値: －
	4コスト: 4
	4効果: 一瞬先の未来を垣間見る魔法。同意した対象の判定の直後に使用。その判定を振り直させる。１シーン２回まで。
	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: ディスロケーション
	5種別: 魔法（時空／防御）
	5レベル: 2
	5タイミング: ダメージロール直後
	5判定: 自動成功
	5対象: 十字
	5射程: 0Sq
	5目標値: －
	5コスト: 10
	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: 次元断層を作り出し、範囲内の者を守る魔法。そのプロセス中、対象の<武器><炎熱><衝撃>属性の防御力を+2D+[混沌レベル]する。
	6魔法名: ライトニングチャージ
	6種別: 魔法（時空）
	6レベル: 2
	6タイミング: イニシアチブ
	6判定: 自動成功
	6対象: 単体
	6射程: 1Sq
	6目標値: －
	6コスト: 8
	6効果: 触れた武器に電撃をまとわせる魔法。武器ひとつを指定。指定した武器の属性に<炎熱>を追加。１ラウンド３回まで。
	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: プレコグニション
	7種別: 魔法（時空／累積）
	7レベル: 3
	7タイミング: メジャー
	7判定: <霊感>
	7対象: 自身
	7射程: －
	7目標値: －
	7コスト: 10
	7効果: おぼろげに未来の情報を、キーワードの形で得る魔法。ＧＭから３個のキーワードを得る。このシナリオ中、情報を得るための全ての判定に+3。
	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: ライトニングボルト
	8種別: 魔法（時空／魔攻）
	8レベル: 3
	8タイミング: メジャー
	8判定: <霊感>
	8対象: 直線5
	8射程: 0Sq
	8目標値: 18／対決
	8コスト: 16
	8効果: 空間を波打たせて摩擦電流を蓄積し、一条の雷光へと変えて放つ攻撃魔法。射撃攻撃を行う。<炎熱>6D+【知力】+[混沌レベル×3]のダメージ。あなたは対象に含まれない。
	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: ○
	4MC: ○
	3MC: ○
	2MC: ○
	1MC_: ○


