

	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: リウィンド
	2種別: 魔法（基礎）
	2レベル: 1
	2タイミング: 判定の直後
	2判定: 自動成功
	2対象: 単体
	2射程: 3Sq
	2目標値: －
	2コスト: 4
	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: 事象の発生確率を操作し、確定したはずの未来をわずかに書き換える魔法。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シナリオ１回まで。
	3魔法名: ヴォーパルウェポン
	3種別: 魔法（基礎）
	3レベル: 1
	3タイミング: イニシアチブ
	3判定: 自動成功
	3対象: 単体☆
	3射程: 1Sq
	3目標値: －
	3コスト: 10
	3効果: 武器に魔法をかけて強化する魔法。１シーン、対象の装備している武器のひとつのダメージ＋２Ｄ。重複不可。１ラウンド１回まで。
	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: スリープ
	4種別: 魔法（基礎／幻覚／ＢＳ）
	4レベル: 1
	4タイミング: メジャー
	4判定: 〈治療〉
	4対象: 十字
	4射程: 6Sq
	4目標値: 8／対決
	4コスト: 4
	4効果: 特殊な香や身振り、穏やかな声音で相手の意識を鈍らせる魔法。特殊攻撃。対象に放心を与える。対象は〈意志〉でリアクション。
	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: ストーンバレット
	5種別: 魔法（元素／地／魔攻）
	5レベル: 1
	5タイミング: メジャー
	5判定: 〈感性〉
	5対象: 単体
	5射程: 4Sq
	5目標値: 12／対決
	5コスト: 5
	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: 周囲の地の元素を制御し、石の弾や岩の塊を打ち出す魔法。射撃攻撃を行なう。〈衝撃〉6D+【精神】+[混沌レベル]のダメージ。
	6魔法名: ウィンドパリィ
	6種別: 魔法（元素／風）
	6レベル: 1
	6タイミング: リアクション
	6判定: 〈感性〉
	6対象: 自身
	6射程: －
	6目標値: 12／対決
	6コスト: 4
	6効果: 風で相手の攻撃をはじく魔法。武器攻撃に対するリアクションをこの魔法で行なう。１ラウンド１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: プレディクトヴィジョン
	7種別: 魔法（時空）
	7レベル: 1
	7タイミング: 判定の直後
	7判定: 自動成功
	7対象: 単体
	7射程: 5Sq
	7目標値: －
	7コスト: 4
	7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１回まで。
	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: ディテクトカオス
	8種別: 魔法（錬成）
	8レベル: 1
	8タイミング: メジャー
	8判定: 〈混沌知識〉
	8対象: シーン
	8射程: 0Sq
	8目標値: 効果参照
	8コスト: 3
	8効果: 混沌の反応を読み取る魔法。投影体、アーティスト、混沌核の位置と強さを知覚。トラップ探知も可能。
	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: レストアヘルス
	9種別: 魔法（生命／治療）
	9レベル: 2
	9タイミング: メジャー
	9判定: 〈治療〉
	9対象: 単体
	9射程: 4Sq
	9目標値: 効果参照
	9コスト: 6
	9効果: 心身の状態を治療する魔法。目標値12の判定に成功すると、硬直、放心、消耗、憎悪のいずれかひとつ回復。
	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: キネティックバリア
	10種別: 魔法（静動／防御）
	10レベル: 2
	10タイミング: ダメージロールの直後
	10判定: 自動成功
	10対象: 単体
	10射程: 3Sq
	10目標値: －
	10効果: 思念による障壁を展開して味方を守る魔法。そのプロセス中、対象の〈武器〉、〈衝撃〉、〈炎熱〉の防御力を+2D+［混沌レベル］する。
	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2D＋[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: 4
	10MC: ○
	9MC: ○
	8MC: ○
	7MC: ○
	6MC: ○
	5MC: ○
	4MC: ○
	3MC: ○
	2MC: ○
	1MC_: ○


