
ＰＣが持てる能力です。ＰＣは任意の場面でＧＭに宣言して使用す

ることができます。(場面によっては使用できないこともあります）

スキルでスキルランクがあるものは、判定でランクが足りない場合

同名スキルを持つＰＣ同士で協力することができます。

【盾破壊】 対象の持っている盾の HPを削り、破
壊することができるスキル。

このスキルを持つキャラクターは、スキル使用時

に「盾破壊！」と宣言し、対象の持つ盾を明確に

狙い、武器で攻撃すること。このスキル使用の攻

撃によって HPが無くなった盾は破壊される。

【奮起】 一回の冒険に一度だけ、HPが 0になった時
即座に HP 1 の状態で立ち上がることができる。
MPを 1消費する。
このスキルを持つキャラクターは、スキル使用時に「奮

起！」と宣言すること。

【追跡術】 調べたいターゲットの歩んだ経路をたどる

ことが出来たり、 居場所を突き止めたりできるスキル。

このスキルを持つキャラクターはランクに応じた情報

を GMから得ることができる。

【薬草学】 薬草を判別し、使用効果や使用方法の知識

を有するスキル。

このスキルを持つキャラクターは薬草を治療に使うこ

とができる。また、薬草学スキルを持たない者は薬草を

使って治療を行うことができない。

【鍵開け】 錠前の知識を持ち、解除することができ

るスキル。

このスキルを持つキャラクターはランク以下の錠前

を解除することができる。

【罠知識】 トラップの場所や種類を特定したり、設

置されたトラップを無力化できるスキル。

このスキルを持つキャラクターはランク以下の仕掛

けられた罠を発見し、それを解除することができる。

→

ＧＭ、【鍵開け】を使います。

ランクは２です。

ランク３でないと

開けられない鍵穴です。

【鍵開け】ランク１持ってるから

手伝うよー

協力により鍵穴が

開けられます

ＧＭー、【スキル】使いまーす ハーイ

オッケー



【暗号学】 暗号化された文章やパズル、ギミックに関し

ての知識を有するスキル。

このスキルを持つキャラクターはランクに応じて GMか
らヒントがもらえる。

【魔法学位( )】 魔法を発現する知識を持つスキル。

キャラクターの職業の専門魔法を使うことができる。カ

ッコ内()に書かれた魔法が使用可能。

【医術】 負傷し減少した HPを回復する為に必要な消
毒や止血の技術を有しているスキル。

医術スキルを持たないものは消毒を行うことができな

い。

【伝承知識】 地域に伝わる伝承や噂話、雑学などを有

しているスキル。

このスキルを持つキャラクターはランクに応じた情報

を GMから得ることができる。

【加護】 神による加護を他者に与えることができる

スキル。

このスキルを持つキャラクターは他のキャラクター

の余剰 HPをMP消費分だけ増やすことができる(MP
がなければ使えない)。

一度にキャラクターに与えられる加護は 2点までである。

【簡易魔法( )】 簡単な魔法を発現することができるスキ

ル。

どの職業のキャラクターでも使うことができる。カッコ内()

に書かれた魔法が使用可能。



当システムでは「呪文」「動作」「物質」の三要素が揃ってはじめて発

動ができるとしている。

カラーボールなどの道具を使い、決まった動作を行い、呪文を唱え、回

復や攻撃などの魔法をMPを 1消費することで一回発動できる。

呪文のスペルを唱えるときは GMに聞こえるよう大きくわかりやすい
声で唱えること。呪文が聞こえなければ発動は認められない。

ー魔法リストー

魔法〈ファイアーアロー〉ウィザード専門 火属性

攻撃魔法 （MP１消費で一回発動）
呪文：『BALISTO FULUMBAR』
(バリスト フルンバー)
動作：片腕を前方に出し、もう片方の腕で弓を引く

ような動作をする

物質：赤色のカラーボール

呪文を唱え、弓を引く動作をし、魔法名を発声しながら赤色のカラーボ

ールを対象に投げる。

当てると 1点のダメージを与えることが出来る。

魔法〈アイスアロー〉ウィザード専門 水属性攻

撃魔法 （MP１消費で一回発動）

呪文：『BALISTO FRIGID』
(バリスト フリーギド)

動作：片腕を前方に出し、もう片方の腕で弓を引くような動作をする

物質：青色のカラーボール

呪文を唱え、弓を引く動作をし、魔法名を発声しながら青色のカラーボ

ールを対象に投げる。

当てると 1点のダメージを与えることが出来る。

魔法〈ライトニングアロー〉ウィザード専門 光

属性攻撃魔法 （MP１消費で一回発動）

呪文：『BALISTO IGNITIA』
(バリスト イグニツィア)

動作：片腕を前方に出し、もう片方の腕で弓を引くような動作をする

物質：黄色のカラーボール

呪文を唱え、弓を引く動作をし、魔法名を発声しながら黄色のカラーボ

ールを対象に投げる。

当てると 1点のダメージを与えることが出来る。

魔法〈ガストオフウィンド〉ウィザード専門 風属性

攻撃魔法 （MP１消費で一回発動）
呪文：『AERA ELEMENTUM MOVO DISCRIM』
(アエラ エレメントゥム モヴォ ディスクリム)

バリストフルンバー！ ファイアーアロー!
わあー



動作：物質を持ち対象を指し示す

物質：羽や扇子など

風の構成物質(羽や扇子など)を持ち、呪文を唱え魔法名を発声し、対象
を指し示す。

対象を 10歩吹き飛ばし、転倒させる。

魔法〈シンクロペイン〉プリースト専門

無属性攻撃魔法（MP１消費で一回発動）

呪 文 : 『 NEX MAGIA CORPOREM
CARZUM』
(ネクス マギア コルポレム カラツム)

動作：詠唱者自身を針で刺し、その針で対象を指し示す

物質：大きめの針または小型ナイフ剣(クナイ等の大きさが好ましい)

詠唱者自身を針で刺す仕草をし、呪文を唱え魔法名を発声しながらその

針を対象に指し示す。対象に 1点のダメージを与える。

詠唱者は MP、HP 両方一点ずつ消費する。

魔法〈キュアウーンド〉プリースト専門 光属性

回復魔法（MP１消費で一回発動）
呪 文 ： 『 CREO CORPOREM MEDICAM

MAGIA』(クレオ コルポレム メディカム マー

ギア)
動作：負傷患部に手をかざす

物質： 聖印

聖印を持って負傷患部に手をかざし、呪文を唱え魔法名を発声する。

HPを 5点回復することができる。戦闘中は発動不可。

魔法〈キュアポイズン〉簡易 光属性回復

魔法（MP１消費で一回発動）
呪文：『TOXIS MUTOMEDICAM MAGIA』

(トクサス ムト メディカム マーギア)
動作：物質を異常患部にかざす

物質：状態異常回復用の護符

状態異常回復用の護符を異常患部にかざし、呪文を唱え魔法名を発声す

る。

毒のバットステータスを解除する。戦闘中は発動できない。

魔法〈スタピライズ〉 簡易 光属性回復魔

法（MP１消費で一回発動）
呪文：『MEDICAM』(メディカム)
動作：物質を状態異常患部にかざす

物質：護符

護符を異常患部にかざし、呪文を唱え魔法名を発声する。

出血のバッドステータスを解除する。

魔法〈ディスアーム〉プリースト専門 無属性妨害

魔法 （MP１消費で一回発動）
呪文：『MOVO GARAD』(モヴォ ガラド)
動作：物質を両手で持ち対象の武器を指し示す

物質：杖または儀式用短剣

杖、または儀式用短剣を両手で持ち呪文を唱え、対象の武器を指し示し

魔法名を発声する。

１回の戦闘につき一回のみ使用可能。



対象をとられたその武器を持っているキャラクターは、すぐにその武

器を落とさなければならない。

ディスアームに耐性を持つ敵も存在する。

魔法〈カース〉簡易 無属性妨害魔法（MP１
消費で一回発動）

呪文：『DISCRIM KAL NEX MENTEM』
(ディスクリム カル ネクス メンテ

ム)
動作：物質を小さな火にかざしながら対象に

触る、または人差し指と中指を揃えて空を指す動作をする

物質：呪符、小さな火（ランタンなど）

専用の呪符を小さな火（ランタンなど）にかざし

対象に触る、または触る動作（人差し指と中指を揃えて空を指す）をし、

呪文を唱え、暗示の言葉を発する。

対象に暗示をかける。対象は触ったことのあるものでなければならな

い。対象はアイテムでも可能。

暗示の内容は対象の健康に害を及ぼすものであってはならない。対象は

暗示をかけられていることに気づかない。暗示は１シーンの間持続する。

戦闘中は発動できない。

暗示例：ターゲットは右にしか曲がれない。

ターゲットは意中の異性にプロポーズしなければならない。

魔法〈センスカース〉簡易 無属性魔法

（MP１消費で一回発動）
呪文:『DISCRIMTHERUC』(ディスクリムテールク)

動作：人差し指と中指を揃えて対象の額に当てる

物質：詠唱者の手

人差し指と中指を揃えて対象の額に当て、呪文を唱え魔法名を発声する。

対象が魔法「カース」の影響を受けているかどうか調べることができる。

「カース」の影響を受けている対象へ YESか NOで答えられる質問を 3
回まで問いかけることができる。

魔法〈ライト〉簡易 光属性魔法（MP１消費で一回発
動）

呪文：『IGNITIA』(イグニツィア)
動作：指を鳴らす

物質：手のひらに収まるサイズのライト（小型 LEDラ
イトなど）

呪文を唱え魔法名を発声し、指を鳴らす。（手のひらのライトをつける）

手のひらにちいさな光源が生まれ、１シーンの間持続する。


