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	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: サモン：ウィル・オー・ウィスプ
	3種別: 魔法（召喚／魔攻）
	3レベル: 1
	3タイミング: メジャー
	3判定: <意志>
	3対象: 単体
	3射程: 4Sq
	3目標値: 10／対決
	3コスト: 6
	3効果: エーテル界からウィル・オー・ウィスプを投影し、敵にぶつける魔法。射撃攻撃。対象に<炎熱>３Ｄ＋【精神】＋[混沌レベル]のダメージを与える。
	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: サモン：ウーズ
	4種別: 魔法（召喚／ＢＳ）
	4レベル: 1
	4タイミング: メジャー
	4判定: <意志>
	4対象: 十字
	4射程: 4Sq
	4目標値: 12／対決
	4コスト: 10
	4効果: うごめく粘体の魔物を呼び出し、敵に絡みつかせる魔法。特殊攻撃。対象に硬直と毒１０を与える。対象は<知覚>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: サモン：インプ
	5種別: 魔法（召喚）
	5レベル: 2
	5タイミング: 判定の直後
	5判定: 自動成功
	5対象: 単体
	5射程: 4Sq
	5目標値: －
	5コスト: 15
	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: ディアボロス界から下級魔族インプを投影し、行動を妨害させる魔法。対象の判定の達成値をー２する。１シーン１回まで。
	6魔法名: サモン：ケット・シー
	6種別: 魔法（召喚）
	6レベル: 2
	6タイミング: 判定の直後
	6判定: 自動成功
	6対象: 単体
	6射程: 4Sq
	6目標値: －
	6コスト: 15
	6効果: ティル・ナ・ノーグ界からケット・シーを投影し、幸運や不幸をもたらす魔法。対象の判定を振りなおさせる。１シーン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: サモン：オルトロス
	7種別: 魔法（召喚／防御）
	7レベル: 3
	7タイミング: ダメージロールの直後
	7判定: 自動成功
	7対象: 単体
	7射程: 4Sq
	7目標値: －
	7コスト: 10
	7効果: タルタロス界から双頭の魔犬オルトロスを投影し、盾となってもらう魔法。対象の<武器><炎熱><衝撃>の防御力を＋３Ｄ＋[混沌レベル]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: サモン：ジャック・オー・ランタン
	8種別: 魔法（召喚／攻撃）
	8レベル: 3
	8タイミング: メジャー
	8判定: <意志>
	8対象: 単体
	8射程: 4Sq
	8目標値: 24／対決
	8コスト: 16
	8効果: ティル・ナ・ノーグ界からジャック・オー・ランタンを投影し、周囲に炎を振りまく魔法。射撃攻撃。対象に<炎熱>６Ｄ＋【精神】＋[混沌レベル×２]のダメージを与える。
	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_: ○


