
属性 神格 パワー 司る要素 領域 典型的な信者 好む武器
アリトゥア 下級神 道徳、礼節 善、知識、秩序 仲裁者、書記官、裁判官、伝令使 ショートスピア

ウーラ 中級女神 丘陵、山岳、宝石の原石 地、善、秩序 ドワーフ、ノーム、山岳居住者、坑夫 ウォーハンマー

ジャスカー 下級神 丘陵、山岳 地、善、秩序、守護 坑夫、地下勢力の討伐 ウォーハンマー

デレブ 下級神 理性、知性、学問 善、知識、秩序、魔術 学者、研究者、教育、知識の蓄積 ダーツ

ハイローニアス 中級神 騎士道、審判、名誉、戦争、豪胆、武勇 善、秩序、戦 裁判官、戦略家、軍隊 ロングソード、バトルアックス

フォートゥーボ 下級神 石、金属、山岳、守護 地、善、秩序、守護 ドワーフ、既婚者、計画的、忍耐強い ウォーハンマー

フォルタス 中級神 光、解決、法、秩序、剛直、太陽、月 善、知識、秩序、太陽 裁判官、法律家、仲裁者、保守的 クォータースタッフ

マイアヘン 半神(女神) 保護、審判、武勇 善、秩序、守護、戦 パラディン、建築家、裁判官、保護者 バスタードソード、メイス、ロングボウ

メリッカ 半神(女神) 農耕、農業、家庭 善、秩序、植物、守護 農夫、仲裁者、妊婦、成人と結婚の儀式 シックル

モラディン 上級神 ドワーフ、学問、鍛冶、金属細工、建築、合戦 守護、善、地、秩序 ドワーフ、職人、鍛冶屋 ウォーハンマー

ヤンダーラ 上級神 ハーフリング、守護、肥沃、多産 守護、善、秩序 ハーフリング、女家長 ショートソード

ラオ 上級神 平和、理性、静穏 秩序、善、知識 論理的思考過程、神学者、内省的思索 ライトメイス

アトロア 下級女神 春、東風、再生 風、善、植物、太陽 楽観的、寛大、放浪者 スリング

アル・アクバル 半神 守護、忠誠、高潔、義務 善、治癒、秩序、守護 学者、教師、治療師、助言者 ファルシオン

アローナ 中級女神 森林、林地、植物、動物、豊饒 動物、善、植物、太陽 女性、人間、エルフ、フェイ ロングボウ、ロングソード

きらめく黄金のガール 上級神 ノーム、ユーモア、ウィット、宝飾品細工 欺き、守護、善 ノーム、冗談、いたずら バトルアックス

ゾダル 下級神 慈悲、希望、善意 善、治癒、守護 奉仕者、質素、説得 素手打撃

ベアレイ 下級女神 家庭、家族、農業 善、植物、守護 助言者、護民官、農夫、結婚式、家族 シックル

ペイロア 上級神 太陽、光、力、治癒 善、治癒、力、太陽 養育者、守護者、治療師、奉仕者 ヘヴィメイス

ミーリス 下級女神 愛、恋愛、美 善、治癒、守護 若い恋人、芸術家、外交官、夢想的 ショートボウ、ウィップ

リディア 下級女神 音楽、知識、日光 善、知識、太陽、旅 女性、教師、助産婦、自立、公開 光のシャフト(ショートスピア)

イーシンド 半神 音楽、魔法の歌 混沌、善、知識、魔術 バード、音楽家 ロングソード

ウェンタ 下級女神 秋、西風、収穫、醸造 風、混沌、善、植物 醸造工、農家、外向的 クラブ

コード 中級神 競技、スポーツ、喧騒、力、勇気 混沌、善、力 指導者、スポーツマン、努力家 グレートソード、バスタードソード

コアロン・ラレシアン 上級神 エルフ、魔術、音楽、芸術、工芸、詩作、合戦 混沌、守護、善、戦 エルフ、ハーフエルフ、バード ロングソード

セイハニーン 中級女神 神秘主義、夢、遠征、死、満月、超越 混沌、善、知識、旅、欺き エルフ、預言者、神秘主義者、葬儀屋 クォータースタッフ

ソティリオン 下級女神 夏、南風、安楽、快適 風、混沌、善、治療、植物 外交官、安楽と快適、無気力 ネット

ダルト 下級神 入り口、扉、囲い、錠前、鍵 混沌、善、守護、旅、欺き 大工、石工、錠前師、盗賊、密偵 ダガー

トライセリオン 中級神 個性、解放、応報、自己防衛 混沌、善、守護、力 ローグ、レンジャー、密偵、個人主義 ショートスピア、ロングソード、グレートクラブ

ファイタン 下級神 自然、美、農耕 混沌、善、植物、太陽、水 農耕村落の守護者、自然の支配 シミター

ファルカン 下級神 大気、風、雲、鳥、弓術 風、動物、混沌、善、戦 軍隊、気象学者、レンジャー ロングボウ

リーア 下級女神 詩歌、散文、文学、美術 混沌、善、知識、魔術、旅 ソーサラー、バード、教師、記者、芸術 ショートスピア、レイピア

アスプレム 下級女神 船旅、船、船乗り 秩序、守護、旅、水 航海士、指導者(海) ロングスピア、船乗りや水棲生物の武器

ウィー・ジャス 中級女神 魔法、死、虚栄、法 死、秩序、魔術 死霊術師、助言者、学者、葬儀屋 ダガー、ウィザードの武器

ジルカス 中級神 パワー、信望、金銭、商売、影響力 知識、秩序、欺き 商売人、キャラバン、取引 ダガー

シンドア 下級神 時間、無限、連続性 秩序、守護、旅 歴史家、助言者、預言者、暴露 スリング

聖カスバート 中級神 常識、知恵、熱意、誠実、真実、修練 破壊、善、秩序、守護、力 厳格、正直、誠実、実用主義、理性 クラブ、メイス、殴打武器

レンダー 中級神 時間、退屈、忍耐、学問 知識、秩序、守護 賢者、記録の管理人、高齢者、助言者 グレートソード、刺突武器、斬撃武器

ワストリ 半神 両生類、偏屈、自己欺瞞 動物、秩序、戦 人間至上主義者、ヒキガエル、沼沢地 グレイヴ、ギザーム
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属性 神格 パワー 司る要素 領域 典型的な信者 好む武器
イスタス 上級女神 運命、宿命、予言、未来、誠実 混沌、知識、秩序、幸運 預言者、傍観者、冷笑的、禁欲的 イスタスのウェブ

ヴェルニアス 下級神 空、気象 風、旅、水 演説、論争、気象学者 ショートスピア

オーバド・ハイ 中級神 自然、森、自由、狩猟、獣 風、動物、地、火、植物、水 男性、人間、ノーム、ハーフリング、フェイ クォータースタッフ、ドルイドの武器

ゲシュタイ 下級女神 湖、川、泉、流れ 植物、旅、水 遊牧民、農民、水質学者 ショートスピア

ザン・ヤイ 下級女神 たそがれ、影、忍び、精神のパワー 知識、欺き、戦 調和、規律、バランス、練磨、能動的 ファルシオン、モンクの武器

ジョラミー 下級女神 火、火山、憤激、怒り、口論 破壊、火、戦 指導者、外交官、感情論、激情 クォータースタッフ

ズオケン 半神 物理面および精神面での体得 知識、力、戦 モンク、身体と精神の鍛錬 素手打撃、モンクの武器

ゼルボ 下級神 海、航海、金銭、商売 動物、知識、水 小規模の商人、漁師、まず自分 ロングスピア、船乗りの武器

セレスティアン 中級神 星、空間、放浪者 知識、旅、守護 学者、天文学者、次元界探求者 ショートスピア

ファラングン 中級神 地平線、距離、旅、道 幸運、守護、旅 旅人、キャラバン、交通網の整備 クォータースタッフ

ブラルム 下級女神 昆虫、勤勉 動物、秩序、力 軍隊指揮官、農場監督者、鉱山管理者 クォータースタッフ

ブレアレッド 下級神 金属、鉱山、鍛冶 地、火、力 鍛冶屋、坑夫、細工師、技術の伝達 ウォーハンマー

ベイオリー 上級女神 オアース、自然、雨 動物、地、植物、水 ドルイド、年長者、自然保護、瞑想 クラブ、ドルイドの武器

ボカブ 上級神 魔法、秘術の知識、洞察、バランス 知識、魔術、欺き 魔法の研究者、預言者、属性のバランス クォータースタッフ

モーコル 下級神 交易、交渉、投機、評価、相互関係 知識、旅、欺き 商人、鑑定士、キャラバン、マーフォーク ダガー、ライトクロスボウ

ヴェイタン 下級神 北方のバーバリアン、寒さ、冬、北極の獣 風、動物、混沌、力 北方のバーバリアン バトルアックス

オリダマラ 中級神 音楽、享楽、ワイン、ローグ、ユーモア、芸 混沌、幸運、欺き 芸人、醸造工、作家、吟遊詩人 レイピア、ローグの武器

クレル 下級神 嫉妬、復讐、盗み 混沌、幸運、欺き 盗賊、自己中心的 ショートソード

ザギグ 半神 ユーモア、秘術の伝承、気まぐれ 混沌、知識、魔術 吟遊詩人、冗談、風変わりな奇癖 クラブ

テルチュア 下級神 冬、寒さ、北風 風、混沌、力 葬儀屋、内気、熟考、堅実 ショートスピア、ショートボウ

ノレーボ 下級神 幸運、賭け事、危険 混沌、欺き、幸運 賭博師、ダイスゲーム、機会 ダガー

プロカン 中級神 海、海洋生物、塩、海上気象、航行 動物、混沌、旅、水 漁師、船乗り、海賊、単純、変化 ロングスピア

ラーグ 下級神 獣、力 動物、混沌、力 バーバリアン、野蛮、文明化への抵抗 バトルアックス、ロングソード

ラッド 半神(女神) 偶然、幸運、技能 混沌、善、幸運 練習、賭博、スリル、フェンシング、弓術 レイピア、ショートボウ

ラリシャズ 中級神 偶然、凶運、不運、狂気 混沌、破壊、幸運 あきらめ、自暴自棄、平静、激昂、狂気 クォータースタッフ

秩序にして悪 ヘクストア 中級神 戦争、不和、殺戮、闘争、適応、専制 破壊、悪、秩序 政治家、軍隊、密偵、大量虐殺 フレイル

インキャビロス 上級神 疫病、病気、飢饉、悪夢、旱魃、災害 死、悪、破壊 秘密主義、偏執性、サディスト クォータ－スタッフ

ヴェクナ 下級神 破壊、邪悪な秘密 悪、知識、魔術 秘密主義、革命家 ダガー、クォータースタッフ

サイラル 下級神 嘘、欺瞞、裏切り、偽りの約束 悪、知識、欺き 詐欺師、扇動者、密偵 ダガー

タリズダン 中級神 永遠の闇、腐敗、崩壊、有害な知識、狂気 破壊、悪、知識 緋色団、秘密主義、狂人 破滅の螺旋

ネルル 上級神 死、闇、殺人、地下世界 死、悪、欺き 秘密主義、殺人者、孤独、狂人 シックル、サイズ、ダガー、クォータースタッフ

パイレミアス 下級神 火、毒、殺人 破壊、悪、火 フィーンド、暗殺者、仲間殺し ロングソード、ウィップ

アイウーズ 半神 欺瞞、苦痛、抑圧、邪悪 混沌、悪、欺き フィーンド、完全な服従、狩り グレートソード

エリスヌル 中級神 憎悪、羨望、悪意、恐慌、醜悪、虐殺 混沌、悪、欺き 無慈悲、残虐、煽動者、裏切り者 ヘヴィメイス、モーニングスター

グルームシュ 上級神 オーク、戦争、領地 悪、戦、混沌、力 オーク、弱肉強食、強奪 スピア

ベルター 下級女神 悪意、洞窟、縦穴 混沌、地、悪、戦 デロ、軍隊、憎しみ、生け贄 素手打撃、スパイク付きガントレット

ラクシヴォート 下級神 イクスヴァート、ネズミ、ワーラット、コウモリ 動物、混沌、悪、欺き イクスヴァート、略奪、交渉者 ファルシオン、ダガー
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