
Dungeons&Dragons® Table 
―基本クラス― ［PHB, etc］ （３.５ｅ） ( 『プレイヤーズ・ハンドブック 第 3.5 版』――p21、他 ) ： 

 

クラス名 

基本攻撃 頑健 反応 意志 重要能力値  参照 

・クラス能力 

［a］代案版クラス / ［b］代替クラス特徴 / ［c］種族代替レベル / ［d］その他 

サムライ 

良好 良好 劣悪 劣悪 肉体系、【魅力】  『戦士大全』 

・《特殊武器習熟：バスタードソード》、二刀一体、気合の一撃（１回/日…）、居合いの達人、眼光、 

《イニシアチブ強化》、全体眼光、二刀一体強化、眼光強化、上級二刀一体、畏怖すべき存在 

  

スワッシュバックラー 

良好 良好 劣悪 劣悪 肉体系、【知力】  『戦士大全』 

・《武器の妙技》、優雅なる反応（＋１…）、技の冴え、回避ボーナス（＋１…）、曲技突撃、 

挟撃強化、幸運（1 回/日）、軽業師技能体得、弱体化クリティカル、心術破り、痛打クリティカル 

 ［b］二刀の盾（５） / 秘術の曲技（１） / － 

ダスクブレード 

良好 良好 劣悪 良好 肉体系、【知力】  『プレイヤーズ・ハンドブックⅡ』 

・秘術呪文（０ｌｖ～５ｖ）、鎧の魔道師（軽装, ライト・シールド…）、初級秘術呪文感得、《戦闘発動》、 

秘術呪文注入（通常…）、即行発動（１回/日…）、抵抗破りの剣（＋2…） 

  

ナイト 

良好 劣悪 劣悪 良好 肉体系、【魅力】  『プレイヤーズ・ハンドブックⅡ』 

・ナイトの挑戦、戦いの挑戦（＋１…）、ナイトの規範、《騎乗戦闘》、盾でのブロック（＋1…）、 

防御の砦、気概だめし、鎧体得（中装…）、油断なき守り手、ナイト・ボーナス特技（1 つ目…）、 

仲間の盾、戦列復帰の呼びかけ、威風堂々たる挑戦、仲間の盾強化、忠義の絆、 

恐るべき忍耐力、死すら超える忠義 

  

バーバリアン 

良好 良好 劣悪 劣悪 肉体系  『プレイヤーズ・ハンドブック 第 3.5 版』 

・激怒（1 回/日…）、高速移動（＋10ｆｔ）、識字能力の欠如、直感回避、罠感知（＋１…）、 

直感回避強化、ダメージ減少（1…/－）、大激怒、不屈の意志、無疲労激怒、超激怒 

 ［b］狂戦士の底力（１） / 呪文感知（３） /  トーテム精霊（１）、精霊界を覗き込む（５）、 

トーテムの顕現（７） /  

 ［c］ゴライアス（１，５，７）、ハーフオーク（２，５，７） 

パラディン 

良好 良好 劣悪 劣悪 【知力】以外  『プレイヤーズ・ハンドブック 第 3.5 版』 

・信仰呪文（１ｌｖ～４ｌｖ）、ディテクト・イーヴル、悪を討つ一撃（1 回/日…）、善のオーラ、 

同行者の制限、行動規範、癒しの手、信仰の恩寵、勇気のオーラ、健全なる肉体、 

アンデッド退散、特別な乗騎の招請（1 回/日）、リムーヴ・ディジーズ （1 回/週…） 

 ［a］代案版パラディン（１） /  

 ［b］悪を討つ突撃（５） / 信仰の呪文相殺（４）、呪い破り（６） / 聖戦士（１）、 

アンダーダークの騎士（５） /  

 ［c］ハーフオーク（１，３，６）、エルフ（１，３，５） / 

 ［d］『フォーゴトン・レルム・ワールドガイド』 p27 に、“特殊なパラディン騎士団”（マルチクラス緩和） 

ファイター 

良好 良好 劣悪 劣悪 肉体系  『プレイヤーズ・ハンドブック 第 3.5 版』 

・ファイター・ボーナス特技（1 つ目…） 

 ［b］堅守の技（６）、反撃の技（１２）、必殺の技（１６） / 鎧の魔道師（１） / 決意（２，４，６，…）、 

属性注入（４，６，８，…）、神の鎧（８，１０，１２，…） /  

 ［c］ドワーフ（１，２，８）、ハーフエルフ（１，２，６）、ラプトラン（１，４，８） /  

 ［d］『石の種族』 p142 で、《タワー・シールド習熟》を《特殊盾習熟：どれか 1 つ》に代替可（１） 

ヘクスブレード 

良好 劣悪 劣悪 良好 肉体系、【魅力】  『戦士大全』 

・秘術呪文（１ｌｖ～４ｌｖ）、ヘクスブレードの呪い（1 回/日…）、対呪文セーヴ上昇、耐えぬく力、 

使い魔の招来、ヘクスブレード・ボーナス特技（1 つ目…）、ヘクスブレードの恐るべき呪い、 

凶運のオーラ（1 回/日…）、ヘクスブレードの大いなる呪い 

 ［b］暗黒の相棒（４） / － / － 

レンジャー 

良好 良好 良好 劣悪 肉体系、【判断力】  『プレイヤーズ・ハンドブック 第 3.5 版』 

・信仰呪文（１ｌｖ～４ｌｖ）、得意な敵（１つ目…）、野生動物との共感、《追跡》、戦闘スタイル、 

《持久力》、動物の相棒、戦闘スタイル強化、森渡り、迅速なる追跡、身かわし、戦闘スタイル体得、 

カモフラージュ、影隠れ 

 ［a］代案版レンジャー（１） /  

 ［b］隙作り（４） / 得意な敵（秘術使い）（１）、呪文反射（９） / 荒野の勇者（１）、 

精霊との交流（１）、導きの精霊（４） / 『ドラゴンマーク』 p67 に、アーバン・レンジャー（1） /  

［c］ノーム（１，４，８）、ハーフエルフ（１，４，１３）、エルフ（１，４，１０） /  
 

クラス名 

基本攻撃 頑健 反応 意志 重要能力値  参照 

・クラス能力 

［a］代案版クラス / ［b］代替クラス特徴 / ［c］種族代替レベル / ［d］その他 

アーティフィサー 

標準 劣悪 劣悪 良好 【判断力】以外  『エベロン・ワールドガイド』 

・鼓吹（１ｌｖ～６ｌｖ）、罠無効化、アーティフィサーの知識、アイテム作成、職人ボーナス、 

作成用予備点、《巻物作成》、《ポーション作成》、《その他のアイテム作成》、ホムンクルス作成、 

アーティフィサー・ボーナス特技（1 つ目…）、《魔法の武器防具作成》、《ワンド作成》、 

開放型修正呪文、《ロッド作成》、完成型修正呪文、《スタッフ作成》、技能体得、《リング作成》 

  

ウォーロック 

標準 劣悪 劣悪 良好 【魅力】、【敏捷力】  『秘術大全』 

・妖術（初級～暗黒）、鎧の魔道師（軽装）、怪光線（1ｄ6 点…）、ディテクト・マジック、 

ダメージ減少 1…/冷たい鉄、アイテム騙し、魔物の治癒力（1 点…）（1 回/日）、 

エネルギー2 種類に対する抵抗（5 点…）、アイテム呪力付与 

 ［b］妖火輪（８） / － / － / 

 ［d］『秘術大全』 p18，p71 に、呪文が成長する上級クラスになる場合の利益 

クレリック 

標準 良好 劣悪 良好 【知力】以外  『プレイヤーズ・ハンドブック 第 3.5 版』 

・信仰呪文（０ｌｖ～９ｌｖ）、領域 2 つ、任意発動（キュア）、アンデッド退散または威伏、オーラ 

［b］任意発動（領域呪文）（１） / 信仰の呪文相殺（１）、魔術僧侶（１） / 治癒力の蓄え（７） /  

 ［c］ドワーフ（１，４，８）、ラプトラン（１，３，７） /  

 ［d］『高貴なる行ないの書』 p84 で、悪以外ならば任意発動（成聖呪文）が追加（１） /  

『勇者大全』 p52 で、「領域 1 つ」を「領域特技 1 つ」に代替可（1） 

［※］GH，FR では、「神格から 1 段階以内の属性であること」，「真なる中立の神格しか真なる中立 

になれない」，「その種族しか種族神格のクレリックになれない」，「自身および神格と対立する属性 

の呪文は発動できない」の制限を受ける（PHB p28，p31，p104 を参照）。 

また、FR では、「神格を信仰していないと信仰呪文を使用できない（概念，思想，理想などの信仰は 

不可）」の制限を受ける（FRCS p22 を参照）。 

ただし、EB では、「属性の領域（悪の領域など）は自身の属性からのみ選択可」という以外は、上記 

の制限を受けない（ECS p34 を参照）。 

なお、パンテオン全体の信仰に関しては、CD p6 を参照。 

サイキック･ウォリアー 

標準 良好 劣悪 劣悪 肉体系、【判断力】  『サイオニクス・ハンドブック 第 3.5 版』 

・サイオニック・パワー（１ｌｖ～６ｌｖ）、サイキック・ウォリアー・ボーナス特技（1 つ目…） 

  

 

 

 

 

クラス名 

基本攻撃 頑健 反応 意志 重要能力値  参照 

・クラス能力 

［a］代案版クラス / ［b］代替クラス特徴 / ［c］種族代替レベル / ［d］その他 

スカウト 

標準 劣悪 良好 劣悪 肉体系  『冒険者大全』 

・罠探し、機動戦闘（＋1ｄ6 点, ±0ＡＣ…）、直感回避、頑健なる闘士（＋１…）、跡なき足取り、 

高速移動（＋10ｆｔ…）、スカウト・ボーナス特技（1 つ目…）、身かわし、地形渡り、カモフラージュ、 

非視覚的感知（30ｆｔ）、影隠れ、自由なる移動、擬似視覚（30ｆｔ） 

 ［b］ダンジョンの専門家（３） / 呪文反射（５） / － 

スピリット･シャーマン 

標準 良好 劣悪 良好 肉体系、【判断力】  『信仰大全』 

・信仰呪文（０ｌｖ～９ｌｖ）、想起、野生動物との共感、先導精霊、精霊退治、精霊感知、精霊の祝福、 

先導精霊の導き、霊体の闘士、精霊の護り（1 回/日）、精霊形態（1 回/日…）、先導精霊魔術、 

招霊（1 回/週）、憑き物落とし、精霊弱体化、精霊体旅行（1 回/日）、精霊の寵愛、歩む精霊 

  

スペルシーフ 

標準 劣悪 劣悪 良好 肉体系、【魅力】  『冒険者大全』 

・秘術呪文（１ｌｖ～４ｌｖ）、鎧の魔道師（軽装）、罠探し、急所攻撃（＋1ｄ6 点…）、 

呪文泥棒（１ｌｖ以下…）、呪文効果泥棒、呪文慣れ（＋1…）、ディテクト・マジック、 

エネルギー抵抗泥棒（10 点…）、擬似呪文能力泥棒、呪文吸収（通常…）、アーケイン・サイト、 

呪文暴き、呪文抵抗泥棒 

  

ソウルナイフ 

標準 劣悪 良好 良好 肉体系  『サイオニクス・ハンドブック 第 3.5 版』 

・《武器習熟：マインド・ブレード》、マインド・ブレード創造、《荒削りの素質》、マインド・ブレード投擲、 

 心霊斬（＋1ｄ8 点…）、マインド・ブレード（＋1…）、マインド・ブレード早抜き、マインド・ブレード変形、 

 マインド・ブレード強化（＋1…）、《思考の如き速さ》、刃の旋風、《上級武器熟練：マインド・ブレード》、 

 魂を貫く刃、複数回投擲 

  

ドラゴン･シャーマン 

標準 良好 劣悪 良好 肉体系、【魅力】  『プレイヤーズ・ハンドブックⅡ』 

・トーテム・ドラゴン、竜のオーラ（＋1…）、《技能熟練》、竜の適応力、ブレス攻撃（2ｄ6 点…）、 

竜の耐性、生気の接触（傷の治療…）、外皮（＋1…）、エネルギー1 種類に対する完全耐性、 

竜の霊との交信（1 回/週）、竜の翼 

  

ドルイド 

標準 良好 劣悪 良好 肉体系、【判断力】  『プレイヤーズ・ハンドブック 第 3.5 版』 

・信仰呪文（０ｌｖ～９ｌｖ）、任意発動（サモン）、動物の相棒、野生動物との共感、自然知覚、 

金属の防具の禁忌、森渡り、跡なき足取り、自然の誘惑への抵抗力、自然の化身（1 回/日…）、 

生物毒への耐性、千の顔、時知らずの肉体、エレメンタルの自然の化身（1 回/日…） 

 ［b］高速治癒の守り（１）、形相変化（１） / エレメンタルの相棒（１） / － /  

 ［c］ゴライアス（１，６，１２）、ハーフオーク（１，４，６）、ハーフリング（１，５，１５） 

［※］GH では、「自身および神格と対立する属性の呪文は発動できない」（PHB p35 を参照）。また、 

FR では、「自然または動物の神格を信仰していなければならない」（FRCS p22 を参照）。 

ニンジャ 

標準 劣悪 良好 劣悪 肉体系、【判断力】  『冒険者大全』 

・罠探し、急襲攻撃（＋1ｄ6 点…）、“気”の力、幽遁の術（不可視状態…）、毒の使用、大跳躍、 

軽身（＋2…）、“気”回避、高速登攀、幽撃の術、毒の使用強化、身かわし、幽心の術、幽視の術、 

上級“気”回避、幽歩の術 

  

バード 

標準 劣悪 良好 良好 肉体系、【魅力】  『プレイヤーズ・ハンドブック 第 3.5 版』 

・秘術呪文（０ｌｖ～６ｌｖ）、鎧の魔道師（軽装）、バードの知識、呪歌、打ち消しの呪歌、恍惚の呪歌、 

勇気鼓舞の呪歌（＋１…）、自信鼓舞の呪歌、サジェスチョンの呪歌、武勇鼓舞の呪歌、 

自由の呪歌、英雄鼓舞の呪歌、マス・サジェスチョンの呪歌 

 ［b］バードのたしなみ（１） / 呪文破りの歌（１） / 治癒の賛美歌（１）、防壁の賛美歌（３） /  

『エベロン・ワールドガイド』 p18 で、創作の音楽（３，６，９，…） /  

 ［c］ノーム（１，３，６，１１）、ハーフエルフ（１，６，１０） 

フェイヴァード･ソウル 

標準 良好 良好 良好 肉体系、【魅力】  『信仰大全』 

・信仰呪文（０ｌｖ～９ｌｖ）、《神格武器習熟》、エネルギー1 種類に対する抵抗 10（１つ目…）、 

《神格武器開眼》、翼、ダメージ減少（10/銀または 10/冷たい鉄） 

 ［b］神格の恩寵（３） / － / － 

マーシャル 

標準 良好 劣悪 良好 肉体系、【魅力】  『プレイヤーズ・ハンドブックⅡ』 

・初級オーラ（1 つ目…）、《技能熟練：交渉》、上級オーラ（1 つ目…）（＋１…）、 

移動アクション付与（1 回/日…） 

 ［b］アドレナリン増強（４） / － / － 

モンク 

標準 良好 良好 良好 肉体系、【判断力】  『プレイヤーズ・ハンドブック 第 3.5 版』 

・素手打撃（1ｄ6 点…）、連打（－2/－2…）、ボーナス特技（1 レベル）、身かわし、 

ボーナス特技（2 レベル）、不動心、高速移動（＋10ｆｔ…）、“気”打撃（魔法…）、浮身（20ｆｔ…）、 

無病身、ボーナス特技（6 レベル）、肉体の完成、身かわし強化、金剛身、上級連打、 

縮地の法（1 回/日）、金剛心、激震掌（1 回/週）、時知らずの肉体、日月語、虚身、即身成道 

 ［b］一撃必殺（１） / 乱気拳（１）、呪文反射（２） / 篤き信心の瞑想（３）、聖なる打撃（４） /  

『エベロン・ワールドガイド』 p41 に、修道訓練（１，２，６）、モンクと教会（２，６） / 

［c］ハーフリング（１，２，７） /  

［d］『フォーゴトン・レルム・ワールドガイド』 p27 に、“モンクの修道会”（マルチクラス緩和） 

ローグ 

標準 劣悪 良好 劣悪 肉体系、【知力】  『プレイヤーズ・ハンドブック 第 3.5 版』 

・罠探し、罠感知（＋１…）、急所攻撃（＋1ｄ6 点…）、身かわし、直感回避、直感回避強化、 

特殊能力（1 つ目…） 

 ［b］体勢崩し（４） / 呪文反射（２）、呪文感知（３） / 古物研究家（１）、死者の禍（３）、 

聖なる追撃者（１０，１３，１６，１９）、仲間をかばう身かわし（１０，１３，１６，１９） /  

 ［c］ゴライアス（１，５，７）、ハーフリング（１，３，１０） 
 

クラス名 

基本攻撃 頑健 反応 意志 重要能力値  参照 

・クラス能力 

［a］代案版クラス / ［b］代替クラス特徴 / ［c］種族代替レベル / ［d］その他 

ウィザード 

劣悪 劣悪 劣悪 良好 【知力】、【敏捷力】  『プレイヤーズ・ハンドブック 第 3.5 版』 

・秘術呪文（０ｌｖ～９ｌｖ）、系統専門化、使い魔の招来、《巻物作成》、 

ウィザード・ボーナス特技（1 つ目…） 

 ［b］割り込み魔法（１） / 高度専門家（１） / 任意発動（占術呪文）（５，１０，１５，２０）、 

領域特典（５，１０，１５，２０） /  

 ［c］ノーム幻術士（１，５，１０）、エルフ（１，３，５） / 

ウー･イァン 

劣悪 劣悪 劣悪 良好 【知力】、【敏捷力】  『秘術大全』 

・秘術呪文（０ｌｖ～９ｌｖ）、一行体得、見張り精霊（１回/日）、ボーナス特技（どれでも）、タブー、 

呪文秘技（1 つ目…） 

  

ウォーメイジ 

劣悪 劣悪 劣悪 良好 【魅力】、【敏捷力】  『秘術大全』 

・秘術呪文（０ｌｖ～９ｌｖ）、鎧の魔道師（軽装…）、ウォーメイジの威力、習得呪文補強（1 つ目…）、 

《即時呪文威力強化》、《即時呪文距離延長》、《即時呪文範囲拡大》、《即時呪文威力最大化》 

 選択的学習（３，６，１１，１６） / － / － 

 



Dungeons&Dragons® Table 

クラス名 

基本攻撃 頑健 反応 意志 重要能力値  参照 

・クラス能力 

［a］代案版クラス / ［b］代替クラス特徴 / ［c］種族代替レベル / ［d］その他 

サイオン 

劣悪 劣悪 劣悪 良好 【知力】、【敏捷力】  『サイオニクス・ハンドブック 第 3.5 版』 

・サイオニック・パワー（１ｌｖ～９ｌｖ）、分野専門化、サイオン・ボーナス特技（1 つ目…） 

  

シュゲンジャ 

劣悪 劣悪 劣悪 良好 【判断力】、【敏捷力】  『信仰大全』 

・信仰呪文（０ｌｖ～９ｌｖ）、宗門 1 つ、四大元素熟練、元素感知 

  

ソーサラー 

劣悪 劣悪 劣悪 良好 【魅力】、【敏捷力】  『プレイヤーズ・ハンドブック 第 3.5 版』 

・秘術呪文（０ｌｖ～９ｌｖ）、使い魔の招来 

 ［b］呪文修正の専門化（１） / 豪胆なソーサラー（１） / 信仰の相棒（１）、領域の利用（５） /  

 ［c］ドワーフ（１，５，９）、ラプトラン（１，３，７） 

ビガイラー 

劣悪 劣悪 劣悪 良好 【知力】、【敏捷力】  『プレイヤーズ・ハンドブックⅡ』 

・秘術呪文（０ｌｖ～９ｌｖ）、罠探し、鎧の魔道師（軽装）、秘匿発動（難易度＋1, 呪文抵抗±0…）、 

奇襲発動（通常…）、習得呪文補強（1 つ目…）、《呪文音声省略》 

  

ワイルダー 

劣悪 劣悪 劣悪 良好 【魅力】、【敏捷力】  『サイオニクス・ハンドブック 第 3.5 版』 

・サイオニック・パワー（１ｌｖ～９ｌｖ）、精神力消耗、荒れ狂う激情（＋１…）、接触かわし、 

荒れ狂う歓喜（＋１…）、気まぐれな心（＋1…） 

  

 

※ 代案版クラスは 『戦士大全』 に収録。代替クラス特徴は 『プレイヤーズ・ハンドブックⅡ』 / 『魔道師大全』 / 『勇者大全』 / 

『それ以外』 の順番に並べて記載。種族代替レベルは各 『種族』 シリーズに収録。（）内は対応するレベル。 
 

※ 《秘術呪文準備》特技（CAr p83）にて、秘術呪文を準備しないクラスでも腐敗呪文または聖成呪文を使用できると思われる。 

 
 

 
 

※各サプリメントは、原書の刊行順で整列しました。 日本語版の 『五つ国：ファイヴ・ネイションズ』（2008 年 6 月） までに対応。 
 
―使い魔― ［Familiar］ （３ｅ/３.５ｅ） （ 『プレイヤーズ・ハンドブック 第 3.5 版』、他 ) ： 
 

［追加の使い魔、その他］ 
 

『プレイヤーズ・ハンドブック 第 3.5 版』 （PHB）：  
 

―使い魔： 「アウル（p27）」～「リザード（p27）」。 
 

『ダンジョン・マスターズ・ガイド 第 3.5 版』 （MM）：  
 

―超小型サイズ以下の術者の使い魔： 「バット（p199）」～「トード（p200）」。 
 

―超大型サイズ以上の術者の使い魔： 「ダイア・ラット（p200）」～「ウルヴァリン（p200）」。 
 

―《上級使い魔》： 「セレスチャル・ホーク（p196）」～「スタージ（p199）」。 
 

『フェイルーンのモンスター』 （MCMoF）：  
 

―《上級使い魔》： 「アイボール・ビホルダーキン（p66）」。 
 

『フォーゴトン・レルム・ワールドガイド』 （FRCS）：  
 

―追加の使い魔： 「サブテラニアン・ヘアリー・スパイダー（p22）」～「オクトパス（p22）」。 
 

―《上級使い魔》： 「トレッシム（p37）」～「スタージ（p37）」。 
 

『モンスター・マニュアルⅡ』 （MM2）：  
 

―《上級使い魔》： 「ファイアー・バット（p130）」。 
 

『不浄なる暗黒の書』 （BoVD）：  
 

―類似のクラス能力： 「インプの使い魔（p65）」、「クアジットの使い魔（p72）」。 
 

『高貴なる行ないの書』 （BoED）：  
 

―《高貴なる使い魔》： 「セレスチャル種クリーチャーに変更（p46）」、「クア・エラドリン（ｐ46）」～「マステヴァ

ル・ガーディナル（p46）」。 
 

『竜の書：ドラコノミコン』 （Dra）：  
 

―《竜の使い魔》： 「ワームリング・ホワイト・ドラゴン（p101，p136）」～「ワームリング・ゴールド・ドラゴン

（p136）」。 
 

『戦士大全』 （CW）：  
 

―《上級使い魔》： 「クレンシャー（p100）」～「ウィンター・ウルフ（p100）」。 
 

―護衛使い魔の《上級使い魔》： 「スパーク・ガーディアン（p118）」～「ブレード・ガーディアン（p120）」。 
 

『フェイルーン・プレイヤーズ・ガイド』 （PGｔF）：  
 

―《上級使い魔》： 「オスクイップ（p40）」～「リンクス（p40）」。 
 

―類似のクラス能力： 「ネコ科の使い魔（p176）」。 

 

『秘術大全』 （CAr）：  
 

―類似のクラス能力： 「スードゥナチュラル種の使い魔（p30）」。 

 

―《使い魔獲得》： 「秘術呪文の使い手が使い魔の招来を獲得（p81）」。 

 

『ウォーターディープ：壮麗な都』 （CoSW）：  
 

―《上級使い魔》： 「ウォッチスパイダー（p131）」。 
 

『ゼンドリックの秘密』 （SoX）：  
 

―《ヴァルクーアの寵児》： 「超小型モンストラス・スコーピオン（p136）」。 

 

『無頼大全』 （CS）：  
 

―《上級使い魔》： 「小型モンストラス・センチピード（p78）」～「マグマ・メフィット（p78）」。 

 

 

 

 

 

 

―サイクリスタル― ［Psicrystal］ （３.５ｅ） （ 『サイオニクス・ハンドブック 第 3.5 版』、他 ) ： 
 

［サイクリスタル、その他］ 
 

『サイオニクス・ハンドブック 第 3.5 版』 （XPH）：  
 

―《サイクリスタル共感》： 「サイクリスタル（p21，p46，p200）」。 
 

―強化用の特技： 「《サイクリスタル封入》（p46）」、「《上級サイクリスタル》（p47）」。 

 
―動物の相棒― ［Animal Companion］ （３.５ｅ） （ 『プレイヤーズ・ハンドブック 第 3.5 版』、他 )  
 

［追加の動物の相棒、その他］ 
 

『プレイヤーズ・ハンドブック 第 3.5 版』 （PHB）：  
 

―動物の相棒： 「アウル（p36）」～「ダイア・タイガー（p36）」。 
 

『高貴なる行ないの書』 （BoED）：  
 

―《高貴なる相棒》： 「セレスチャル種クリーチャーに変更（p41）」、「ブリンク・ドッグ（p42）」～「ユニコーン

（p42）」。 
 

『エベロン・ワールドガイド』 （ECS）：  
 

―追加の動物の相棒： 「ホリッド・ラット（p37）」～「ホリッド・ベア（p38）」。 
 

―《トーテムの相棒》： 「コッカトリス（p58）」～「アーサック（p58）」。 
 

―《蟲の相棒》： 「ジャイアント・アント・ソルジャー（p61）」～「ジャイアント・スタッグ・ビートル（p62）」。 
 

『石の種族』 （RoS）：  
 

―ノーム・レンジャーの種族代替クラス： 「穴を掘る動物の相棒（p149）」。 

 

―ゴライアス・ドルイドの種族代替クラス： 「大地の相棒（p150）」。 

 

『自然の種族』 （RotW）：  
 

―類似のクラス能力： 「相棒使い魔（p108）」。 

 

―エルフ・レンジャーの種族代替クラス： 「エルヴン・ハウンドの相棒（p157）」。 

 

『五つ国：ファイヴ・ネイションズ』 （FN）：  
 

―追加の動物の相棒： 「ドラゴンホーク（p45）」、「メイジブレッド・ブラウン・ベア（ｐ74）」、「メイジブレッド・ゴ

ースト・タイガー（p74）」。 
 

『ウォーターディープ：壮麗な都』 （CoSW）：  
 

―追加の動物の相棒： 「ウォッチスパイダー（p131）」。 
 

『プレイヤーズ・ハンドブックⅡ』 （PH2）：  
 

―追加の動物の相棒： 「ヴァルチャー（p47）」～「メガテリウム〈p47〉」。〈本書 p47 に過去の一覧が記載さ

れているため、そのサプリメントは割愛しました； 日本語内では、A&EG，MM2，RoS，MM3，RotW が該当。） 
 

『ゼンドリックの秘密』 （SoX）：  
 

―《ヴァルクーアの寵児》： 「小型モンストラス・スコーピオン（p136）」～「超大型モンストラス・スコーピオン

（p136）」。 

 

『魔道師大全』 （CM）：  
 

―ドルイドの代替クラス特徴： 「エレメンタルの相棒（p32）」。 

 
―特別な乗騎― ［Special Mount］ （３.５ｅ） （ 『プレイヤーズ・ハンドブック 第 3.5 版』、他 ) ： 
 

［追加の特別な乗騎、その他］ 
 

『プレイヤーズ・ハンドブック 第 3.5 版』 （PHB）：  
 

―特別な乗騎： 「ヘヴィ・ウォーホース（p46）」、「ライト・ウォーホース（p46）」。 
 

『ダンジョン・マスターズ・ガイド 第 3.5 版』 （MM）：  
 

―追加の特別な乗騎： 「キャメル（p201）」～「グリフィン（p201）」、「中型モンストラス・スパイダー（p201）」

～「モニター・リザード（p201）」。 
 

―類似のクラス能力： 「魔物のしもべ（p186）」。 
 

『高貴なる行ないの書』 （BoED）：  
 

―《セレスチャルの乗騎》： 「セレスチャル種クリーチャーに変更（p45）」。 
 

―類似のクラス能力： 「スカイロードの乗騎（p60）」。 
 

『竜の書：ドラコノミコン』 （Dra）：  
 

―《竜の乗騎》： 「ドラゴネル（p101，p135）」～「ヤング・ゴールド・ドラゴン（p135）」。 
 

『信仰大全』 （CD）：  
 

―類似のクラス能力： 「天上の相棒（p68）」 
 

『エベロン・ワールドガイド』 （ECS）：  
 

―追加の特別な乗騎： 「クローフット（p39）」。 
 

『モンスター・マニュアルⅢ』 （MM3）：  
 

―追加の特別な乗騎： 「シー・タイガー（p74）」。 
 

『自然の種族』 （RotW）：  
 

―エルフ・パラディンの種族代替クラス： 「ユニコーンの乗騎（p156）」。 

 

『五つ国：ファイヴ・ネイションズ』 （FN）：  
 

―類似のクラス能力： 「スケリトル・スティード（p118）」。 
 

 

 
 

各サプリメントは、原書の刊行順で整列しました。 日本語版の 『五つ国：ファイヴ・ネイションズ』（2008 年 6 月） までに対応。 

 

 

 

 

 



Dungeons&Dragons® Table 
―サモン･クリーチャー一覧― ［PHB］ （３.５ｅ） ( 『プレイヤーズ・ハンドブック 第 3.5 版』、他 )  
： 

レベル サモン・ネイチャーズ・アライ呪文 追加/代替条件  参照 

Ⅰ 
ダイア･ラット、アウル、イーグル、小型ヴァイパー･スネーク、ウルフ、モンキー、 
ポーパス‡、オクトパス‡ 

基本ルール  ・PHB p228 

追加 
小型モンストラス･スコーピオン、小型モンストラス･スパイダー、 
中型モンストラス･センチピード 

《冬の子》特技  ・ECS p60 

     

Ⅱ 

小型エレメンタル （いずれか）、ダイア･バジャー、ダイア･バット、ヒポグリフ、 
中型ヴァイパー･スネーク、ウルヴァリン、クロコダイル、ブラック･ベア、 
中型シャーク‡、スクウィッド‡ 

基本ルール  ・PHB p228 

追加 
ジャイアント･アント･ワーカー、スパイダー･スウォーム、中型モンストラス･ 
スコーピオン、中型モンストラス･スパイダー、大型モンストラス･センチピード 

《冬の子》特技  ・ECS p60 

     

Ⅲ 

ソックア、ダイア･ウィーゼル、ダイア･ウルフ、大型ヴァイパー･スネーク、エイプ、 
コンストリクター･スネーク、ライオン、大型シャーク‡、【CN】サテュロス （パン･パイプ 
なし）、【NG】ジャイアント･アウル、【NG】ジャイアント･イーグル 

基本ルール  ・PHB p228 

追加 
ジャイアント･アント･クイーン、ジャイアント･アント･ソルジャー、 
大型モンストラス･スパイダー、超大型モンストラス･センチピード 

《冬の子》特技  ・ECS p60 

追加 小型エレメンタル･ストーム （いずれか） 条件なし  ・MM3 p35 
     

Ⅳ 

ジュヴナイル･アローホーク、中型エレメンタル （いずれか）、マイナー･ゾーン、 
ダイア･ウルヴァリン、ダイア･エイプ、ダイア･ボア、ディノニクス、超大型ヴァイパー･ 
スネーク、ジャイアント･クロコダイル、タイガー、ブラウン･ベア、ジュヴナイル･ 
トジャナイダ‡、シー･キャット‡、超大型シャーク‡、【NE】フレイムブラザー･ 
サラマンダー、【CG】ユニコーン 

基本ルール  ・PHB p228 

追加 
ロウカスト･スウォーム、ジャイアント･プレイング･マンティス、ジャイアント･ 
ワスプ、大型モンストラス･スコーピオン 

《冬の子》特技  ・ECS p60 

     

Ⅴ 

アダルト･アローホーク、大型エレメンタル （いずれか）、グリフィン、ジャーン･ 
ジンニー、ニクシー、ダイア･ライオン、ジャイアント･コンストリクター･スネーク、 
ポーラー･ベア、ライナセラス、エラスモサウルス‡、アダルト･トジャナイダ‡、 
オルカ･ホエール‡、【CN】サテュロス （パン･パイプあり） 

基本ルール  ・PHB p228 

追加 キャリオン･クロウラー、センチピード･スウォーム、ジャイアント･スタッグ･ビートル 《冬の子》特技  ・ECS p60 

追加 中型エレメンタル･ストーム （いずれか） 条件なし  ・MM3 p35 
     

Ⅵ 

超大型エレメンタル （いずれか）、ギラロン、アヴェレッジ･ゾーン、ダイア･ベア、 
メガラプトル、エレファント、ジャイアント･オクトパス‡、バリーン･ホエール‡、 
【NE】アヴェレッジ･サラマンダー、【NG】ピクシー･スプライト （オットーズ･ 
イレジスティブル･ダンス使用不可； 特殊なアローなし） 

基本ルール  ・PHB p228 

追加 超大型モンストラス･スコーピオン、巨大モンストラス･センチピード 《冬の子》特技  ・ECS p60 

追加 大型エレメンタル･ストーム （いずれか） 条件なし  ・MM3 p35 
     

Ⅶ 

エルダー･アローホーク、インヴィジブル･ストーカー、グレーター･エレメンタル 
 （いずれか）、エルダー･ゾーン、ダイア･タイガー、ティラノサウルス、トリケラトプス、 
カシャラット･ホエール‡、ジャイアント･スクウィッド‡、【NG】ジン･ジンニー、 

【NG】ピクシー･スプライト （オットーズ･イレジスティブル･ダンス使用不可；  
眠りの矢あり） 

基本ルール  ・PHB p228 

追加 超大型エレメンタル･ストーム （いずれか）、 条件なし  ・MM3 p35 

追加 ヘルワスプ･スウォーム、巨大モンストラス･スパイダー 《冬の子》特技  ・ECS p60 
     

Ⅷ エルダー･トジャナイダ、ルフ、ダイア･シャーク‡、【NE】ノーブル･サラマンダー 基本ルール  ・PHB p228 

追加 巨大モンストラス･スコーピオン、超巨大モンストラス･センチピード 《冬の子》特技  ・ECS p60 

追加 グレーター･エレメンタル･ストーム （いずれか） 条件なし  ・MM3 p35 
     

Ⅸ 

エルダー･エレメンタル （いずれか）、【NG】グリッグ･スプライト （フィドルあり）、 

【NG】ピクシー･スプライト （オットーズ･イレジスティブル･ダンス使用可能； 眠りの 
矢、記憶を消す矢ともにあり）、【CG】セレスチャル･チャージャー･ユニコーン 

基本ルール  ・PHB p228 

追加 超巨大モンストラス･スコーピオン、超巨大モンストラス･スパイダー 《冬の子》特技  ・ECS p60 

 

‡ 水界または水が豊富にある環境にしか招来できない。 
 

※ 「そのレベルを 1 体」，「1 レベル下の同じ種類 1ｄ3 体」，「2 レベル下の同じ種類 1ｄ４＋1 体」のいずれかから選択できる。 

 
レベル サモン・モンスター呪文 追加/代替条件  参照 

Ⅰ 

【LG】セレスチャル･アウル、セレスチャル･ドッグ、【NG】セレスチャル･ジャイアント･ 
ファイアー･ビートル、セレスチャル･ポーパス‡、【CG】セレスチャル･バジャー、 
セレスチャル･モンキー、【LE】フィーンディッシュ･ダイア･ラット、 
フィーンディッシュ･レイヴン【NE】、小型フィーンディッシュ･モンストラス･ 
スコーピオン、中型フィーンディッシュ･モンストラス･センチピード、 

【CE】小型フィーンディッシュ･ヴァイパー･スネーク、フィーンディッシュ･ホーク、 
小型フィーンディッシュ･モンストラス･スパイダー、フィーンディッシュ･オクトパス‡ 

基本ルール  ・PHB p230 

     

Ⅱ 

【LG】セレスチャル･ジャイアント･ビー、【NG】セレスチャル･ジャイアント･ 
ボンバディア･ビートル、セレスチャル･ライディング･ドッグ、【CG】セレスチャル･ 
イーグル、【LE】レムレー･デヴィル、フィーンディッシュ･ウルフ、フィーンディッシュ･ 
スクウィッド‡、【NE】中型フィーンディッシュ･モンストラス･スコーピオン、 
大型フィーンディッシュ･モンストラス･センチピード、中型フィーンディッシュ･ 
シャーク‡、【CE】中型フィーンディッシュ･ヴァイパー･スネーク、 
中型フィーンディッシュ･モンストラス･スパイダー 

基本ルール  ・PHB p230 

代替 【LE】カラボン （レムレー･デヴィルを代替） グラシアの 

クレリック 
 ・FC2 p120 

     

Ⅲ 

【LG】セレスチャル･ブラック･ベア、【NG】セレスチャル･バイソン、【CG】セレスチャル･ 
ダイア･バジャー、セレスチャル･ヒポフリフ、【Ｎ】小型エレメンタル （いずれか）、 

【LE】フィーンディッシュ･エイプ、フィーンディッシュ･コンストリクター･スネーク、 

フィーンディッシュ･ダイア･ウィーゼル、ヘル･ハウンド、【NE】フィーンディッシュ･ 
ダイア･バット、フィーンディッシュ･ボア、超大型フィーンディッシュ･モンストラス･ 
センチピード、【CE】ドレッチ･デーモン、大型フィーンディッシュ･ヴァイパー･ 
スネーク、フィーンディッシュ･ウルヴァリン、フィーンディッシュ･クロコダイル 

基本ルール  ・PHB p230 

追加 【NG】マステヴァル･ガーディナル、【CG】クア･エラドリン、バリアール 追加条件なし  ・BoED p190 

代替 【LE】カラボン （フィーンディッシュ･エイプを代替） 秩序にして悪  ・FC2 p120 
     

 
 
 

 
レベル サモン・モンスター呪文 追加/代替条件  参照 

Ⅳ 

【LG】ランタン･アルコン、セレスチャル･ジャイアント･アウル、【CG】セレスチャル･ 
ジャイアント･イーグル、セレスチャル･ライオン、【Ｎ】メフィット （いずれか）、 

【LE】フィーンディッシュ･ジャイアント･ワスプ、フィーンディッシュ･ダイア･ウルフ、 

【NE】イェス･ハウンド、フィーンディッシュ･ジャイアント･プレイング･マンティス、 
大型フィーンディッシュ･シャーク‡、【CE】ハウラー、超大型フィーンディッシュ･ 
ヴァイパー･スネーク、大型フィーンディッシュ･モンストラス･スパイダー 

基本ルール  ・PHB p230 

追加 【LG】レック、【NG】ケルヴィダル･ガーディナル† 条件なし  ・BoED p190 

追加 【Ｎ】小型エレメンタル･ストーム （いずれか） 条件なし  ・MM3 p35 

追加 【NE】エレメンタル･グルー （いずれか） 条件なし  ・CAr p155 

代替 
【LE】ホワイト･アビシャイ （フィーンディッシュ･ジャイアント･ワスプを代替）、 

スパインド･デヴィル （フィーンディッシュ･ジャイアント･ワスプを代替） 
秩序にして悪 

 ・FC2 p114， 

p122 
     

Ⅴ 

【LG】ハウンド･アルコン、セレスチャル･ブラウン･ベア、【NG】セレスチャル･ 
ジャイアント･スタッグ･ビートル、セレスチャル･シー･キャット‡、 
【CG】セレスチャル･グリフィン、【N】中型エレメンタル （いずれか）、【LE】アケイライ、 

ビアデッド･デヴィル、フィーンディッシュ･ダイア･エイプ、フィーンディッシュ･ 
ディノニクス、【NE】シャドウ･マスティフ、フィーンディッシュ･ダイア･ボア、 
大型フィーンディッシュ･モンストラス･スコーピオン、超大型フィーンディッシュ･ 
シャーク‡、【CE】フィーンディッシュ･ジャイアント･クロコダイル、 
フィーンディッシュ･ダイア･ウルヴァリン、フィーンディッシュ･タイガー 

基本ルール  ・PHB p230 

追加 【NG】レスキロール 条件なし  ・BoED p190 

代替 【LE】ブラック･アビシャイ （ビアデッド･デヴィルを代替） 秩序にして悪  ・FC2 p112 
     

Ⅵ 

【LG】セレスチャル･ポーラー･ベア、【NG】セレスチャル･オルカ･ホエール‡、 

【CG】ブララニ･エラドリン、セレスチャル･ダイア･ライオン、【Ｎ】大型エレメンタル 
 （いずれか）、ジャーン･ジンニー、【CE】ケイオス･ビースト、【LE】ジル、チェイン･ 
デヴィル、【NE】巨大フィーンディッシュ･モンストラス･センチピード、 

フィーンディッシュ･ライナセラス、【CE】フィーンディッシュ･ジャイアント･ 
コンストリクター･スネーク、超大型フィーンディッシュ･モンストラス･スパイダー、 

フィーンディッシュ･エラスモサウルス‡ 

基本ルール  ・PHB p230 

追加 【NG】エクイナル･ガーディナル 条件なし  ・BoED p190 

追加 【Ｎ】中型エレメンタル･ストーム （いずれか） 条件なし  ・MM3 p35 

代替 
【LE】アムニズゥ･デヴィル（ジルを代替）、グリーン･アビシャイ（チェイン･デヴィルを 
代替）、ペイン･デヴィル（チェイン･デヴィルを代替） 

秩序にして悪 
 ・FC2 p115， 

p113，p134 
     

Ⅶ 

【LG】セレスチャル･エレファント、【NG】アヴォラル･ガーディナル、セレスチャル･ 
バリーン･ホエール‡、【CG】ジン･ジンニー、【Ｎ】インヴィジブル･ストーカー、 

超大型エレメンタル （いずれか）、【LE】ボーン･デヴィル、フィーンディッシュ･ 
メガラプトル、【NE】超大型フィーンディッシュ･モンストラス･スコーピオン、 

【CE】ババウ･デーモン、フィーンディッシュ･ギラロン、フィーンディッシュ･ 
ジャイアント･オクトパス‡ 

基本ルール  ・PHB p230 

追加 【NG】三つ首のレスキロール、【CG】アスーラ 追加条件なし  ・BoED p190 

代替 【CE】アロー･デーモン （ババウ･デーモンを代替） いずれかの悪  ・MM3 p118 

追加 【Ｎ】大型エレメンタル･ストーム （いずれか） 条件なし  ・MM3 p35 

代替 
【LE】ブルー･アビシャイ（ボーン･デヴィルを代替）、スティール･デヴィル  
（フィーンディッシュ･メガラプトルを代替） 

秩序にして悪 
 ・FC2 p112， 

p121 
     

Ⅷ 

【LG】セレスチャル･ダイア･ベア、【NG】セレスチャル･トリケラトプス、セレスチャル･ 
カシャラット･ホエール‡、【CG】リレンド、【Ｎ】グレーター･エレメンタル （いずれか）、 

【LE】ヘルキャット･デヴィル、フィーンディッシュ･ジャイアント･スクウィッド‡、 

【NE】超巨大フィーンディッシュ･モンストラス･センチピード、【CE】ヴロック･ 
デーモン、フィーンディッシュ･ダイア･タイガー、フィーンディッシュ･ 
ティラノサウルス、巨大フィーンディッシュ･モンストラス･スパイダー 

基本ルール  ・PHB p230 

追加 【LG】ウォードゥン･アルコン、【NG】ホリファント、ルピナル･ガーディナル† 条件なし  ・BoED p190 

追加 【LG】ハンマー･アルコン 石の種族  ・RoS p190 

追加 【Ｎ】超大型エレメンタル･ストーム （いずれか） 条件なし  ・MM3 p35 

代替 【LE】オルソン･デヴィル （ヘルキャット･デヴィルを代替） 秩序にして悪  ・FC2 p117 
     

Ⅸ 

【LG】コアトル、コアトル (サイオニック版)、【NG】レオナル･ガーディナル、 
【CG】セレスチャル･ルフ、【Ｎ】エルダー･エレメンタル （いずれか）、【LE】バーブド･ 
デヴィル、【NE】ナイト･ハグ、巨大フィーンディッシュ･モンストラス･スコーピオン、 

フィーンディッシュ･ダイア･シャーク‡、【CE】ヘズロウ･デーモン、ベビリス･デーモン、 

超巨大フィーンディッシュ･モンストラス･スパイダー 

基本ルール  ・PHB p230 

追加 
【LG】アウル･アルコン、ソード･アルコン、【NG】ウルシナル･ガーディナル、クエサー、 

ムーン･ドッグ、【CG】フィーア･エラドリン 
条件なし  ・BoED p190 

追加 【Ｎ】グレーター･エレメンタル･ストーム （いずれか） 条件なし  ・MM3 p35 

代替 【LE】プレジャー･デヴィル （フィーンディッシュ･ダイア･シャークを代替） 秩序にして悪  ・FC2 p133 

 

† 『モンスター・マニュアルⅡ』 に収録。  ‡ 水界または水が豊富にある環境にしか招来できない。 
 

※ 「そのレベルを 1 体」，「1 レベル下の同じ種類 1ｄ3 体」，「2 レベル下の同じ種類 1ｄ４＋1 体」のいずれかから選択できる。 
 

※ 『自然の種族』 のラプトラン・クレリックの代替クラス特徴によって、エア・エレメンタルとエア・メフィットを 1 レベル下として招来 

できる。また、『秘術大全』 の上級クラス，エイリアニストの 1 レベル目のクラス能力か、『エベロン・プレイヤーズ・ガイド』 の組織，

マニフェスト・スペルシェイパーの《狂気に精通》特技によって、セレスチャル種かフィーンディッシュ種のクリーチャーの招来を、 

スードゥナチュラル種版に代替できる。 

 
レベル サモン・アンデッド呪文 追加/代替条件  参照 

Ⅰ 人間のウォリアーのスケルトン（１HD）、コボルドのゾンビ（２HD） ―  ・SpC p88 
     

Ⅱ アウルベアのスケルトン（５HD）、バグベアのゾンビ（６HD） ―  ・SpC p88 
     

Ⅲ グール（２HD）、トロルのスケルトン（６HD）、オーガのゾンビ（８HD） ―  ・SpC p88 
     

Ⅳ アリップ（４HD）、ガスト･グール（４HD）、ワイヴァーンのゾンビ（１４HD） ―  ・SpC p88 
     

Ⅴ ヴァンパイア･スポーン（４HD）、シャドウ（３HD）、ミイラ（８HD）、ワイト（４HD） ―  ・SpC p88 

 

※ この呪文によっては、術者レベル＋1 以下の HD のアンデッドしか招来できない。 
 

※ 「そのレベルを 1 体」，「1 レベル下の同じ種類 2 体」，「2 レベル下の同じ種類 4 体」のいずれかから選択できる。 

 
 

 
 

各サプリメントは、原書の刊行順で整列しました。 日本語版の 『五つ国：ファイヴ・ネイションズ』（2008 年 6 月） までに対応。 



Dungeons&Dragons® Table 
―プレイヤー種族― ［MM］ （３.５ｅ） ( 『モンスター・マニュアル 第 3.5 版』――p8 )： 
 

種族名 HD LA ECL  備考 

エルフ、ハイ･エルフ 
（アクアティック, グレイ, グルガック） 

＝クラス LA±0 

１ｌｖ 

 ・PHB p107 にランダム決定表あり 

エルフ、ハーフエルフ ＝クラス LA±0  ・PHB p107 にランダム決定表あり 

オーク ＝クラス LA±0   

オーク、ハーフオーク ＝クラス LA±0  ・PHB p107 にランダム決定表あり 

ゴブリン ＝クラス LA±0   

コボルド ＝クラス LA±0   

ドワーフ、ヒル･ドワーフ 
（ディープ, マウンテン） 

＝クラス LA±0  ・PHB p107 にランダム決定表あり 

人間 ＝クラス LA±0  ・PHB p107 にランダム決定表あり 

ノーム、ロック･ノーム 
（フォレスト） 

＝クラス LA±0  ・PHB p107 にランダム決定表あり 

ハーフリング、ライトフット･ハーフリング 
（ディープ, トールフェロウ族） 

＝クラス LA±0  ・PHB p107 にランダム決定表あり 

ドワーフ、ドゥエルガル ＝クラス LA＋１ 

２ｌｖ 

 ・Und, XPH，PGtF にランダム決定表 

プレインタッチト、アアシマール ＝クラス LA＋１  ・PGtF，RoD にランダム決定表あり 

プレインタッチト、ティーフリング ＝クラス LA＋１  ・PGtF，RoD にランダム決定表あり 

ホブゴブリン ＝クラス LA＋１   

マーフォーク ＝クラス LA＋１   

エルフ、ドラウ ＝クラス LA＋２ 

３ｌｖ 

 ・Und, PGtF にランダム決定表あり 

ギスゼライ ＝クラス LA＋２  ・XPH p16 にランダム決定表あり 

ギスヤンキ ＝クラス LA＋２  ・XPH p16 にランダム決定表あり 

ノール ２HD LA＋１ 
 ・RotW p106 にランダム決定表あり 

 ・同書に 1ｌｖからモンスター・クラスあり 

リザードフォーク ２HD LA＋１   

ロキャーサ ２HD LA＋１   

スプライト、グリッグ １/２HD LA＋３ 3.5ｌｖ 
 ・BoED の腹心表では ECL4ｌｖである 

ため、種族 HD の端数は 1 に変更？ 

グリムロック ２HD LA＋２ 

４ｌｖ 

 ・Und p20 にランダム決定表あり 

クレンシャー ２HD LA＋２   

サフアグン 
（マレンティ） 

２HD LA＋２   

スプライト、ニクシー １HD LA＋３   

デーモン、ドレッチ ２HD LA＋２   

デロ、狂気のデロ ３HD LA＋１ 
 ・Und によって LA を追加 

 ・正気のデロの LA 改定の可能性あり 

トログロダイト ２HD LA＋２  

ノーム、スヴァーフネブリン ＝クラス LA＋３  ・Und, PGtF にランダム決定表あり 

バグベア ３HD LA＋１ 
 ・ダカーン氏族のバグベア（PGtE p69） 

 は、適正クラスがバーバリアンに変化 

クオトア ２HD LA＋３ 

５ｌｖ 

 ・Und p20 にランダム決定表あり 

サフアグン、４本腕のサフアグン ２HD LA＋３   

スードゥドラゴン ２HD LA＋３   

スカム ２HD LA＋３   

スプライト、ピクシー １HD LA＋４   

デロ、正気のデロ ３HD LA＋２   

トゥルー･ドラゴン、ワームリング･ホワイト･ドラゴン ３HD LA＋２  ・Dra p137 に成長の詳細 

トリトン ３HD LA＋２   

ライカンスロープ、ワーラット （先天性） ＝クラス 

＋1HD 
LA＋３  ・後天性で LA＋2 に変化 

アルコン、ランタン･アルコン （腹心） １HD LA＋４  ・BoED によって ECL を追加 

ウォーグ （腹心） ４HD LA＋１   

エレメンタル、小型アース･エレメンタル （腹心） ２HD LA＋３  ・RoS によって ECL を追加 

 

種族名 HD LA ECL  備考 

エイザー ２HD LA＋４ 

６ｌｖ 

  

オーガ 
（メロウ） 

４HD LA＋２   

ケンタウロス ４HD LA＋２ 
 ・RotW p106 にランダム決定表あり 

 ・同書に 1ｌｖからモンスター・クラスあり 

トゥルー･ドラゴン、ワームリング･ブラス･ドラゴン ４HD LA＋２  ・Dra p137 に成長の詳細 

ペガサス ４HD LA＋２   

ユアンティ、ユアンティ･ピュアブラッド ４HD LA＋２   

ライカンスロープ、ワーウルフ （先天性） ＝クラス 

＋２HD 
LA＋３  ・後天性で LA＋2 に変化 

ジャイアント･アウル （腹心） ４HD LA＋２   

ジャイアント･イーグル （腹心） ４HD LA＋２   

ブリンク･ドッグ （腹心） ４HD LA＋２   

メフィット、アース･メフィット （腹心） ３HD LA＋３   

メフィット、アイス･メフィット （腹心） ３HD LA＋３   

メフィット、ウーズ･メフィット （腹心） ３HD LA＋３   

メフィット、ウォーター･メフィット （腹心） ３HD LA＋３   

メフィット、エア･メフィット （腹心） ３HD LA＋３   

メフィット、スチーム･メフィット （腹心） ３HD LA＋３   

メフィット、ソルト･メフィット （腹心） ３HD LA＋３   

メフィット、ダスト･メフィット （腹心） ３HD LA＋３   

 
種族名 HD LA ECL  備考 

メフィット、ファイアー･メフィット （腹心） ３HD LA＋３ 
６ｌｖ 

  

メフィット、マグマ･メフィット （腹心） ３HD LA＋３   

アレイニア ３HD LA＋４ 

７ｌｖ 

  

サテュロス ５HD LA＋２   

スプライト、オっトーズ･イレジスティブル･ダンスを 
使用できるピクシー 

１HD LA＋６   

トゥルー･ドラゴン、ワームリング･ブラック･ドラゴン ４HD LA＋３  ・Dra p137 に成長の詳細 

トゥルー･ドラゴン、ワームリング･カッパー･ドラゴン ５HD LA＋２  ・Dra p137 に成長の詳細 

ライカンスロープ、ワーボア （先天性） ＝クラス 

＋３HD 
LA＋３  ・後天性で LA＋2 に変化 

シャドウ･マスティフ （腹心） ４HD LA＋３   

ゾーン、マイナー･ゾーン （腹心） ３HD LA＋４  ・RoS によって ECL を追加 

ヘル･ハウンド （腹心） ４HD LA＋３   

サラマンダー、フレイムブラザー･サラマンダー ４HD LA＋４ 

８ｌｖ 

  

トゥルー･ドラゴン、 
ヴェリー･ヤング･ホワイト･ドラゴン 

６HD LA＋２  ・Dra p137 に成長の詳細 

ドッペルゲンガー ４HD LA＋４ 
 ・RoD p110 にランダム決定表あり 

 ・同書に 1ｌｖからモンスター・クラスあり 

ミノタウロス ６HD LA＋２   

エレメンタル、中型アース･エレメンタル （腹心） ４HD LA＋４  ・RoS によって ECL を追加 

ユニコーン （腹心） ４HD LA＋４   

エターキャップ ５HD LA＋４ 

９ｌｖ 

  

ガーゴイル 
（カポアシンス） 

４HD LA＋５  ・RoS では（腹心）として記載 

ジル ５HD LA＋４   

ウィンター･ウルフ （腹心） ６HD LA＋３   

ハウラー （腹心） ６HD LA＋３   

ディスプレイサー･ビースト ６HD LA＋４ 

１０ｌｖ 

  

トゥルー･ドラゴン、ワームリング･グリーン･ドラゴン ５HD LA＋５  ・Dra p137 に成長の詳細 

トゥルー･ドラゴン、 
ヴェリー･ヤング･ブラック･ドラゴン 

７HD LA＋３  ・Dra p137 に成長の詳細 

トゥルー･ドラゴン、ワームリング･ブルー･ドラゴン ６HD LA＋４  ・Dra p137 に成長の詳細 

トゥルー･ドラゴン、 
ヴェリー･ヤング･ブラス･ドラゴン 

７HD LA＋３  ・Dra p137 に成長の詳細 

トゥルー･ドラゴン、ワームリング･ブロンズ･ドラゴン ６HD LA＋４  ・Dra p137 に成長の詳細 

ドライダー ６HD LA＋４   

ライカンスロープ、ワータイガー （先天性） ＝クラス 

＋６HD 
LA＋３  ・後天性で LA＋2 に変化 

ライカンスロープ、ワーベア （先天性） ＝クラス 

＋６HD 
LA＋３  ・後天性で LA＋2 に変化 

ハーピー ７HD LA＋３   

グリフィン （腹心） ７HD LA＋３   

ナイトメア （腹心） ６HD LA＋４   

 

種族名 HD LA ECL  備考 

アルコン、ハウンド･アルコン ６HD LA＋5 

１１ｌｖ 

  

エラドリン、ブララニ ６HD LA＋５   

ジャーン ６HD LA＋５   

トゥルー･ドラゴン、ワームリング･レッド･ドラゴン ７HD LA＋４  ・Dra p137 に成長の詳細 

トゥルー･ドラゴン、 
ヴェリー･ヤング･カッパー･ドラゴン 

８HD LA＋３  ・Dra p137 に成長の詳細 

トゥルー･ドラゴン、 
ワームリング･シルヴァー･ドラゴン 

７HD LA＋４  ・Dra p137 に成長の詳細 

トロル 
（スクラグ） 

６HD LA＋５   

ワイヴァーン ７HD LA＋４  ・Dra によって LA を追加 

キマイラ （腹心） ９HD LA＋２   

オーガ、オーガ･メイジ ５HD LA＋７ 

１２ｌｖ 

  

デヴィル、ビアデッド･デヴィル ６HD LA＋６   

デーモン、サキュバス ６HD LA＋６   

トゥルー･ドラゴン、ヤング･ホワイト･ドラゴン ９HD LA＋３  ・Dra p137 に成長の詳細 

トゥルー･ドラゴン、ワームリング･ゴールド･ドラゴン ８HD LA＋４  ・Dra p137 に成長の詳細 

トリエント ７HD LA＋５   

マンティコア ９HD LA＋３   

ユアンティ、ユアンティ･ハーフブラッド ７HD LA＋５   

ラマッス ７HD LA＋５   

スフィンクス、ギュノスフィンクス （腹心） ８HD LA＋４   

スフィンクス、ヒエラコスフィンクス （腹心） ９HD LA＋３   

ゾーン、アヴェレッジ･ゾーン （腹心） ７HD LA＋５  ・RoS によって ECL を追加 

ジンニー、ジン ７HD LA＋６ 

１３ｌｖ 

  

スラード、レッド･スラード ７HD LA＋６   

トゥルー･ドラゴン、 
ヴェリー･ヤング･グリーン･ドラゴン 

８HD LA＋５  ・Dra p137 に成長の詳細 

トゥルー･ドラゴン、ヤング･ブラック･ドラゴン １０HD LA＋３  ・Dra p137 に成長の詳細 

トゥルー･ドラゴン、 
ヴェリー･ヤング･ブルー･ドラゴン 

９HD LA＋４  ・Dra p137 に成長の詳細 



Dungeons&Dragons® Table 
種族名 HD LA ECL  備考 

トゥルー･ドラゴン、 
ヴェリー･ヤング･ブロンズ･ドラゴン 

９HD LA＋４ 

１３ｌｖ 

 ・Dra p137 に成長の詳細 

ニンフ ６HD LA＋７   

ラミア ９HD LA＋４   

リレンド ７HD LA＋６   

エレメンタル、大型アース･エレメンタル （腹心） ８HD LA＋５  ・RoS によって ECL を追加 

スフィンクス、クリオスフィンクス （腹心） １０HD LA＋３   

ドラゴンヌ （腹心） ９HD LA＋４ 
 ・これを腹心にした場合、この“雄叫び” 

 に完全耐性を得る（DMG p196 参照） 

サラマンダー、アヴェレッジ･サラマンダー ９HD LA＋５ 

１４ｌｖ 

  

スラード、ブルー･スラード ８HD LA＋６   

デヴィル、チェイン･デヴィル ８HD LA＋６   

トゥルー･ドラゴン、 
ヴェリー･ヤング･シルヴァー･ドラゴン 

１０HD LA＋４  ・Dra p137 に成長の詳細 

トゥルー･ドラゴン、ヤング･ブラス･ドラゴン １０HD LA＋４  ・Dra p137 に成長の詳細 

ラークシャサ ７HD LA＋７   

イネヴァタブル、ゼレフート ８HD LA＋７ 

１５ｌｖ 

  

エティン １０HD LA＋５   

グレイ･レンダー １０HD LA＋５   

トゥルー･ドラゴン、 
ヴェリー･ヤング･レッド･ドラゴン 

１０HD LA＋５  ・Dra p137 に成長の詳細 

トゥルー･ドラゴン、ヤング･カッパー･ドラゴン １１HD LA＋４  ・Dra p137 に成長の詳細 

マインド･フレイヤー ８HD LA＋７   

ガーディナル、アヴォラル （腹心） ７HD LA＋８  ・BoED によって ECL を追加 

 

種族名 HD LA ECL  備考 

コアトル ９HD LA＋７ 

１６ｌｖ 

  

ジャイアント、ヒル･ジャイアント １２HD LA＋４   

スラード、グリーン･スラード ９HD LA＋７   

スラード、グレイ･スラード １０HD LA＋６   

デヴィル、エリニュス ９HD LA＋７   

トゥルー･ドラゴン、ヤング･グリーン･ドラゴン １１HD LA＋５  ・Dra p137 に成長の詳細 

トゥルー･ドラゴン、ヤング･ブルー･ドラゴン １２HD LA＋４  ・Dra p137 に成長の詳細 

トゥルー･ドラゴン、 
ヴェリー･ヤング･ゴールド･ドラゴン 

１１HD LA＋５  ・Dra p137 に成長の詳細 

ユアンティ、ユアンティ･アボミネーション ９HD LA＋７   

ヘル･ハウンド、ネシアン･ウォーハウンド （腹心） １２HD LA＋４   

トゥルー･ドラゴン、ジュヴナイル･ブラック･ドラゴン １３HD LA＋４ 

１７ｌｖ 

 ・Dra p137 に成長の詳細 

トゥルー･ドラゴン、ジュヴナイル･ホワイト･ドラゴン １２HD LA＋５  ・Dra p137 に成長の詳細 

トゥルー･ドラゴン、ジュヴナイル･ブラス･ドラゴン １３HD LA＋４  ・Dra p137 に成長の詳細 

ドラゴン･タートル １２HD LA＋５  ・Dra によって LA を追加 

スフィンクス、アンドロスフィンクス （腹心） １２HD LA＋５   

ジャイアント、ストーン･ジャイアント １４HD LA＋４ 

１８ｌｖ 

  

ジャイアント、フロスト･ジャイアント １４HD LA＋４   

デーモン、ヴロック １０HD LA＋８   

トゥルー･ドラゴン、ジュヴナイル･カッパー･ドラゴン １４HD LA＋４  ・Dra p137 に成長の詳細 

トゥルー･ドラゴン、ヤング･シルヴァー･ドラゴン １３HD LA＋５  ・Dra p137 に成長の詳細 

トゥルー･ドラゴン、ヤング･ブロンズ･ドラゴン １２HD LA＋６  ・Dra p137 に成長の詳細 

ジャイアント、ファイアー･ジャイアント １５HD LA＋４ 

１９ｌｖ 

  

デーモン、ヘズロウ １０HD LA＋９   

トゥルー･ドラゴン、ヤング･レッド･ドラゴン １３HD LA＋６  ・Dra p137 に成長の詳細 

ライカンスロープ、ワーウルフの長 （先天性） １０＋６HD LA＋３  ・後天性で LA＋2 に変化 

ナイトメア、コシュマール （腹心） １５HD LA＋４   

アルコン、トランペット･アルコン 12HD LA＋８ 

２０ｌｖ 

  

エンジェル、アストラル･デーヴァ １２HD LA＋８   

ジャイアント、ストーン･ジャイアントの長老 １４HD LA＋６   

トゥルー･ドラゴン、ジュヴナイル･グリーン･ドラゴン １４HD LA＋６  ・Dra p137 に成長の詳細 

トゥルー･ドラゴン、ジュヴナイル･ブルー･ドラゴン １５HD LA＋５  ・Dra p137 に成長の詳細 

トゥルー･ドラゴン、ヤング･ゴールド･ドラゴン １４HD LA＋６  ・Dra p137 に成長の詳細 

ラマッス、黄金の守護者 １０HD LA＋１０   

エラドリン、ガエル （腹心） １０HD LA＋１０  ・BoED によって ECL を追加 

ガーディナル、レオナル （腹心） １２HD LA＋８  ・BoED によって ECL を追加 

ユニコーン、 

セレスチャル･チャージャー･ユニコーン （腹心） 
１５HD LA＋８ ２３ｌｖ   

ライカンスロープ、 

ヒル･ジャイアントのダイア･ワーボア （先天性） 
１２＋７HD LA＋７ ２６ｌｖ  ・後天性で LA＋6 に変化 

 
テンプレート HD LA ECL  備考 

セレスチャル種 － LA＋２ －   

フィーンディッシュ種 － LA＋２ －   

ライカンスロープ （後天性） 本文参照 LA＋２ －   

ハーフドラゴン （トゥルー･ドラゴンの） － LA＋３ －  ・Dra にその他のハーフドラゴン記載 

ライカンスロープ （先天性） 本文参照 LA＋３ －   

ハーフセレスチャル － LA＋４ －  ・BoED にも記載 （LA が異なる） 

ハーフフィーンド － LA＋４ －   

 
テンプレート HD LA ECL  備考 

リッチ － LA＋４ － 
 ・MCMoF にグッド・リッチが記載 

 ・MCMoF でデータ追加 

ゴースト － LA＋５ －  ・MCMoF でデータ追加 

ヴァンパイア － LA＋８ －   

 
その他 HD LA ECL  備考 

強大化 本文参照 ±０ 本文参照   

年齢効果 ― ±０ ―  ・開始時ランダム決定表を参照 

 

※ HD＝種族ヒット・ダイス，LA＝レベル調整値，ECL＝有効キャラクター・レベル。DMG p168，p196，MM p7，p317 を参照。 
 

※ テンプレートや強大化に関しては、MM p291，p293 を参照。  ※ モンスター・クラスに関しては、『種族』シリーズを参照。 

 

※ 属性の副種別を持つ来訪者は属性変化の可能性なし、“常に”だとほぼ全員がその属性、“通常は”だと半数以上がその属性、

“しばしば”だと 40％～50％がその属性となる（MM p311 を参照）。なお、最初の 1 つ以外は、アトーンメント呪文の“救済あるいは

誘惑"効果（PHB p198 を参照）、何らかの理由（DMG p169 を参照）、改心（BoED p28 を参照）、贖罪（CCh p140 を参照）など

によって、属性変化を行える。 
 

※ 各種族の名前の例については、PHB，Und，ECS，XPH の主要種族の紹介部分、『キャラクター作成ガイド』、『種族』 シリーズ

などに記載がある。また、FRCS に FR の人間の名前、Dra に竜の名前、FC2 にデヴィル，ヘルブレッドの名前の例の記載がある。 
 

※ PC，腹心，長期的なメンバーではない場合、有効キャラクター・レベルではなく脅威度を用いるため、DM をされる方には注意。

また、基本的には、脅威度よりも有効キャラクター・レベルの方が高くなる（マインド・フレイヤーは脅威度 8 だが有効キャラクター・

レベル 15 になるなど）。なお、基本的には、作成したアンデッド，人造などや、クラス能力は、自身の能力の一部として扱われる。 

 

―プレイヤー種族― ［MCMoF］ （３ｅ/３.５ｅ） ( 『フェイルーンのモンスター』――p10，p95 )： 
 

種族名 HD LA ECL  備考 

サブテラニアン･スパイダー、ヘアリー･スパイダー １/８HD LA±0 0.125ｌｖ   

シャラリン １HD LA±0 

１ｌｖ 

  

フェイルーンのドワーフ、シールド･ドワーフ 
（アークティック, ウルドゥニル族, ゴールド, ワイルド） 

＝クラス LA±0 
 ・PGtF p31 にランダム決定表あり 

 ・ウルドゥニル族は LA 不明 

シヴ ＝クラス LA＋１ 

２ｌｖ 

  

ジバリング １HD LA＋１   

ブリーワグ ＝クラス LA＋１   

プレインタッチト、アース･ジェナシ ＝クラス LA＋１  ・PGtF p31 にランダム決定表あり 

プレインタッチト、エア･ジェナシ ＝クラス LA＋１  ・PGtF p31 にランダム決定表あり 

プレインタッチト、ウォーター･ジェナシ ＝クラス LA＋１  ・PGtF p31 にランダム決定表あり 

プレインタッチト、ファイアー･ジェナシ ＝クラス LA＋１  ・PGtF p31 にランダム決定表あり 

アーラコクラ １HD LA＋２ 

３ｌｖ 

  

キチン ＝クラス LA＋２  ・Und にランダム決定表あり 

フェアリム、ハッチリング･フェアリム １HD LA＋２   

プレインタッチト、フェイリ １HD LA＋２   

ジャイアント･ストライダー ２HD LA＋２ 

４ｌｖ 

  

ハイブシル １HD LA＋３   

プレインタッチト、能力 1 つを持ったフェイリ １HD LA＋３   

ライカンスロープ、ワーキャット （先天性） ＝クラス 

＋1/2HD 
LA＋３ 4.5ｌｖ 

 ・MM を参照 

 ・後天性で LA＋2 に変化 

クアゴス ３HD LA＋２ 

５ｌｖ 

  

ゴブリン、デカンター･ゴブリン ２HD LA＋３   

ファイアーニュート ２HD LA＋３   

 

種族名 HD LA ECL  備考 

アサバイ ３HD LA＋３ 

６ｌｖ 

  

グラウンドリング ３HD LA＋３   

スペクトラル･パンサー ３HD LA＋３   

ドラゴン、ワームリング･ファング･ドラゴン ３HD LA＋３  ・Dra にも記載 

ライカンスロープ、ドラウのワーバット （先天性） 
＝クラス 

＋1/4HD 
LA＋５ 6.25ｌｖ 

 ・MM を参照 

 ・後天性で LA＋4 に変化 

スティンガー ４HD LA＋３ 

７ｌｖ 

  

チューズン･ワン ３HD LA＋４   

ドラゴン、ワームリング･シャドウ･ドラゴン ４HD LA＋３  ・Dra にも記載 

フェアリム、ジュヴナイル･フェアリム ４HD LA＋３   

ベインガード ４HD LA＋３   

ミーゼル ４HD LA＋３   

ライカンスロープ、ワークロコダイル （先天性） ＝クラス 

＋３HD 
LA＋３ 

 ・MM を参照 

 ・後天性で LA＋2 に変化 

ライカンスロープ、ワーシャーク （中型、先天性） ＝クラス 

＋３HD 
LA＋３ 

 ・MM を参照 

 ・後天性で LA＋2 に変化 

ウェミック ５HD LA＋３ 

８ｌｖ 

  

グリーン･ウォーダー ４HD LA＋４   

サブテラニアン･スパイダー、ソード･スパイダー ５HD LA＋３   

ドラゴン、ワームリング･ブラウン･ドラゴン ６HD LA＋２  ・Dra にも記載 

プテラフォーク ４HD LA＋４   

プレインタッチト、タナラック ５HD LA＋３   

ペリュトン ５HD LA＋３   

ユニコーン、ブラック･ユニコーン （腹心） ４HD LA＋４   

コルドリス ４HD LA＋５ 

９ｌｖ 

  

シャーン ４HD LA＋５   

ヘル･ハウンドのビースト･オヴ･ゼヴィム （腹心） ５HD LA＋４   

アイス･サーペント ６HD LA＋４ 
１０ｌｖ 

  

アサバイ、スティングテイル･アサバイ ７HD LA＋３   



Dungeons&Dragons® Table 
種族名 HD LA ECL  備考 

ダークンビースト ５HD LA＋５ 

１０ｌｖ 

  

ドラゴン、ヴェリー･ヤング･シャドウ･ドラゴン ７HD LA＋３  ・Dra にも記載 

ドラゴン、ワームリング･ソング･ドラゴン ５HD LA＋５  ・Dra にも記載 

ドラゴン、ワームリング･ディープ･ドラゴン ６HD LA＋４  ・Dra にも記載 

ドラゴンキン ７HD LA＋３  ・Dra にも記載（LA が異なる） 

ドラゴン、ヴェリー･ヤング･ファング･ドラゴン ６HD LA＋４  ・Dra にも記載 

リュークロッタ ６HD LA＋４  ・CoSW にも（腹心）として記載 

 

種族名 HD LA ECL  備考 

アビシャイ、ブラック･アビシャイ ５HD LA＋６ 

１１ｌｖ 

 ・FC2 にも記載 

アラギ ９HD LA＋２   

ゴーナダン ５HD LA＋６   

フェアリム、ヤング･アダルト･フェアリム ７HD LA＋４   

マイアロッカー ６HD LA＋５   

マローグリム ５HD LA＋６   

ライカンスロープ、ワーシャーク （大型、先天性） ＝クラス 

＋７HD 
LA＋３ 

 ・MM を参照 

 ・後天性で LA＋2 に変化 

アビシャイ、ホワイト･アビシャイ ４HD LA＋８ 

１２ｌｖ 

 ・FC2 にも記載（LA が異なる） 

デーモン、ヨックロール ６HD LA＋６  ・FC1 にも LA－で記載（HD が異なる） 

ドラゴン、ヴェリー･ヤング･ブラウン･ドラゴン ９HD LA＋３  ・Dra にも記載 

アビシャイ、グリーン･アビシャイ ６HD LA＋７ 

１３ｌｖ 

 ・FC2 にも記載 

ジャイアント、フェアリン･ジャイアント ８HD LA＋５   

ドラゴン、ヤング･シャドウ･ドラゴン １０HD LA＋３  ・Dra にも記載 

ドラゴン、ヴェリー･ヤング･ソング･ドラゴン ８HD LA＋５  ・Dra にも記載 

ドラゴン、ヴェリー･ヤング･ディープ･ドラゴン ９HD LA＋４  ・Dra にも記載 

ドラゴン、ヤング･ファング･ドラゴン ９HD LA＋４  ・Dra にも記載 

ライカンスロープ、ワーシャーク （超大型、先天性） 
＝クラス 

＋１０HD 
LA＋３ １４ｌｖ 

 ・MM を参照 

 ・後天性で LA＋2 に変化 

アビシャイ、ブルー･アビシャイ ７HD LA＋８ 
１５ｌｖ 

 ・FC2 にも記載 

フェアリム、アダルト･フェアリム １０HD LA＋５   

 

種族名 HD LA ECL  備考 

ドラゴン、ヤング･ソング･ドラゴン １１HD LA＋５ 
１６ｌｖ 

 ・Dra にも記載 

ドラゴン、ヤング･ブラウン･ドラゴン １２HD LA＋４  ・Dra にも記載 

アビシャイ、レッド･アビシャイ ８HD LA＋９ 

１７ｌｖ 

 ・FC2 にも記載（LA が異なる） 

ドラゴン、ジュヴナイル･シャドウ･ドラゴン １３HD LA＋４  ・Dra にも記載 

ドラゴン、ヤング･ディープ･ドラゴン １２HD LA＋５  ・Dra にも記載 

ドラゴン、ジュヴナイル･ファング･ドラゴン １２HD LA＋５  ・Dra にも記載 

ニス ７HD LA＋１０   

アイブランドリン １０HD LA＋８ １８ｌｖ   

フェアリム、マチュア･アダルト･フェアリム １３HD LA＋６ １９ｌｖ   

ドラゴン、ジュヴナイル･ソング･ドラゴン １４HD LA＋６ 
２０ｌｖ 

 ・Dra にも記載 

ドラゴン、ジュヴナイル･ブラウン･ドラゴン １５HD LA＋５  ・Dra にも記載 

 

テンプレート HD LA ECL  備考 

ビースト･オヴ･ゼヴィム ＋１HD LA＋1 －   

ユアンティ、テインテッド･ワン － LA＋２ －   

カースト － LA＋３ －   

ユアンティ、ブルードガード － LA＋３ －   

グッド･リッチ － LA＋４ －  ・MM に通常のリッチが記載 

リッチ （データ追加） － LA＋４ －  ・MM を参照 

ゴースト （データ追加） － LA＋５ －  ・MM を参照 

カースト － LA－ －  ・プレイヤーには使用不可 

レヴナント － LA－ －  ・プレイヤーには使用不可 

 

※ 『フェイルーンのモンスター』 は、MCMoF 巻末の第 3.5 版のアップデート・パッチ文章を参考に追加しました。 
 

※ 【知力】を持たないスパイダー、ニスの“エネルギー吸収”など、プレイヤー用とは思えない種族も若干含まれているので注意。 
 

―プレイヤー種族― ［FRCS］ （３ｅ/３.５ｅ） ( 『フォーゴトン・レルム・ワールドガイド』――p300 )： 
 

種族名 HD LA ECL  備考 

フェイルーンのエルフ、ムーン･エルフ 
（ウッド, サン, シー, ワイルド･エルフ） 

＝クラス LA±0 

１ｌｖ 

 ・PGtF p31 にランダム決定表あり 

フェイルーンのエルフ、ハーフエルフ ＝クラス LA±0  ・PGtF p31 にランダム決定表あり 

フェイルーンのオーク、ハーフオーク ＝クラス LA±0  ・PGtF p31 にランダム決定表あり 

フェイルーンのドワーフ、シールド･ドワーフ 
（アークティック, ウルドゥニル族, ゴールド, ワイルド） 

＝クラス LA±0 
 ・PGtF p31 にランダム決定表あり 

 ・MCMoF を参照 

 ・ウルドゥニル族は LA 不明 

フェイルーンの人間 ＝クラス LA±0  ・PGtF p31 にランダム決定表あり 

フェイルーンのノーム、ロック･ノーム ＝クラス LA±0  ・PGtF p31 にランダム決定表あり 

FR のハーフリング、ライトフット･ハーフリング 

（ゴーストワイズ, ストロングハート 
＝クラス LA±0  ・PGtF p31 にランダム決定表あり 

ドワーフ、ドゥエルガル ＝クラス LA＋１ 

２ｌｖ 

 ・Und, XPH，PGtF にランダム決定表 

プレインタッチト、アアシマール ＝クラス LA＋１  ・PGtF，RoD にランダム決定表あり 

プレインタッチト、アース･ジェナシ ＝クラス LA＋１  ・PGtF p31 にランダム決定表あり 

プレインタッチト、ウォーター･ジェナシ ＝クラス LA＋１  ・PGtF p31 にランダム決定表あり 

 

種族名 HD LA ECL  備考 

プレインタッチト、エア･ジェナシ ＝クラス LA＋１ 

２ｌｖ 

 ・PGtF p31 にランダム決定表あり 

プレインタッチト、ティーフリング ＝クラス LA＋１  ・PGtF，RoD にランダム決定表あり 

プレインタッチト、ファイアー･ジェナシ ＝クラス LA＋１  ・PGtF p31 にランダム決定表あり 

エルフ、ドラウ ＝クラス LA＋２ ３ｌｖ  ・Und, PGtF にランダム決定表あり 

ノーム、スヴァーフネブリン ＝クラス LA＋３ ４ｌｖ  ・Und, PGtF にランダム決定表あり 

 

種族名 HD LA ECL  備考 

ガーゴイル、キア＝ラナン ４HD LA＋４ ８ｌｖ   

 

テンプレート HD LA ECL  備考 

ドラコリッチ － LA＋４ －  ・Dra を参照 

シェイド － LA＋５ －   

ミストラに選ばれし者 － LA－ －  ・プレイヤーには使用不可 

 

※ 『フォーゴトン・レルム・ワールドガイド』 は、MCMoF 巻末の第 3.5 版のアップデート・パッチ文章を参考に追加しました。 
 

―プレイヤー種族― ［MaoF］ （３ｅ/３.５ｅ） ( 『フェイルーンの魔法』――p190 )： 
 

種族名 HD LA ECL  備考 

スカラマグドリオン （腹心） １０HD LA＋８ １８ｌｖ   

 

テンプレート HD LA ECL  備考 

クリプト･スポーン － LA＋２ －   

スペクトラル･メイジ － LA＋６ －   

マジスター － LA－ －  ・プレイヤーには使用不可 

 

※ 『フェイルーンの魔法』 は、同書巻末の第 3.5 版のアップデート・パッチ文章を参考に追加しました。 
 

―プレイヤー種族― ［MotP］ （３ｅ/３.５ｅ） ( 『次元界の書』――p159 )： 
 

種族名 HD LA ECL  備考 

ギスゼライ ＝クラス LA＋２ 

３ｌｖ 

 ・XPH p16 にランダム決定表あり 

ギスヤンキ ＝クラス LA＋２  ・XPH p16 にランダム決定表あり 

バリアール （MotP） ＝クラス LA＋２  ・BoED にも記載（HD が異なる） 

デヴィル、スパインド･デヴィル ３HD LA＋６ ９ｌｖ  ・FC2 にも LA－で記載 

 

種族名 HD LA ECL  備考 

デーモン、アルマニテ ５HD LA＋８ 

１３ｌｖ 

 ・FC1 にも LA－で記載（HD が異なる） 

デーモン、ウリデズゥ ７HD LA＋６   

ユーゴロス、カノロス ５HD LA＋８  ・MM3 にも記載（HD と LA が異なる） 

マーケイン ７HD LA＋７ １４ｌｖ   

 

種族名 HD LA ECL  備考 

デヴィル、ナルズゴン １０HD LA＋７ １７ｌｖ  ・FC2 にも記載（HD と LA が異なる） 

 

テンプレート HD LA ECL  備考 

シャドウ － LA＋２ －   

ハーフ･エレメンタル、ハーフ･アース･エレメンタル － LA＋３ －   

ハーフ･エレメンタル、 
ハーフ･ウォーター･エレメンタル 

－ LA＋３ －   

ハーフ･エレメンタル、ハーフ･エア･エレメンタル － LA＋３ －   

ハーフ･エレメンタル、 
ハーフ･ファイアー･エレメンタル 

－ LA＋３ －   

アクシオマティック － LA＋４ －   

エレメント、エア･エレメント － LA＋４ －   

エレメント、ファイアー･エレメント － LA＋４ －   

エレメント、ウォーター･エレメント － LA＋４ －   

スードゥナチュラル － LA＋４ －   

アナーキック － LA＋５ －   

エレメント、アース･エレメント － LA＋５ －   

エレメント、ウッド･エレメント － LA＋５ －   

エレメント、コールド･エレメント － LA＋５ －   

請願者 － LA－ －  ・プレイヤーには使用不可 

 

※ 『次元界の書』 は、第 3.5 版のアップデート・パッチ文章を参考に追加しました。 
 

―プレイヤー種族― ［MM2］ （３ｅ/３.５ｅ） ( 『モンスター・マニュアルⅡ』――p21 )： 
 

種族名 HD LA ECL  備考 

ジャームレイン 1/2HD LA±0 0.5ｌｖ   

プレインタッチト、ケイオンド ＝クラス LA＋１ 
２ｌｖ 

  

プレインタッチト、ゼニスリー ＝クラス LA＋１   

イシトサチトル、アヴェレッジ･イシトサチトル １HD LA＋２ 

３ｌｖ 

  

スリクリーン （ＭＭ２） ２HD LA＋１ 
 ・XPH にも記載（LA が異なる） 

 ・XPH p16 にランダム決定表あり 

トウィグ･ブライト １HD LA＋２   

ブレードリング ＝クラス LA＋２   



Dungeons&Dragons® Table 
種族名 HD LA ECL  備考 

マイコニド、ジュニア･ワーカー･マイコニド １HD LA＋２ ３ｌｖ   

デーモン、アビサル･モー ２HD LA＋２ 

４ｌｖ 

  

デーモン、アビサル･スカルカー ２HD LA＋２   

ニードルフォーク ３HD LA＋１   

フェルドレイク、クレステッド･フェルドレイク ２HD LA＋２   

マイコニド、アヴェレッジ･ワーカー･マイコニド ２HD LA＋２   

アベイル、ヴァサル･アベイル １HD LA＋４ 

５ｌｖ 

  

イシトサチトル、ヴァンピリック･イシトサチトル ２HD LA＋３   

ストーンスパイク ３HD LA＋２   

スリクリーン （ＭＭ2）、 

サイオニック能力を使用できるスリクリーン 
２HD LA＋３ 

 ・XPH にも記載（LA が異なる） 

 ・XPH p16 にランダム決定表あり 

フェルドレイク、スピッティング･フェルドレイク ３HD LA＋２   

 

種族名 HD LA ECL  備考 

クロークト･エイプ ４HD LA＋２ 

６ｌｖ 

  

フェルドレイク、ホーンド･フェルドレイク ４HD LA＋２   

マイコニド、エルダー･ワーカー･マイコニド ３HD LA＋３   

グリマルキン ４HD LA＋３ 

７ｌｖ 

  

ジェム･ドラゴン、ワームリング･サファイア･ドラゴン ５HD LA＋２   

ボーグル ４HD LA＋３   

ヤク･フォーク ５HD LA＋２   

ロクソ ５HD LA＋２   

サイリン ４HD LA＋４ 

８ｌｖ 

  

シルフ ３HD LA＋５   

デヴィル、アドヴェスパ ４HD LA＋４   

デーモン、アビサル･ラヴィジャー ３HD LA＋５   

ハーフフィーンド、ダーザゴン ５HD LA＋３   

マイコニド、ガード･マイコニド ４HD LA＋４   

ミーンロック ４HD LA＋４   

ガーディナル、ケルヴィダル ４HD LA＋５ 

９ｌｖ 

  

グレル ５HD LA＋４   

スポーン･オヴ･キュス ４HD LA＋５   

デヴィル、ジョヴォク ４HD LA＋５   

 

種族名 HD LA ECL  備考 

ジェム･ドラゴン、ワームリング･アメジスト･ドラゴン ６HD LA＋４ 

１０ｌｖ 

  

ジェム･ドラゴン、ワームリング･エメラルド･ドラゴン ６HD LA＋４   

ジェム･ドラゴン、ワームリング･クリスタル･ドラゴン ５HD LA＋５   

マイコニド、サークル･リーダー･マイコニド ５HD LA＋５   

モーコス ７HD LA＋３   

アベイル、ソルジャー･アベイル ６HD LA＋５ 

１１ｌｖ 

  

ジェム･ドラゴン、 
ヴェリー･ヤング･サファイア･ドラゴン 

８HD LA＋３   

ジェム･ドラゴン、ワームリング･トパーズ･ドラゴン ７HD LA＋４   

デューン・ストーカー ６HD LA＋５   

コプルー ８HD LA＋４ 

１２ｌｖ 

  

サーロン、アヴェレッジ･サーロン ７HD LA＋５   

マイコニド、ソヴリン･マイコニド ６HD LA＋６   

オーミア ７HD LA＋６ 

１３ｌｖ 

  

ガレブ･デュア ８HD LA＋５   

ジェム･ドラゴン、 
ヴェリー･ヤング･アメジスト･ドラゴン 

９HD LA＋４   

ジェム･ドラゴン、 
ヴェリー･ヤング･エメラルド･ドラゴン 

９HD LA＋４   

ジェム･ドラゴン、 
ヴェリー･ヤング･クリスタル･ドラゴン 

８HD LA＋５   

マーラシュ ７HD LA＋６   

ジェム･ドラゴン、 
ヴェリー･ヤング･トパーズ･ドラゴン 

１０HD LA＋４ 

１４ｌｖ 

  

デヴィル、アムニズゥ ９HD LA＋５  ・FC2 にも LA－で記載 

デヴィル、パルレシー ８HD LA＋６   

デズモドゥ １２HD LA＋２   

フック･ホラー １０HD LA＋４   

アヴォラキア １０HD LA＋５ 

１５ｌｖ 

  

サラマンダー、フロスト･サラマンダー １２HD LA＋３   

ジェム･ドラゴン、ヤング･サファイア･ドラゴン １１HD LA＋４   

ブレスドリンカー ８HD LA＋７   

ユーゴロス、マルラエノロス １０HD LA＋５   

ガーディナル、ルピナル （腹心） ８HD LA＋７  ・BoED によって ECL を追加 

 

種族名 HD LA ECL  備考 

イモス １０HD LA＋６ 

１６ｌｖ 

  

ジェム･ドラゴン、ヤング･クリスタル･ドラゴン １１HD LA＋５   

スコーピオンフォーク １２HD LA＋４   

 

種族名 HD LA ECL  備考 

スワンプライト･リンクス １０HD LA＋６ 

１６ｌｖ 

  

ニンブルライト １０HD LA＋６   

ネザーサイト･マスティフ １０HD LA＋６   

ユーゴロス、ヤグノロス １０HD LA＋６   

サーロン、エルダー･サーロン １２HD LA＋５ 

１７ｌｖ 

  

ジェム･ドラゴン、ヤング･アメジスト･ドラゴン １２HD LA＋５   

ジャイアント、フォレスト･ジャイアント １３HD LA＋４   

ジャイアント、サン･ジャイアント １３HD LA＋４   

スペル･ウィーヴァー １０HD LA＋７   

ブラクサット １０HD LA＋７   

ジェム･ドラゴン、ヤング･エメラルド･ドラゴン １２HD LA＋６ 

１８ｌｖ 

  

ジェム･ドラゴン、ジュヴナイル･サファイア･ドラゴン １４HD LA＋４   

ジェム･ドラゴン、ヤング･トパーズ･ドラゴン １３HD LA＋５   

フィルボルグ １３HD LA＋５   

フォモール １５HD LA＋４ 
１９ｌｖ 

  

ユーゴロス、アルカナロス １２HD LA＋７   

ジェム･ドラゴン、ジュヴナイル･クリスタル･ドラゴン １４HD LA＋６ ２０ｌｖ   

 
テンプレート HD LA ECL  備考 

タウロス種 － LA＋３ －   

デス･ナイト － LA＋５ －   

モンスター･オヴ･レジェンド － LA＋７ －   

ウォービースト ＋１HD LA－ －  ・市価が追加されるため、購入可能 

キマイラ種 － LA－ －  ・プレイヤーには使用不可 

キャプチャード･ワン － LA－ －  ・プレイヤーには使用不可 

スペルスティッチト － LA－ －  ・プレイヤーには使用不可 

タイタニック － LA－ －  ・プレイヤーには使用不可 

ハーフゴーレム － LA－ －  ・プレイヤーには使用不可 

 

※ 『モンスター・マニュアルⅡ』 は、第 3.5 版のアップデート・パッチ文章を参考に追加しました。 

 

―プレイヤー種族― ［BoVD］ （３ｅ） ( 『不浄なる暗黒の書』――p12，p184 )： 
 

種族名 HD LA ECL  備考 

人間、ヴァシャー ＝クラス LA±0 
１ｌｖ 

  

ハーフリング、ジェレン ＝クラス LA±0   

 
テンプレート HD LA ECL  備考 

コープス － LA－ －  ・プレイヤーには使用不可 

コラプテッド － LA－ －  ・プレイヤーには使用不可 

ボーン － LA－ －  ・プレイヤーには使用不可 

 
その他 HD LA ECL  備考 

フェティシズムによる利益 － LA±０ －  ・本書 p10 を参照 

“呼び出し”を受けたクリーチャー － LA－ －  ・おそらくプレイヤーには使用不可 

憑依能力を持つフィーンド － LA－ － 
 ・プレイヤーには使用不可 

 ・BoVD，ECS，FC1 に記載あり 

 

―プレイヤー種族― ［Und］ （３.５ｅ） ( 『アンダーダーク』――p6，p78 )： 
 

種族名 HD LA ECL  備考 

フェイルーンの人間、ディープ･アイマスカー人 ＝クラス LA±0 １ｌｖ  ・本書 p20 にランダム決定表あり 

ドワーフ、ドゥエルガル ＝クラス LA＋１ ２ｌｖ  ・Und, XPH，PGtF にランダム決定表 

エルフ、ドラウ ＝クラス LA＋２ 

３ｌｖ 

 ・Und, PGtF にランダム決定表あり 

オーク、オログ ＝クラス LA＋２  ・日本語版では未登場の種族 

キチン ＝クラス LA＋２  ・本書 p20 にランダム決定表あり 

プレインタッチト、グローミング ＝クラス LA＋２  ・本書 p20 にランダム決定表あり 

スリス ＝クラス LA＋２  ・本書 p20 にランダム決定表あり 

グリムロック ２HD LA＋２ 

４ｌｖ 

 ・本書 p20 にランダム決定表あり 

デロ、狂気のデロ ３HD LA＋１ 
 ・MM を参照 

 ・本書によって LA を追加 

 ・正気のデロの LA 改定の可能性あり 

トログロダイト ２HD LA＋２  ・MM を参照 

ノーム、スヴァーフネブリン ＝クラス LA＋３  ・Und, PGtF にランダム決定表あり 

フェアロック ２HD LA＋２   

クオトア ２HD LA＋３ 

５ｌｖ 

 ・本書 p20 にランダム決定表あり 

クアゴス ３HD LA＋２  ・MCMoF を参照 

デロ、正気のデロ ３HD LA＋２  ・MM を参照 

バフィタウロス ３HD LA＋２   

 

種族名 HD LA ECL  備考 

プレインタッチト、タナラック ５HD LA＋３ 

８ｌｖ 

 ・MCMoF を参照 

ポータル･ドレイク ５HD LA＋３   

ミノタウロス ６HD LA＋２  ・MM を参照 



Dungeons&Dragons® Table 
種族名 HD LA ECL  備考 

グローラ ７HD LA＋２ 
９ｌｖ 

  

リス ４HD LA＋５   

ストーン･フライヤー （腹心） ５HD LA＋５ １０ｌｖ   

 

種族名 HD LA ECL  備考 

マインド･フレイヤー ８HD LA＋７ １５ｌｖ  ・MM を参照 

 

種族名 HD LA ECL  備考 

ジャイアント、モー １２HD LA＋５ １７ｌｖ   

 
テンプレート HD LA ECL  備考 

カメレオン － LA＋１ －   

フェアズレス･インフューズド － LA＋１ －   

ミネラル･ウォリアー － LA＋１ －   

ハーフイリシッド － LA＋5 － 
 ・本書では LA－のため使用不可 

 ・Fiend Folio（未訳）では LA＋5 

アラクノイド － LA－ －  ・プレイヤーには使用不可 

 

―プレイヤー種族― ［Dra］ （３.５ｅ） ( 『竜の書：ドラコノミコン』――p137 )： 
 

種族名 HD LA ECL  備考 

スードゥドラゴン ２HD LA＋３ ５ｌｖ  ・MM を参照 

 

種族名 HD LA ECL  備考 

ドラゴン、ワームリング･ファング･ドラゴン ３HD LA＋３ 

６ｌｖ 

 ・MCMoF にも記載 

プレイナー･ドラゴン、 
ワームリング･イセリアル･ドラゴン 

４HD LA＋２   

ジェム･ドラゴン、ワームリング･サファイア･ドラゴン ５HD LA＋２ 

７ｌｖ 

 ・MM2 を参照 

ドラゴン、ワームリング･シャドウ･ドラゴン ４HD LA＋３  ・MCMoF にも記載 

プレイナー･ドラゴン、ワームリング･バトル･ドラゴン ５HD LA＋２   

ドラゴン、ワームリング･ブラウン･ドラゴン ６HD LA＋２ 
８ｌｖ 

 ・MCMoF にも記載 

フェルドレイク、スパイクト･フェルドレイク ６HD LA＋２   

ドラゴネル ６HD LA＋３ 
９ｌｖ 

  

ドラゴンキン ７HD LA＋２  ・MCMoF にも記載（LA が異なる） 

ジェム･ドラゴン、ワームリング･アメジスト･ドラゴン ６HD LA＋４ 

１０ｌｖ 

 ・MM2 を参照 

ジェム･ドラゴン、ワームリング･エメラルド･ドラゴン ６HD LA＋４  ・MM2 を参照 

ジェム･ドラゴン、ワームリング･クリスタル･ドラゴン ５HD LA＋５  ・MM2 を参照 

ドラゴン、ヴェリー･ヤング･シャドウ･ドラゴン ７HD LA＋３  ・MCMoF にも記載 

ドラゴン、ワームリング･ソング･ドラゴン ５HD LA＋５  ・MCMoF にも記載 

ドラゴン、ワームリング･ディープ･ドラゴン ６HD LA＋４  ・MCMoF にも記載 

ドラゴン、ヴェリー･ヤング･ファング･ドラゴン ６HD LA＋４  ・MCMoF にも記載 

フェアリー･ドラゴン ８HD LA＋２   

プレイナー･ドラゴン、 
ヴェリー･ヤング･イセリアル･ドラゴン 

７HD LA＋３   

プレイナー･ドラゴン、 
ワームリング･ケイオス･ドラゴン 

６HD LA＋４   

プレイナー･ドラゴン、 
ワームリング･ステュクス･ドラゴン 

５HD LA＋５   

プレイナー･ドラゴン、ワームリング･ラスト･ドラゴン ６HD LA＋４   

ランドワーム、プレインズ･ランドワーム ８HD LA＋２   

 

種族名 HD LA ECL  備考 

エレメンタル･ドレイク、アイス･ドレイク ８HD LA＋３ 

１１ｌｖ 

  

エレメンタル･ドレイク、エア･ドレイク ８HD LA＋３   

ジェム･ドラゴン、 
ヴェリー･ヤング･サファイア･ドラゴン 

８HD LA＋３  ・MM2 を参照 

ジェム･ドラゴン、ワームリング･トパーズ･ドラゴン ７HD LA＋４  ・MM2 を参照 

プレイナー･ドラゴン、 
ワームリング･オケアノス･ドラゴン 

７HD LA＋４   

プレイナー･ドラゴン、 
ワームリング･パイロクラスティック･ドラゴン 

７HD LA＋４   

プレイナー･ドラゴン、 
ヴェリー･ヤング･バトル･ドラゴン 

８HD LA＋３   

ワイヴァーン ７HD LA＋４ 
 ・MM を参照 

 ・本書によって LA を追加 

ドラゴン、ヴェリー･ヤング･ブラウン･ドラゴン ９HD LA＋３ 

１２ｌｖ 

 ・MCMoF にも記載 

プレイナー･ドラゴン、 
ワームリング･タルタリアン･ドラゴン 

８HD LA＋４   

エレメンタル･ドレイク、ウォーター･ドレイク １０HD LA＋３ 

１３ｌｖ 

  

ジェム･ドラゴン、 
ヴェリー･ヤング･アメジスト･ドラゴン ９HD LA＋４  ・MM2 を参照 

ジェム･ドラゴン、 
ヴェリー･ヤング･エメラルド･ドラゴン 

９HD LA＋４  ・MM2 を参照 

ジェム･ドラゴン、 
ヴェリー･ヤング･クリスタル･ドラゴン 

８HD LA＋５  ・MM2 を参照 

ドラゴン、ヤング･シャドウ･ドラゴン １０HD LA＋３  ・MCMoF にも記載 

ドラゴン、ヴェリー･ヤング･ソング･ドラゴン ８HD LA＋５  ・MCMoF にも記載 

ドラゴン、ヴェリー･ヤング･ディープ･ドラゴン ９HD LA＋４  ・MCMoF にも記載 

ドラゴン、ヤング･ファング･ドラゴン ９HD LA＋５  ・MCMoF にも記載 

 

種族名 HD LA ECL  備考 

プレイナー･ドラゴン、 
ヴェリー･ヤング･ケイオス･ドラゴン 

９HD LA＋４ 

１３ｌｖ 

  

プレイナー･ドラゴン、 
ヴェリー･ヤング･ステュクス･ドラゴン 

８HD LA＋５   

プレイナー･ドラゴン、 
ワームリング･ハウリング･ドラゴン 

９HD LA＋４   

プレイナー･ドラゴン、 
ヴェリー･ヤング･ラスト･ドラゴン 

９HD LA＋４   

プレイナー･ドラゴン、 
ワームリング･レイディアント･ドラゴン 

９HD LA＋４   

ジェム･ドラゴン、 
ヴェリー･ヤング･トパーズ･ドラゴン 

１０HD LA＋４ 

１４ｌｖ 

 ・MM2 を参照 

プレイナー･ドラゴン、ヤング･イセリアル･ドラゴン １０HD LA＋４   

プレイナー･ドラゴン、 
ヴェリー･ヤング･オケアノス･ドラゴン 

１０HD LA＋４   

ランドワーム、アンダーダーク･ランドワーム １２HD LA＋２   

アビサル･ドレイク １０HD LA＋５ 

１５ｌｖ 

  

エレメンタル･ドレイク、アース･ドレイク １２HD LA＋３   

エレメンタル･ドレイク、ウーズ･ドレイク １２HD LA＋３   

エレメンタル･ドレイク、スモーク･ドレイク １２HD LA＋３   

ジェム･ドラゴン、ヤング･サファイア･ドラゴン １１HD LA＋４  ・MM2 を参照 

プレイナー･ドラゴン、 
ヴェリー･ヤング･パイロクラスティック･ドラゴン 

１０HD LA＋５   

プレイナー･ドラゴン、ヤング･バトル･ドラゴン １１HD LA＋４   

 

種族名 HD LA ECL  備考 

ジェム･ドラゴン、ヤング･クリスタル･ドラゴン １１HD LA＋５ 

１６ｌｖ 

 ・MM2 を参照 

ドラゴン、ヤング･ソング･ドラゴン １１HD LA＋５  ・MCMoF にも記載 

ドラゴン、ヤング･ブラウン･ドラゴン １２HD LA＋４  ・MCMoF にも記載 

プレイナー･ドラゴン、ヤング･ステュクス･ドラゴン １１HD LA＋５   

プレイナー･ドラゴン、 
ヴェリー･ヤング･タルタリアン･ドラゴン 

１１HD LA＋５   

エレメンタル･ドレイク、ファイアー･ドレイク １４HD LA＋３ 

１７ｌｖ 

  

ジェム･ドラゴン、ヤング･アメジスト･ドラゴン １２HD LA＋５  ・MM2 を参照 

ドラゴン、ジュヴナイル･シャドウ･ドラゴン １３HD LA＋４  ・MCMoF にも記載 

ドラゴン、ヤング･ディープ･ドラゴン １２HD LA＋５  ・MCMoF にも記載 

ドラゴン、ジュヴナイル･ファング･ドラゴン １２HD LA＋５  ・MCMoF にも記載 

ドラゴン･タートル １２HD LA＋５ 
 ・MM を参照 

 ・本書によって LA を追加 

プレイナー･ドラゴン、 
ジュヴナイル･イセリアル･ドラゴン 

１３HD LA＋４   

プレイナー･ドラゴン、 
ヴェリー･ヤング･ハウリング･ドラゴン 

１２HD LA＋５   

プレイナー･ドラゴン、ヤング･ラスト･ドラゴン １２HD LA＋５   

プレイナー･ドラゴン、 
ヴェリー･ヤング･レイディアント･ドラゴン 

１２HD LA＋５   

ジェム･ドラゴン、ジュヴナイル･サファイア･ドラゴン １４HD LA＋４ 

１８ｌｖ 

 ・MM2 を参照 

ジェム･ドラゴン、ヤング･エメラルド･ドラゴン １２HD LA＋６  ・MM2 を参照 

ジェム･ドラゴン、ヤング･トパーズ･ドラゴン １３HD LA＋５  ・MM2 を参照 

プレイナー･ドラゴン、ヤング･オケアノス･ドラゴン １３HD LA＋５   

プレイナー･ドラゴン、ヤング･ケイオス･ドラゴン １２HD LA＋６   

プレイナー･ドラゴン、ジュヴナイル･バトル･ドラゴン １４HD LA＋４   

エレメンタル･ドレイク、マグマ･ドレイク １６HD LA＋３ 

１９ｌｖ 

  

ランドワーム、フォレスト･ランドワーム １６HD LA＋３   

プレイナー･ドラゴン、 
ヤング･パイロクラスティック･ドラゴン 

１３HD LA＋６   

ジェム･ドラゴン、ジュヴナイル･クリスタル･ドラゴン １４HD LA＋６ 

２０ｌｖ 

 ・MM2 を参照 

ドラゴン、ジュヴナイル･ソング･ドラゴン １４HD LA＋６  ・MCMoF にも記載 

ドラゴン、ジュヴナイル･ブラウン･ドラゴン １５HD LA＋５  ・MCMoF にも記載 

プレイナー･ドラゴン、 
ジュヴナイル･ステュクス･ドラゴン 

１４HD LA＋６   

プレイナー･ドラゴン、ヤング･タルタリアン･ドラゴン １４HD LA＋６   

 

テンプレート HD LA ECL  備考 

ドラコニック － LA＋１ －   

ハーフドラゴン （その他のドラゴンの） － LA＋３ － 
 ・MM にクロマティック族、メタリック族の 

 ハーフドラゴンが記載 

ドラコリッチ － LA＋４ －   

ヴァンピリック･ドラゴン － LA＋５ －   

ゴーストリィ･ドラゴン － LA＋５ －   

スケルタル･ドラゴン － LA－ －  ・プレイヤーには使用不可 

ゾンビ･ドラゴン － LA－ －  ・プレイヤーには使用不可 

 

 

 

 

 



Dungeons&Dragons® Table 
―プレイヤー種族― ［BoED］ （３.５ｅ） ( 『高貴なる行ないの書』――p6，p24，p157 )： 
 

種族名 HD LA ECL  備考 

プレインタッチト、アアシマール ＝クラス LA＋１ ２ｌｖ  ・PGtF，RoD にランダム決定表あり 

スプライト、グリッグ １/２HD LA＋３ 3.5ｌｖ 
 ・MM を参照 

 ・本書の腹心表では ECL4ｌｖである 

ため、種族 HD の端数は 1 に変更？ 

スプライト、ピクシー １HD LA＋４ 

５ｌｖ 

 ・MM を参照 

バリアール （BoED） ３HD LA＋２  ・MotP にも記載（HD が異なる） 

アルコン、ランタン･アルコン （腹心） １HD LA＋４ 
 ・MM を参照 

 ・本書によって ECL を追加 
 

種族名 HD LA ECL  備考 

トゥルー･ドラゴン、ワームリング･ブラス･ドラゴン ４HD LA＋２ 

６ｌｖ 

 ・MM を参照 

 ・Dra p137 に成長の詳細 

ペガサス ４HD LA＋２  ・MM を参照 

ブリンク･ドッグ （腹心） ４HD LA＋２  ・MM を参照 

エラドリン、クア ２HD LA＋５ 

７ｌｖ 

  

ガーディナル、マステヴァル ２HD LA＋５   

トゥルー･ドラゴン、 
ワームリング･カッパー･ドラゴン 

５HD LA＋２ 
 ・MM を参照 

 ・Dra p137 に成長の詳細 

レック ５HD LA＋３ 
８ｌｖ 

  

ユニコーン （腹心） ４HD LA＋４  ・MM を参照 

ガーディナル、ケルヴィダル ４HD LA＋５ ９ｌｖ  ・MM2 を参照 

トゥルー･ドラゴン、 
ヴェリー･ヤング･ブラス･ドラゴン 

７HD LA＋３ 

１０ｌｖ 

 ・MM を参照 

 ・Dra p137 に成長の詳細 

トゥルー･ドラゴン、ワームリング･ブロンズ･ドラゴン ６HD LA＋４ 
 ・MM を参照 

 ・Dra p137 に成長の詳細 

ライカンスロープ、ワーベア （先天性） ＝クラス 

＋６HD 
LA＋３ 

 ・MM を参照 

 ・後天性で LA＋2 に変化 
 

種族名 HD LA ECL  備考 

アルコン、ハウンド･アルコン ６HD LA＋5 

１１ｌｖ 

 ・MM を参照 

エラドリン、ブララニ ６HD LA＋５  ・MM を参照 

トゥルー･ドラゴン、 
ヴェリー･ヤング･カッパー･ドラゴン 

８HD LA＋３ 
 ・MM を参照 

 ・Dra p137 に成長の詳細 

トゥルー･ドラゴン、 
ワームリング･シルヴァー･ドラゴン 

７HD LA＋４ 
 ・MM を参照 

 ・Dra p137 に成長の詳細 

トゥルー･ドラゴン、ワームリング･ゴールド･ドラゴン ８HD LA＋４ 

１２ｌｖ 

 ・MM を参照 

 ・Dra p137 に成長の詳細 

トリエント ７HD LA＋５  ・MM を参照 

レスキロール ６HD LA＋６   

ガーディナル、エクイナル ６HD LA＋７ 

１３ｌｖ 

  

ジンニー、ジン ７HD LA＋６  ・MM を参照 

トゥルー･ドラゴン、 
ヴェリー･ヤング･ブロンズ･ドラゴン 

９HD LA＋４ 
 ・MM を参照 

 ・Dra p137 に成長の詳細 

リレンド ７HD LA＋６  ・MM を参照 

アスーラ ８HD LA＋６ 

１４ｌｖ 

  

トゥルー･ドラゴン、 
ヴェリー･ヤング･シルヴァー･ドラゴン 

１０HD LA＋４ 
 ・MM を参照 

 ・Dra p137 に成長の詳細 

トゥルー･ドラゴン、ヤング･ブラス･ドラゴン １０HD LA＋４ 
 ・MM を参照 

 ・Dra p137 に成長の詳細 

アルコン、ウォードゥン･アルコン ８HD LA＋７ 

１５ｌｖ 

  

トゥルー･ドラゴン、ヤング･カッパー･ドラゴン １１HD LA＋４ 
 ・MM を参照 

 ・Dra p137 に成長の詳細 

ホリファント ６HD LA＋９   

ガーディナル、アヴォラル （腹心） ７HD LA＋８ 
 ・MM を参照 

 ・本書によって ECL を追加 

ガーディナル、ルピナル （腹心） ８HD LA＋７ 
 ・MM2 を参照 

 ・本書によって ECL を追加 
 

種族名 HD LA ECL  備考 

コアトル ９HD LA＋７ 

１６ｌｖ 

 ・MM を参照 

トゥルー･ドラゴン、 
ヴェリー･ヤング･ゴールド･ドラゴン 

１１HD LA＋５ 
 ・MM を参照 

 ・Dra p137 に成長の詳細 

クエサー ８HD LA＋９ 

１７ｌｖ 

  

トゥルー･ドラゴン、ジュヴナイル･ブラス･ドラゴン １３HD LA＋４ 
 ・MM を参照 

 ・Dra p137 に成長の詳細 

ムーン･ドッグ ９HD LA＋８   

アルコン、アウル･アルコン １０HD LA＋８ 

１８ｌｖ 

  

エラドリン、フィーア ８HD LA＋１０   

ガーディナル、ウルシナル １０HD LA＋８   

トゥルー･ドラゴン、ジュヴナイル･カッパー･ドラゴン １４HD LA＋４ 
 ・MM を参照 

 ・Dra p137 に成長の詳細 

トゥルー･ドラゴン、ヤング･シルヴァー･ドラゴン １３HD LA＋５ 
 ・MM を参照 

 ・Dra p137 に成長の詳細 

トゥルー･ドラゴン、ヤング･ブロンズ･ドラゴン １２HD LA＋６ 
 ・MM を参照 

 ・Dra p137 に成長の詳細 

レスキロール、三つ首のレスキロール １０HD LA＋９ １９ｌｖ   

アルコン、ソード･アルコン １１HD LA＋９ 

２０ｌｖ 

  

アルコン、トランペット･アルコン 12HD LA＋８  ・MM を参照 

エンジェル、アストラル･デーヴァ １２HD LA＋８  ・MM を参照 

トゥルー･ドラゴン、ヤング･ゴールド･ドラゴン １４HD LA＋６  ・Dra p137 に成長の詳細 

エラドリン、ガエル （腹心） １０HD LA＋１０ 
 ・MM を参照 

 ・本書によって ECL を追加 

ガーディナル、レオナル （腹心） １２HD LA＋８  ・本書によって ECL を追加 

アルコン、スロウン･アルコン １４HD LA＋１０ ２４ｌｖ  ・腹心の項には記載なし 

 

種族名 HD LA ECL  備考 

エラドリン、シラディ １２HD LA＋１２    

エラドリン、トゥラニ １８HD LA＋１０ ２８ｌｖ  ・腹心の項には記載なし 

 

テンプレート HD LA ECL  備考 

自発的清貧 － LA±０ －  ・本書 p29 を参照（特技 2 つが必要） 

サンクタファイド － LA＋２ －   

セイント － LA＋２ －  ・本書 p29，p178 を参照 

アクシオマティック － LA＋４ － 
 ・本書 p90 では LA の記載なし 

 ・MotP では LA＋4 

セイクリッド･ウォッチャー － LA＋５ －   

ハーフセレスチャル （BoED） － 本文参照 －  ・本書 p26 を参照 

アリークス － LA－ －  ・プレイヤーには使用不可 

 

―プレイヤー種族― ［PGtF］ （３.５ｅ） ( 『フェイルーン・プレイヤーズガイド』――p188 )： 
 

種族名 HD LA ECL  備考 

エルフ、下級版ドラウ ＝クラス LA±0 

１ｌｖ 

  

ノーム、下級版スヴァーフネブリン ＝クラス LA±0   

ドワーフ、下級版ドゥエルガル ＝クラス LA±0   

プレインタッチト、下級版プレインタッチト ＝クラス LA±0 

 ・日本語内では、アアシマール、 

ティーフリング、ジェナシ、タナラック、 

フェイリ、ケイオンド、ゼニスリー、 

グローミングがプレインタッチトに該当 

 

テンプレート HD LA ECL  備考 

フェイルーンの請願者 － LA－ －  ・プレイヤーには使用不可 

 
その他 HD LA ECL  備考 

強力な種族のレベル 1 － 本文参照 1ｌｖ  ・負のレベル調整値を用いる 

 

―プレイヤー種族― ［XPH］ （３.５ｅ） ( 『サイオニクス・ハンドブック 第 3.5 版』――p6，p183 )： 
 

種族名 HD LA ECL  備考 

エラン ＝クラス LA±0 

１ｌｖ 

 ・本書 p16 にランダム決定表あり 

ゼフ ＝クラス LA±0  ・本書 p16 にランダム決定表あり 

ミーナッド ＝クラス LA±0  ・本書 p16 にランダム決定表あり 

ゴブリン、ブルー ＝クラス LA＋１ 

２ｌｖ 

  

ジャイアント、ハーフジャイアント ＝クラス LA＋１ 
 ・本書 p16 にランダム決定表あり 

 ・SoX p16 にも記載あり（擬サは除く） 

ドワーフ、ドゥエルガル （サイオニック版） ＝クラス LA＋１  ・Und, XPH，PGtF にランダム決定表 

ドロマイト ＝クラス LA＋１  ・本書 p16 にランダム決定表あり 

ギスゼライ （サイオニック版） ＝クラス LA＋２ 
３ｌｖ 

 ・本書 p16 にランダム決定表あり 

ギスヤンキ （サイオニック版） ＝クラス LA＋２  ・本書 p16 にランダム決定表あり 

スリクリーン （XPH） ２HD LA＋２ ４ｌｖ 
 ・MM2 にも記載（LA が異なる） 

 ・本書 p16 にランダム決定表あり 
 

種族名 HD LA ECL  備考 

ユアンティ、 

ユアンティ･ピュアブラッド （サイオニック版） 
４HD LA＋２ ６ｌｖ   

アンボディード ４HD LA＋４ ８ｌｖ   

 

種族名 HD LA ECL  備考 

インテレクト･ディヴァウラー ６HD LA＋６ 

１２ｌｖ 

  

ユアンティ、 

ユアンティ･ハーフブラッド （サイオニック版） 
７HD LA＋５   

マインド･フレイヤー （サイオニック版） ８HD LA＋７ １５ｌｖ   

 

種族名  HD LA ECL  備考 

コアトル （サイオニック版） ９HD LA＋７ 

１６ｌｖ 

  

ユアンティ、 

ユアンティ･アボミネーション （サイオニック版） 
９HD LA＋７   

デーモン、ケレブリリス ９HD LA＋９ １８ｌｖ   

 
テンプレート HD LA ECL  備考 

フレニック種 － LA＋２ －   

 

―プレイヤー種族― ［ECS］ （３.５ｅ） ( 『エベロン・ワールドガイド』――p11，p273 )： 
 

種族名 HD LA ECL  備考 

ウォーフォージド ＝クラス LA±0 

１ｌｖ 

 ・本書 p27 にランダム決定表あり 

カラシュター ＝クラス LA±0  ・本書 p27 にランダム決定表あり 

シフター ＝クラス LA±0  ・本書 p27 にランダム決定表あり 

チェンジリング ＝クラス LA±0  ・本書 p27 にランダム決定表あり 

インスパイアド、空の器 ＝クラス LA＋１ ２ｌｖ   

ドルグリム ＝クラス LA＋２ ３ｌｖ   

ドルガント ２HD LA＋３ ５ｌｖ   

 

種族名 HD LA ECL  備考 

ラークシャサ、ザキャ･ラークシャサ ７HD LA＋７ １４ｌｖ   
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テンプレート HD LA ECL  備考 

インスパイアド、クォーリの魂 － LA－ －  ・プレイヤーには使用不可 

シンビアントの宿主 － LA－ －  ・プレイヤーには使用不可 

ホリッド･アニマル － LA－ － 
 ・プレイヤーには使用不可 

 ・動物の相棒に選択可のものもあり 

メイジブレッド － LA－ － 
 ・プレイヤーには使用不可 

 ・動物の相棒に選択可のものもあり 

リヴィング･スペル － LA－ －  ・プレイヤーには使用不可 

 
その他 HD LA ECL  備考 

憑依能力を持つフィーンド － LA－ － 
 ・プレイヤーには使用不可 

 ・BoVD，ECS，FC1 に記載あり 

 

―プレイヤー種族― ［RoS］ （３.５ｅ） ( 『石の種族』――p53，p85，p162，p185 )： 
 

種族名 HD LA ECL  備考 

ドワーフ、ドリーム･ドワーフ ＝クラス LA±0 
１ｌｖ 

 ・本書 p86 にランダム決定表あり 

ノーム、ウィスパー･ノーム ＝クラス LA±0  ・本書 p86 にランダム決定表あり 

ゴライアス ＝クラス LA＋１ 
２ｌｖ 

 ・本書 p86 にランダム決定表あり 

 （おそらくフェラル･ガルガンと同じ表） 

ノーム、ケイオス･ノーム ＝クラス LA＋１  ・本書 p86 にランダム決定表あり 

フェラル･ガルガン ２HD LA＋２ ４ｌｖ 
 ・本書 p86 にランダム決定表あり 

 ・本書に 1ｌｖからモンスター・クラスあり 

エレメンタル、小型アース･エレメンタル （腹心） ２HD LA＋３ ５ｌｖ 
 ・MM を参照 

 ・本書によって ECL を追加 
 

種族名 HD LA ECL  備考 

ストーンチャイルド ２HD LA＋４ 
６ｌｖ 

 ・本書 p86 にランダム決定表あり 

 ・本書に 1ｌｖからモンスター・クラスあり 

アース･メフィット （腹心） ３HD LA＋３  ・MM を参照 

ゾーン、マイナー･ゾーン （腹心） ３HD LA＋４ ７ｌｖ  ・MM を参照 

エレメンタル、中型アース･エレメンタル （腹心） ４HD LA＋４ ８ｌｖ 
 ・MM を参照 

 ・本書によって ECL を追加 

ガーゴイル 
（カポアシンス） 

４HD LA＋５ ９ｌｖ 
 ・MM を参照 

 ・本書では（腹心）として記載 

ストーン･ドレイク ６HD LA＋４ １０ｌｖ  ・本書 p86 にランダム決定表あり 

 

種族名 HD LA ECL  備考 

ゾーン、アヴェレッジ･ゾーン （腹心） ７HD LA＋５ １２ｌｖ 
 ・MM を参照 

 ・本書によって ECL を追加 

エレメンタル、大型アース･エレメンタル （腹心） ８HD LA＋５ １３ｌｖ 
 ・MM を参照 

 ・本書によって ECL を追加 

 

―プレイヤー種族― ［CAr］ （３.５ｅ） ( 『秘術大全』――p190 )： 
 

テンプレート HD LA ECL  備考 

スードゥナチュラル － LA＋４ － 
 ・本書では LA－のため使用不可 

 ・MotP では LA＋4 

エフィジー － LA－ －  ・プレイヤーには使用不可 

スペルスティッチト － LA－ －  ・プレイヤーには使用不可 

 
―プレイヤー種族― ［MM3］ （３.５ｅ） ( 『モンスター・マニュアルⅢ』――p223 )： 
 

種族名 HD LA ECL  備考 

ウォーフォージド ＝クラス LA±0 

１ｌｖ 

 ・ECS p27 にランダム決定表あり 

ウォーフォージド、ウォーフォージド･スカウト ＝クラス LA±0   

ケンク ＝クラス LA±0   

シフター ＝クラス LA±0  ・ECS p27 にランダム決定表あり 

チェンジリング ＝クラス LA±0  ・ECS p27 にランダム決定表あり 

ゴブリン、フォレストキス ＝クラス LA＋１ 

２ｌｖ 

  

リザードフォーク、 
ポイズン･ダスク･リザードフォーク 

＝クラス LA＋１   

ペタル （腹心） １HD LA＋２ ３ｌｖ   

ゴートフォーク ３HD LA＋１ 

４ｌｖ 

  

ノール、フリンド ２HD LA＋２   

ルーミ ２HD LA＋２   

ニクター ３HD LA＋２ ５ｌｖ   

 

種族名 HD LA ECL  備考 

スプリンターウェイフ ２HD LA＋４ ６ｌｖ   

リザードフォーク、 
ブラックスケイル･リザードフォーク 

４HD LA＋３ ７ｌｖ   

アーマンド ５HD LA＋３ 

８ｌｖ 

  

ウォーフォージド、ウォーフォージド･チャージャー ４HD LA＋４   

ドラコタウロス ３HD LA＋５   

レッドキャップ、若いレッドキャップ ４HD LA＋４   

ソーン （腹心） ６HD LA＋２   

グラシュティグ ６HD LA＋４ 

１０ｌｖ 

  

スプリンターウェイフ、 
スプリンターウェイフのならず者 

６HD LA＋４   

トロル、フォレスト･トロル ５HD LA＋５   

ハーサフ ６HD LA＋４   

 

 

 
種族名 HD LA ECL  備考 

ウッド･ウォウド ８HD LA＋３ 

１１ｌｖ 

  

オーガ、スカルクラッシャー･オーガ ８HD LA＋３   

ユーゴロス、カノロス ６HD LA＋５  ・MotP にも記載（HD と LA が異なる） 

リジカー ５HD LA＋６   

ロスク ８HD LA＋３   

ウィッチナイフ ９HD LA＋３ 
１２ｌｖ 

  

フェラーク ７HD LA＋５   

クォラフォン ９HD LA＋５ 

１４ｌｖ 

  

セリューリン （腹心） １０HD LA＋４   

ベアハウンド （腹心） １０HD LA＋４   

グリムウィアード １２HD LA＋３ 

１５ｌｖ 

  

グルガー １０HD LA＋５   

トロル、クリスタライン･トロル １０HD LA＋５   

トロル、ケイヴ･トロル ９HD LA＋６   

ユーゴロス、メゾロス １０HD LA＋５ ・MotP にも LA－で記載（HD が異なる）

 

種族名 HD LA ECL  備考 

ラークシャサ、ナルザルーン･ラークシャサ １１HD LA＋５ 
１６ｌｖ 

  

レッドキャップ、年経りたるレッドキャップ １２HD LA＋４   

アストラル･ストーカー １２HD LA＋６ 

１８ｌｖ 

  

ソルト･ミイラ １２HD LA＋６   

デーモン、アロー･デーモン １０HD LA＋８   

トロル、ウォー･トロル １２HD LA＋６   

ジャイアント、サンド･ジャイアント １５HD LA＋４ 
１９ｌｖ 

  

ユーゴロス、ニュカロス １４HD LA＋５ ・MotP にも LA－で記載（HD が異なる）

トロル、マウンテン･トロル １５HD LA＋５ ２０ｌｖ   

ラークシャサ、アクチャザール･ラークシャサ １７HD LA＋５ ２２ｌｖ   

ユーゴロス、ウルトロロス １８HD LA＋５ ２３ｌｖ ・MotP にも LA－で記載（HD が異なる）

セリューリン、大セリューリン （腹心） ２１HD LA＋４ ２５ｌｖ   

ユーゴロス、ニュカロスの指揮官 ２５HD LA＋５ ３０ｌｖ   

 

テンプレート HD LA ECL  備考 

ウッドリング － LA＋３ －   

ヴォイドマインド － LA＋３ －   

スペルウォープト － LA＋３ －   

リヴィング･スペル － LA－ －  ・プレイヤーには使用不可 

 

―プレイヤー種族― ［Sh］ （３.５ｅ） ( 『シャーン：塔の街』――p176 )： 
 

種族名 HD LA ECL  備考 

スパイアトップ･ドラゴン ２HD LA＋２ ４ｌｖ   

ローチ･スロール ３HD LA＋２ ５ｌｖ   

 

種族名 HD LA ECL  備考 

レイディアント･アイドル １１HD LA＋７ １８ｌｖ   

 

―プレイヤー種族― ［RoD］ （３.５ｅ） ( 『宿命の種族』――p51，p91 )： 
 

種族名 HD LA ECL  備考 

人間、アンダーフォーク、 ＝クラス LA±0 

１ｌｖ 

 ・本書 p110 にランダム決定表あり 

人間、イルーミアン ＝クラス LA±0  ・本書 p55 にランダム決定表あり 

人間、シー･キン ＝クラス LA±0  ・本書 p110 にランダム決定表あり 

人間、マングラルフォーク ＝クラス LA±0  ・本書 p110 にランダム決定表あり 

人間、シャラキム ＝クラス LA＋１ 

２ｌｖ 

 ・本書 p110 にランダム決定表あり 

プレインタッチト、アアシマール ＝クラス LA＋１  ・PGtF，RoD にランダム決定表あり 

プレインタッチト、ティーフリング ＝クラス LA＋１  ・PGtF，RoD にランダム決定表あり 

オーガ、ハーフオーガ ＝クラス LA＋２ 

３ｌｖ 
 ・本書 p110 にランダム決定表あり 

人間、スカルク ２HD LA＋１ 
 ・本書 p110 にランダム決定表あり 

 ・本書に 1ｌｖからモンスター・クラスあり 
 

種族名 HD LA ECL  備考 

ドッペルゲンガー ４HD LA＋４ ８ｌｖ 
 ・本書 p110 にランダム決定表あり 

 ・本書に 1ｌｖからモンスター・クラスあり 
 

※ ハーフ人間と人間もどきの種族の扱いについては、本書 p150 を参照。また、PGtF の下級版プレインタッチトも参照。 

 

―プレイヤー種族― ［RotW］ （３.５ｅ） ( 『自然の種族』――p65，p91 )： 
 

種族名 HD LA ECL  備考 

キローレン ＝クラス LA±0 
１ｌｖ 

 ・本書 p106 にランダム決定表あり 

ラプトラン ＝クラス LA±0  ・本書 p106 にランダム決定表あり 

キャットフォーク ＝クラス LA＋１ ２ｌｖ  ・本書 p106 にランダム決定表あり 

ノール ２HD LA＋１ ３ｌｖ 
 ・本書 p106 にランダム決定表あり 

 ・本書に 1ｌｖからモンスター・クラスあり 
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ケンタウロス ４HD LA＋２ ６ｌｖ 
 ・本書 p106 にランダム決定表あり 

 ・本書に 1ｌｖからモンスター・クラスあり 

 

―プレイヤー種族― ［CoSW］ （３.５ｅ） ( 『ウォーターディープ：壮麗な都』――p128 )： 
 

種族名 HD LA ECL  備考 

リュークロッタ （腹心） ６HD LA＋４ １０ｌｖ ・MCMoF にも（腹心）ではなく記載 

 

種族名 HD LA ECL  備考 

リュークロッタ、 

チェンジスティード･リュークロッタ （腹心） 
８HD LA＋４ １２ｌｖ   

 

―プレイヤー種族― ［FN］ （３.５ｅ） ( 『五つ国：ファイヴ・ネイションズ』――p125 )： 
 

種族名 HD LA ECL  備考 

ガーゴイル、ウィングウィルド （腹心） ３HD LA＋５ ８ｌｖ   

 

テンプレート HD LA ECL  備考 

マッドボーン － LA－ －  ・プレイヤーには使用不可 

 

―プレイヤー種族― ［SpC］ （３.５ｅ） ( 『呪文大辞典』――p288 )： 
 

種族名 HD LA ECL  備考 

プロテクタル ２HD LA＋３ ５ｌｖ   

 

―プレイヤー種族― ［FC1］ （３.５ｅ） ( 『魔物の書Ⅰ 奈落の軍勢』――p21 )： 
 

その他 HD LA ECL  備考 

憑依能力を持つフィーンド － LA－ － 
 ・プレイヤーには使用不可 

 ・BoVD，ECS，FC1 に記載あり 

 

―プレイヤー種族― ［SoX］ （３.５ｅ） ( 『ゼンドリックの秘密』――p16，77 )： 
 

種族名 HD LA ECL  備考 

ジャイアント、ハーフジャイアント ＝クラス LA＋１ ２ｌｖ  ・XPH p16 にランダム決定表あり 

 

種族名 HD LA ECL  備考 

アベイル、ソルジャー･アベイルの指揮官 ６HD LA＋５ １１ｌｖ  ・基本的なデータは MM2 を参照 

スコーラウ １０HD LA＋５ １５ｌｖ   

 

種族名 HD LA ECL  備考 

ジャイアント、ジャングル･ジャイアント １１HD LA＋５ １６ｌｖ   

 

テンプレート HD LA ECL  備考 

プライモーディアル･ジャイアント － LA±０ －   

クォークラフト･ウォーフォージド － LA－ －  ・プレイヤーには使用不可 

 

―プレイヤー種族― ［FC2］ （３.５ｅ） ( 『魔物の書Ⅱ 九層地獄の支配者』――p77 )： 
 

種族名 HD LA ECL  備考 

ヘルブレッド ＝クラス LA±0 １ｌｖ   

 

種族名 HD LA ECL  備考 

デヴィル、リージョン･デヴィル ３HD LA＋５ ８ｌｖ   

デヴィル、ナルズゴン ５HD LA＋４ ９ｌｖ  ・MotP にも記載（HD と LA が異なる） 

 

種族名 HD LA ECL  備考 

アビシャイ、ブラック･アビシャイ ５HD LA＋６ 
１１ｌｖ 

 ・MCMoF にも記載 

デヴィル、スパインド･デヴィル ７HD LA＋４  ・MotP にも記載（HD と LA が異なる） 

アビシャイ、ホワイト･アビシャイ ４HD LA＋６ 
１２ｌｖ 

 ・MCMoF にも記載（LA が異なる） 

デヴィル、スティール･デヴィル ６HD LA＋６   

アビシャイ、グリーン･アビシャイ ６HD LA＋７ 
１３ｌｖ 

 ・MCMoF にも記載 

デヴィル、ハーヴェスター･デヴィル ９HD LA＋４   

アビシャイ、ブルー･アビシャイ ７HD LA＋８ １５ｌｖ  ・MCMoF にも記載 

 

種族名 HD LA ECL  備考 

アビシャイ、レッド･アビシャイ ８HD LA＋８ １７ｌｖ  ・MCMoF にも記載（LA が異なる） 

デヴィル、アサシン･デヴィル １４HD LA＋６ ２０ｌｖ   

 
その他 HD LA ECL  備考 

デヴィルの擬似呪文能力を変換する － LA±０ －  ・本書 p108 を参照 

“バーテズゥ招来”の能力を特技に代替する － LA±０ －  ・本書 p107 を参照 

 
 

 
 

※各サプリメントは、原書の刊行順で整列しました。 日本語版の 『五つ国：ファイヴ・ネイションズ』（2008 年 6 月） までに対応。 

 


