
ファイア　戦　MP：1　ターン：１
呪文：シンア　シンアー　クヴィ
ディベート　メムディクフーラ
効果：魔法の代わりとなるボールを投げて当たっ
た対象に 3ダメージ

シールド　非　MP：1
呪文：ゾローヘ　シンラク
効果：帰還するまで自分のHP最大値が＋２になる

コンパス　非　MP：1
呪文：ベートタラメム　ターア
ディーラ
効果：出口の方向がわかる

スパイダーネット　戦　MP：1　ターン：１
呪文：ベトタラメーム　ラユベト
ギヘーラ　ペウギ　ターアヘラ
効果：前衛の敵全員を走れなくする

LV1

ブリザード　戦　MP：４　ターン：１

呪文：ヘーラクッフ　ヘーラクッ
フ　エイラプシーン　エイラプ
シーン　クフディーヘ　
効果：指定したエリア内の敵全員に 5ダメージ

アーマー　非　MP：２

呪文：ペウギ　ベートエイラ　ゾ
ロヘ　クフユーシンペッタ
効果：帰還するまで自分のHP最大値が＋１０に
なる

LV3

サイレンス　戦　MP：２　ターン：１

呪文：風の神よ。彼の者から発せ
られるは茨の言葉。その言葉封
じ給え。
効果：発動から２ターン敵側の呪文を封じる。

スロウ　戦　MP：２　ターン：１

呪文：大地の神よ。悪しきものが
踏みしめるはその大地。彼の者
の動きを封じ給え。
効果：指定のエリア（前衛・後衛）の敵全員の
AGI を－５にする。

プロテクション　戦　MP：２　ターン：１

呪文：水の女神よ。ここに集いし
は貴女の子。我らにその加護を
与えたまえ。
効果：全員の最大HPを帰還するまで＋３する。

LV2

リカバリー　戦・非　MP：５　ターン：１

呪文：大地の女神よ。ここに傷つ
きしは勇者。その流す血は貴女
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
給え。
効果：接触している対象のHPを全回復する

ゴッドハンマー　戦　MP：５　ターン：２

呪文：炎の神よ。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。
効果：対象の一体を破壊する

LV4
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ファイア

消費MP  -  1
 詠唱時間  -  1ターン
発動時間  -  瞬間

シンア　シンアー
クヴィディベート
メムディクフーラ

術者の指先から５cmほどの火の玉を一つ発射する。

ボールなどの投擲物を投げて当たったターゲットに３ダメージ
を与える。後衛から後衛に投擲可能。燃えやすいものに使うと
燃やすことが出来る。（燃焼時間やその結果はGM判断）
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コマンド

（非戦闘用）
消費MP  -  ３

 詠唱時間  -  1ターン
発動時間  -  記述

ヘーラメーム
クヴィディベート
クフディーヘー

ターゲットの神経に干渉し身体を思い通りに操る。

1レベルの非戦闘状態のモンスターまたは友好的なターゲット１
体に行動が書かれたメモを渡す。メモを渡された相手はそこに書
かれていることを実行する。行動は「座れ」「箱を取れ」など一
言程度で表現できるものであること。「自殺しろ」などターゲッ
ト自身を傷つける命令や「自白しろ」など思考や感情に対しての
命令は無効。行動が終わる、ターゲットが攻撃を受ける、1分経
過するのいずれかで魔法は解け、ターゲットは魔法にかかってい
たことを認知する。
※卑猥なポーズをしろなどPLが嫌がる行動は禁止。GMはそれら
の行動を破棄することが出来る。
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マジックカーテン

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

ラユーヴィーア
ベートヘーレ　
ラウギシーンラ

術者の前に目に見えない魔法のカーテンを発生させる。

投擲武器・射撃武器の攻撃を完全に遮断する。
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メテオストライク

消費MP  -  1 0
 詠唱時間  -  2ターン
発動時間  -  瞬間

ダンジョンのはるか上空、人の住まざる空間にある物質を地
表に向けて落下させる。地表面近くで魔法ゲートを開き落下
物を敵の頭上に落す。

ボールなどの投擲物を５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。

 
　

クーラユー　ターラディー　クーウターペラ
ラツァメームツァメーム　
クヴィディベート

ラペヴーヌ　ラペヴーヌ　ラペヴーヌ
ゾローヘ　エイラプシーン











ファイアボール　戦　MP：２　ターン：２

呪文：シンア　シンアー　ベトへ
―レ　ゾローヘ
効果：指定したエリア内の敵全員に 5ダメージ

ディスペル　戦　MP：１　ターン：１

呪文：アーマ　メムターヴーヘ
効果：1　敵の呪文を即座に無効化する（AGI に
影響を受けずいつでも使える）

フリーズ　戦　MP：1　ターン：１

呪文：メムディクフラ　ペウギ　
クフユーシンペッタ
効果：指定した敵一体を３ターン歩けなくする

LV2

エクスプロージョン　戦　MP：５　ターン：２
呪文：

1ターン目：ベトタラメーム　クヴィ
ディベート　ラユベートギヘラ
2ターン目：ゾローヘ　エイラプ
シーン　シンアー　シンアー
効果：指定したエリア内の敵全員に 10ダメージ

魔法名：テレポート　非・戦　MP：１

呪文：ベトタラメーム　メムター
ヴヘー　クヴィディベート　ユ
ラアシーン
効果：非戦闘時は半分、戦闘時は全てのアイテム
を捨てて迷宮の入り口に帰還する。GMが全員の
アイテムを半分または全てを無作為に回収する。
（奇数を半分にする場合は少ない方を選択）

LV4

クイック　戦　MP：1　ターン：１

呪文：風の神よ。その源たる力を
分け与え給え。
効果：対象一人のAGI を＋３する

ヒール　戦・非　MP：1　ターン：１

呪文：大地の女神よ。広き慈しみ
の心でこの者の傷を癒し給え。
効果：接触している対象のHPを５回復する

ターンアンデッド　戦　MP：1　ターン：１

呪文：光の神よ。聖なる力を持っ
て不浄なる魂を沈め給え。
効果：指定したアンデッドモンスターを１体破壊
する

スクラッチ　戦　MP：1　ターン：１

呪文：火の神よ。彼の者に苦痛を
与えたまえ。
効果：指定した対象に１ダメージ

LV1

ガーディアンシップ　非　MP：３

呪文：光の神よ。我ら闇との戦い
に挑むものたち。我らに勇気と
祝福を与えたまえ。
効果：全員の最大HPを帰還するまで＋５する。

キュア　戦・非　MP：３　ターン：１

呪文：大地の女神よ。ここに集いし
は貴女の子たち。大いなる慈し
みを持ちて我らの傷を癒し給え。
効果：パーティー全員のHPを５回復する

ホーリーライト　戦　MP：３　ターン：２

呪文：光の神よ。全ての不浄なる者
たちをその光の矢で射抜き給え。
効果：全てのアンデッドを破壊する

LV3
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ワンダー

消費MP  -  0
 詠唱時間  -  1ターン
発動時間  -  瞬間

ヘーシーンクフベ　クーレベートラ
ヘーウレ　ペーウギ
ヘーウレ　ペーウギ

ラーユッタヴーム　クフディーヘー

術者の魂を空間のマナと融合し魔力を暴走させることで、予測不
可能な様々な効果を発生させる。

１ｄ６を振ってランダムに効果を決定。効果発動後にHPとMP
の最大値が２減る。（０以下になった場合は１）
１：何も起きない
２：帰還するまでパーティー全員のHP最大値が＋１０になり、
　　HPが全回復する
３：戦闘終了まで敵全員魔法を唱えられなくする
４：パーティー全員のHP/MPを全回復する
５：パーティー内の死者をペナルティーなしにHP/MP全回復状態
　　で生き返らせる
６：敵を全滅させる
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スパイダーネット

消費MP  -  1
 詠唱時間  -  1ターン
発動時間  -  瞬間

ベトタラメーム
ラユベトギーラ　
ペウギ　ターアヘラ

５本の指からネバネバとした蜘蛛の糸が飛び出て敵の足に絡
みつく。

指定したエリアの敵全員（病気・泥酔状態は全員）を移動し
づらくする。移動する時は足に重りが付いたようにゆっくり
と移動すること。


Wizard Magic lv IV

エクスプロージョン

消費MP  -  5
 詠唱時間  -  2ターン
発動時間  -  瞬間

頭上に上げた両手の上に１ｍほどの巨大な火球を出現させ投
げつける。火球は着地点で爆発し、地面の石を砕き周辺のモ
ノに火と衝撃の大きなダメージを与える。

ボールなどの投擲物を投げて最初に接触した地点から半径
１.5ｍ(約3歩)内の敵全員(病気・泥酔状態は全員)に10ダメー
ジ。範囲内にテーブルや樽などがあった場合は破壊される。
(GM判断)。範囲が着地点のエリアを超えることはない。
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ライトアーマー

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

ゾローヘ
シンラーク

術者の着ている服を衝撃に対して革鎧並に硬くする。重さは
なく動きが制限されることはない。

自分のHP最大値が２増加し、HPが２回復する。同じ呪文ま
たはヘビーアーマーとの重ねがけは不可。後にかけたほうが
有効になる。

ベトタラメーム クヴィディベート
ラユベートギヘラ

ゾローヘ　エイラプシーン
シンアー　シンアー
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キャットアイ

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

ディーシンフェー
クーラユー
ラヴーア

術者の目に魔法をかけて暗い場所でも昼間のようにハッキリ
とモノを見ることができる。

不確定状態の敵の正体がわかる。ランタンの光が届かない暗
い場所（ダークゾーン）でもモノが見える。
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ヘビーアーマー

消費MP  -  4
 詠唱時間  -  1ターン
発動時間  -  1ダイブ

ペウギ
ベートエイラ
ゾロヘ　

クフユーシンヘーラ

術者の着ている服を鋼鉄並に硬くする。重さはなく動きが制
限されることはない。

自分のHP最大値が10増加になり、HPが10回復する。同じ呪
文またはライトアーマーとの重ねがけは不可。後にかけたほ
うが有効になる。
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ファイアボール

消費MP  -  2
 詠唱時間  -  2ターン
発動時間  -  瞬間

シンア　シンアー
ベトへ―レ　ベトタラメーム

シンア　シンアー
ゾローヘ　クフディーヘ

手のひらから２０cmほどの炎の塊を発射する。炎は着地点
で炸裂し周辺に燃え移る。

ボールなどの投擲物を投げて最初に接触した地点から半径
１ｍ内の敵全員（病気・泥酔状態は全員）に５ダメージ。
範囲内に燃えやすいものがあると燃える。範囲が着地点のエ
リアを超えることはない。
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エンチャント
ウェポン

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

ラザイレベート
ベートエーイラ
クーヴークフ

マナの光がターゲットの武器を包む込み、斬りつけたモノに
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。
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テレポート

消費MP  -  1
 詠唱時間  -  1ターン
発動時間  -  瞬間

ベトタラメーム
メムターヴヘー　
クヴィディベート
ユラアシーン

現在地とダンジョンの入口に魔法の空間をつなぎ移動できる
ようにする。空間を通る際にしっかりと身に付けていないア
イテム類は空間のひずみに取り込まれてしまう。

非戦闘時は半分、戦闘時は全てのアイテムを捨ててダンジョ
ンの入り口に帰還する。GMが全員のアイテムを半分または
全てを無作為に回収する。（奇数を半分にする場合は少ない
方を選択）
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ソナー

消費MP  -  1
 詠唱時間  -  1ターン
発動時間  -  瞬間

ベートタラメーム
ラヴークフ
ベートへ―レ

マナが波紋のように広がり隠されたものを暴き出す。

指定した遮蔽物（扉、壁、宝箱など）の向こうを探知し、そ
の中に何があるのかがおぼろげにわかる（GM判断）。厚さ
が30cm以上ある場合は探知できない。例えば扉や壁であれ
ばその先にいる人数がわかる。宝箱であれば罠の存在と箱の
中に何か（ある程度の形まで）があることがわかる。探知さ
れた対象が魔術師の場合は探知されたことに気づく。
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エクスチェンジ

消費MP  -  0
 詠唱時間  -  1ターン
発動時間  -  瞬間

ペーウギ　アーマ
ユーラアシーン

自身の血からマナを絞り出しマナに変換する。

希望の数値分HPを減らし、同じ数値分MPを増やす。HPを0
以下にすることは出来ない。
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ディスガイズ

消費MP  -  2
 詠唱時間  -  1ターン
発動時間  -  記述

ペーウギ
ペーブクフシーン
ヒーラシーンアー

術者を幻影でつつみ別人に見せる。

術者がはっきりと想像できる人型生物を告げる。魔法が効果
を及ぼす間、周りからはその生物に見え、声も変わる。術者
より50cm以上サイズの違うものにはなれない。実際には
ローブを着ていても鎧を着ているように見せることはできる
が触るとわかる。身長が高くなった分も頭部を触れるとなに
もないことがわかる。術者が魔法を解くか30分経過すると終
了する。











フリーズ

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

メムディクフーラ
ペウギ　ペーウギ
ラザイレベート
ラーユタヴァーム

ターゲットの足を石のように硬くする。

指定したターゲット一体を移動できなくする。片足を起点と
しての回転は可能。
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ディスペル

消費MP  -  1
 詠唱時間  -  1ターン
発動時間  -  瞬間

アーマ
メムタヴーヘ　

アーマ
ユーウベトーク

相手の周辺に集まるマナを打ち消し、指定したターゲット一
体の魔法を即座に無効化する

アイテムや人にかかっている魔法を無効化する。AGIに影響
を受けず、同じマジックフェーズ中に先に発動した魔法を即
座に打ち消すことも可能。
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インビジブル

（非戦闘用）
消費MP  -  4

 詠唱時間  -  1ターン
発動時間  -  記述

ラヴーア
ターウベート
ユーツァーユ
シーンザンメ

周囲の光を操作し、人や物の姿を見えなくさせる。

指定したターゲット1体（または１つ）の姿を術者を含めて
すべての者から見えなくする。赤外線や嗅覚など視覚に頼ら
ない方法でモノを見ている者やターゲットが物音を立てた場
合には気づかれることがある。ターゲットが激しく動く、術
者が魔法を解く、10分経過のいずれかで終了する。
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ブリザード

消費MP  -  4
 詠唱時間  -  1ターン
発動時間  -  瞬間

ヘーラクッフ
ヘーラクッフ
エイラプシーン
エイラプシーン
クフディーヘ

術者の両手から大粒の氷の刃を多数発生させターゲットにぶ
つける。

ボールなどの投擲物を投げて最初に接触した地点から半径
１.5ｍ内の敵全員（病気・泥酔状態は全員）に５ダメージ。
範囲内の燃えているものを鎮火する。水は氷になる。（凍結
時間やその結果はGM判断）。範囲が着地点のエリアを超え
ることはない。











ヘムディーアー
ラユーヴィーア

ユーラシーン　メームペーレ
ラーペヴーヌ
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アポート

（非戦闘用）
消費MP  -  2

 詠唱時間  -  1ターン
発動時間  -  記述

アーマ
クヴィディベート
クフディーヘー

指先から他の者には見えないマナの紐がターゲットに巻きつ
き、術者の手元まで引き寄せる。

視認できる片手で力を入れずに持てる程度の軽い物（GM判
断）を１つ術者のところまで空中を漂い引き寄せることがで
きる。引き寄せる速度は1秒で1歩程度（GMまたは出番でな
いNPCが動かす）。術者が魔法を解くか途中で集中力が切れ
るような事が起きた場合は終了しターゲットは落下する。
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ショック

消費MP  -  1
 詠唱時間  -  1ターン
発動時間  -  瞬間

ペーウギ
ヴェートエーイラ
ユーラシーン
メームペーレ

ターゲットの両手に電気が流れ持ち物を落としてしまう。

指定したターゲット一体は手に持っているものを落とす。持
ち物が体と一体化している場合は無効。
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ライトニングボルト

消費MP  -  4
 詠唱時間  -  1ターン
発動時間  -  瞬間

術者の両手から強力な電気を発生させ部屋全体からターゲッ
トに放電する。

ボールなどの投擲物を投げて最初に接触した地点から半径
2.5ｍ内の敵全員（病気・泥酔状態は全員）に３ダメージ。
ターゲットが金属鎧を着ている場合はさらに＋１ダメージ。
範囲は着地点のエリアを超えることができる。
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フロート

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

ラクフシーンメーム
メームユーユー
メームアパ
シンラクー

足元にマナのプレートを発生させてターゲットを数ｃｍ浮か
せる。

指定したターゲット1体（または１つ）は地面や水面から
10cm程度浮遊する。床に接触していることで発動する罠や
効果がある魔法の影響を受けなくなる。

 




