
Cleric Magic lv I

ホーリーアロー

消費MP  -  1～
 詠唱時間  -  1ターン
発動時間  -  瞬間

我が神よ。
全ての不浄なる者たちを
その光の矢で射抜きたまえ

術者の手に光の弓と矢が現れる。

ボールなどの投擲物を使用MP回（最大は術者のLVと同数
回）投げて当たったターゲットに1ヒットごとに２ダメージを
与える。後衛から後衛に投擲可能。




Cleric Magic lv V

リザレクション

消費MP  -  1 0
 詠唱時間  -  1ターン
発動時間  -  瞬間

我が神よ。
貴方の前に横たわるは我が友。

その血と肉と魂はあなたのものなれど
今一時彼の者に試練を与えたまえ

祈りと共に死者の体が光りに包まれる。

手が届く範囲のターゲット一体を蘇生する。蘇生したター
ゲットはHP/MPが１になり、組成したターゲットが指定す
るHP/MP/AGI/LKいずれかの基本値が1減少する。



Cleric Magic lv I

ウインドベール

消費MP  -  1
 詠唱時間  -  1ターン
発動時間  -  1フロア

我が神よ。
その源たる力で

我が身を包みたまえ

風の衣が体を包み、体が軽くなる。

ターゲット1体のAGIを３増加する。重ねがけ不可。




Cleric Magic lv V

パニッシュメント

消費MP  -  1 0
 詠唱時間  -  1ターン
発動時間  -  記述

我が神よ。
彼の者は罪深く許しを得るに値わず。

我が剣に代わりて
この者に罰を与えたまえ

敵の体に神のいばらが強力に巻き付きダメージを与え続ける。

ターゲット1体は毎ターンのマジックフェーズ終了時に５ダ
メージを受ける。術者が魔法を解く、術者が死亡する、ター
ゲットが死亡した場合この魔法は終了する。













Cleric Magic lv IV

ゴッドハンマー

消費MP  -  3
 詠唱時間  -  1ターン
発動時間  -  瞬間

我が神よ。
その手に握りたるはベートエーイラの鎚。

その偉大なる力をもって、
目の前の敵を討ち滅ぼしたまえ

頭上から巨大な炎の鉄槌が落ちてくる。

全エリアから指定した自分のレベル以下で３レベルまでの
ターゲット一体を破壊する。




Cleric Magic lv I

ヒール

消費MP  -  1
 詠唱時間  -  1ターン
発動時間  -  瞬間

我が神よ。
広き慈しみの心で

この者の傷を癒したまえ

術者の手から癒しの蔦が現れ傷ついた者を癒やす。

手が届く範囲のターゲット一体のHPを1d6＋術者のレベル分
回復する。



Cleric Magic lv V

サクリファイス

消費MP  -  0
 詠唱時間  -  1ターン
発動時間  -  瞬間

我が神よ。
我が魂は貴方のもの、我が血肉は貴
方のもの。今が契約の時。我が生命
と引き換えに奇跡を起こしたまえ

パーティー全員が光で包まれる。術者は最後に神の優しい声
を聞くだろう。

術者の半径100m以内にいるパーティー全員のHPとMPを全
回復する。死亡している者もペナルティーなく復活する。術
者は魔法発動後に死亡する。


Cleric Magic lv I

ターンアンデッド

消費MP  -  1
 詠唱時間  -  1ターン
発動時間  -  瞬間

我が神よ。
聖なる光を持って

不浄なる魂を清めたまえ

手のひらから光が溢れ、アンデットモンスターをその光が包み
込む。

自分のレベル以下で３レベルまでのアンデッドモンスター１体を
破壊する。














Cleric Magic lv II

ウォーターベール

消費MP  -  2
 詠唱時間  -  1ターン
発動時間  -  1ダイブ

我が神よ。
ここに集いしはあなたの子。
我らにその加護を与えたまえ

水のベールが全身を包み攻撃を和らげる。

パーティー全員の最大HPを３増加する。HPが3回復する。
火系のダメージを1軽減する。重ねがけ不可。




Cleric Magic lv III

ホーリーウェポン

消費MP  -  1
 詠唱時間  -  1ターン
発動時間  -  1フロア

我が神よ。
ここにあるは闇を打ち払う武器。
あなたの御手で鍛えさらなる力を

与えたまえ

武器に聖なる炎が燃え上がる。武器に触れた敵対するものに
さらなるダメージを与える。

指定した武器１つのヒットダメージが＋１される。重ねがけ
不可。他の類似魔法をかけた場合はこの魔法は消える。




Cleric Magic lv I

サイレンス

消費MP  -  2
 詠唱時間  -  1ターン
発動時間  -  2ターン

我が神よ。
彼の者から発せられるは茨の
言葉。その言葉封じたまえ

周辺の空気の振動が止まり声を出せなくなる。

指定エリアの敵すべての呪文を封じる。仲間を呼ぶ声や警報
音を周囲に聞こえなくする。


Cleric Magic lv IV

リカバリー

消費MP  -  5
 詠唱時間  -  1ターン
発動時間  -  瞬間

我が神よ。
ここに傷つきしは勇者。その流す血は
あなたのため。捧げたるその血の対価
に今一時の癒しの力を分け与えたまえ

術者の両手から出た蔦がターゲットの全身を覆い尽くし傷を
治す。

手が届く範囲のターゲット一体のHPを全回復する。死以外
の状態異常は治療・無効化する。











Cleric Magic lv III

グレートヒール

消費MP  -  3
 詠唱時間  -  1ターン
発動時間  -  瞬間

我が神よ。
ここに集いしはあなたの子たち。
大いなる慈しみを持ちて
我らの傷を癒したまえ

祈りながら両手を地面につけると、術者の両手から癒しの蔦
が出現し、パーティー全員に巻き付き傷を治す。

術者の範囲2m以内にいるパーティーのHPをそれぞれ１ｄ６
＋術者のレベル分回復する。




Cleric Magic lv II

キュア

消費MP  -  1
 詠唱時間  -  1ターン
発動時間  -  瞬間

我が神よ。
悪しき物に汚されし

この血と肉を清めたまえ

体を光が包み毒素が霧となって霧散する。

指定したターゲット1体の毒・麻痺を治療する。毒物に使うと毒
が消える。



Cleric Magic lv IV

ホーリースピア

消費MP  -  3
 詠唱時間  -  1ターン
発動時間  -  瞬間

我が神よ。
あなたが鍛えたる炎の槍を

貸し与えたまえ。
さらば我は闇の者を討ち滅ぼさん

術者の両手に火のジャベリンが現れターゲットを貫く。

ボールなどの投擲物を2回投げて当たったターゲットに5ダ
メージを与える。後衛から後衛に投擲可能。




Cleric Magic lv I

ディスターブウインド

消費MP  -  1
 詠唱時間  -  1ターン
発動時間  -  瞬間

我が神よ。
向かい来るは邪悪なる者共。
その息吹にて敵を退けたまえ

風の衣が体を包み、体が軽くなる。

ターゲット1体のAGIを３増加する。重ねがけ不可。














Cleric Magic lv II

クリアウォーター

（非戦闘用）
消費MP  -  1

 詠唱時間  -  1ターン
発動時間  -  瞬間

我が神よ。
あなたの白き右手で

不浄なるこの水を清めたまえ

手のひらで包まれた水が浄化されていく。

コップ1杯程度の水を浄化し真水に変える。




Cleric Magic lv III

サーチアンデッド

消費MP  -  1
 詠唱時間  -  1ターン
発動時間  -  1ルーム

我が神よ。
その神秘の光で命なき哀れな
る者たちを照らしたまえ

月光が降り注ぎ呪われた者を暴き出す。

視認できるターゲットの中にいる者がアンデッドモンスター
かどうかを特定する。




Cleric Magic lv II

リムーブカース

消費MP  -  1
 詠唱時間  -  1ターン
発動時間  -  瞬間

我が神よ。
聖なる炎を持ちて彼の身を縛る

戒めを解き放ちたまえ

呪いのかかったアイテムを聖なる炎が包み燃やし尽くす。

術者のレベル以下のアイテムにかけられた呪いが解ける。ア
イテムは破壊される。




Cleric Magic lv III

ガーディアンシップ

消費MP  -  2
 詠唱時間  -  1ターン
発動時間  -  1フロア

我が神よ。
ここにいるは闇との戦いに挑む者
彼に勇気と祝福を与えたまえ

光の加護が全身を包みあらゆる状態異常を防ぎ癒やす。

指定したターゲット一体の死以外の状態異常を無効化する。
すでにかかっている死以外の状態異常を治療・無効化する。














Cleric Magic lv III

マジックプロテクション

消費MP  -  1～
 詠唱時間  -  1ターン
発動時間  -  1ターン

我が神よ。
その白きローブに包みて
我らを守りたまえ

柔らかな光のローブがパーティーを包み込む。

魔法発動後から次のマジックターン終了まで、使用したMP
レベル以下の攻撃呪文を無効化する。




Cleric Magic lv II

チェンジウォーター

（非戦闘用）
消費MP  -  1

 詠唱時間  -  1ターン
発動時間  -  瞬間

我が神よ。
あなたが作りし聖なるこの水に
その血を分け与えたまえ

浄化された水に祈りを捧げると様々な色に輝き始める。

クリアウォータで作成した真水を薬に変える。消費MPによ
り以下のものが作成できる。この魔法で作成したポーション
は30分程度で元の水に戻る。
MP1：回復薬（HP3回復）、解毒薬　／　MP2：麻痺治療
薬、病気治療薬　／　MP3：石化治療薬　／　MP4：再生
の薬




Cleric Magic lv III

チェンジフェイト

（非戦闘用）
消費MP  -  1

 詠唱時間  -  1ターン
発動時間  -  瞬間

我が神よ。
我が運と引き換えに

その歯車を巻き戻したまえ

運命の歯車が回る音が聞こえる。

術者のLKを1消費することで、直前の判定を成功にできる。




Cleric Magic lv II

サイレントシールド

消費MP  -  1
 詠唱時間  -  1ターン
発動時間  -  瞬間

我が神よ。
静寂の光で我らを守りたまえ。
沈黙を慈しむ我等を守りたまえ

罠の解除中など静かに行動している者に強力な魔法シールドを
付与する。

静止または静かに行動しているパーティー全員に対するあら
ゆる物理攻撃を無効にする。大きく動いたり攻撃を受けると
魔法は解除される。




 




