
占術

変成術

Ｌｖ：2 BoVD p100
1419

［悪］　術者は、デヴィルの視力を得る。このことにより、術者は、暗闇の中でも通常通り見ることができる。さらに、魔法の暗闇さえも、30ｆｔまで見通すことができる。

音声、動作 標準 自身 1分/ｌｖデヴィルズ・アイ なし なし

なし なし ［目標］　接触した骨1個

死霊術

Ｌｖ：2 PHB p205

Ｌｖ：2 PHB p256

［目標］　術者

1425

［悪］　対象となった6インチ以上の長さの骨は、剣になる（ロングソード、ショート・ソード、グレートソードのいずれかから選択すること）。この武器は、＋1/5ｌｖ（最低でも＋1、最高で＋4）の強化ボーナスを持つ。この武器は、生きている目標に＋1ｄ6点のダメージを与え、善の目標に＋1ｄ6点のダメージを与える。

音声、動作、焦点、アンデッド 標準 接触 10分/ｌｖボーンブレード Ｌｖ：2 BoVD p106

意志・無効 可 ［目標］　接触した生きているクリーチャー
1422

［悪、即死］　術者は、ｈｐが－1以下の、生きているクリーチャーに接触する。セーヴに失敗した場合、目標は即座に死亡する。このことによって、術者は【筋力】に＋2の強化ボーナスを得たうえ、1ｄ8点の一時的ｈｐを得る。また、術者の有効術者レベルは＋1される。

音声、動作 標準 接触 瞬間/目標のＨＤ毎に10分デス・ネル

意志・半減 可 ［目標］　接触したクリーチャー
1414

　近接接触攻撃で、生きているクリーチャーに2ｄ8＋1/ｌｖ（最大＋10）点のダメージを与える。また、接触したアンデッドからは、同じ値のダメージを癒す。

音声、動作 標準 接触 瞬間インフリクト・モデレット・ウーンズ

1416

（招来）［悪、可変］《アストラル界、影界、元素界呪文》　術者は、2ｌｖのクリーチャー1体か、1ｌｖのクリーチャー1ｄ3体を招来する。この呪文によっては、悪のクリーチャーしか招来できない。

全ラウンド 近距離（25ｆｔ＋5ｆｔ/2ｌｖ） 1ラウンド/ｌｖ（解除可） 不可サモン・モンスター Ⅱ Ｌｖ：2 音声、動作、信仰

意志・半減(無害) 可(無害)

不可

［目標］　接触したクリーチャー

［効果］　招来されたクリーチャー1体以上、どの2体をとっても30ｆｔの距離内

1415

（治癒）　接触した生きているクリーチャーから2ｄ8＋1/ｌｖ（最大＋10）点のダメージを癒す。また、近接接触攻撃で、アンデッドには同じ値のダメージを与える。

呪文抵抗 目標／効果／効果範囲

音声、動作 標準 接触 瞬間

発動 距離

召喚術

キュア・モデレット・ウーンズ Ｌｖ：2 PHB p217

PHB p229

持続時間 セーヴ系統 ブラックガード呪文　2lv 参照 構成要素

［目標］　接触した武器
1412

　対象となった武器1つは、＋1の強化ボーナスを得る。この呪文によってクリーチャーの肉体武器を強化することはできないが、モンクの素手打撃のように武器とみなされるものは、強化することができる。

標準 接触 1分/ｌｖ 意志・無効(無害、物体)マジック・ウェポン Ｌｖ：1 PHB p286 音声、動作、信仰

なし なし

可(無害、物体)

［目標］　術者
1408

［悪］　術者は、ＡＣに＋1/4ｌｖ（最低でも＋1、最高で＋4）の外皮ボーナスを得る。術者が悪の来訪者である場合、この呪文の効果はない。

音声、動作 標準 自身 1分/ｌｖデーモンフレッシュ Ｌｖ：1 BoVD p101

不可 不可 ［目標］　接触した武器1個
1407

［悪］　目標となった武器は、＋1の強化ボーナスを得る。また、この武器による攻撃がクリティカル可能状態となった場合、善のクリーチャーに対しては、自動的にクリティカル・ヒットとなる。ただし、射出武器は、矢弾にこの能力を与えない。なお、キーンやヴォーパルなどの武器には、この呪文の効果はない。

音声、動作 標準 接触 1分/ｌｖ

頑健・無効 可 ［目標］　接触したクリーチャー1体
1406

［悪、酸］　対象の目は爆発を起こし、盲目状態（PHB p311参照）となるとともに1ｄ6点の［酸］ダメージを被る。また、対象から5ｆｔ以内にいるクリーチャーは、1ｄ6点の［酸］ダメージを受ける（反応・半減）。　［腐敗コスト：1ｄ6点【耐】］

音声、動作、腐敗 標準 接触 瞬間シージング・アイベイン Ｌｖ：1 BoVD p94

ディストート・ウェポン Ｌｖ：1 BoVD p100

［目標］　生きているクリーチャー1体
1410

［恐怖、精神作用］　対象は、怯え状態となる（怯え状態のキャラクターは、攻撃，セーヴ，技能判定，能力値判定に－2のペナルティを受ける。PHB p303参照）。

音声、動作、信仰 標準 中距離（100ｆｔ＋10ｆｔ/ｌｖ） 1分/ｌｖドゥーム

死霊術

1411

［悪］　術者は、接触した対象の骨を折る。どの骨を折るかを、指定することはできない。このことによって、対象は1ｄ3点の【耐久力】ダメージを受ける（頑健・半減）。

標準 接触 10分/ｌｖ 頑健・半減ボーンブラスト

意志・無効 可

Ｌｖ：1 BoVD p106 音声、動作、物質、アンデッド

不可Ｌｖ：1 BoVD p101 動作

Ｌｖ：1 PHB p258

［目標］　死体1体

可 ［目標］　骨格を持つクリーチャー1体

1409

［悪］　対象となった死体には、術者のサインが残される。このサインは、死体の特定の表情でもよいし、ルーン文字でもよいし、肉体に残された単語でもよい。また、片目の色を変えるなどしてもよい。発動時に、術者が自由に選択すること。

標準 接触 永続 不可デス・グリマス

不可 不可 ［目標］　接触した武器
1404

　対象となった武器による攻撃は、善のクリーチャーの持つダメージ減少を無視する。また、善の非実体クリーチャーに対して、魔法の武器であるかのように命中する。さらに、悪の属性の武器であるようかのように扱われ、善のクリーチャーに対してクリティカル可能状態となった場合、自動的にクリティカル・ヒットとなる。キーンやヴォーパルとは、累積しない。

音声、動作 標準 接触 1分/ｌｖコラプト・ウェポン

意志・不完全 可 ［目標］　5ＨＤ以下の生きているクリーチャー1体
1403

［恐怖、精神作用］　セーヴに失敗した目標は1ｄ4ラウンドの間、恐れ状態となる（PHB p303参照）。セーヴに成功した場合は1ラウンドの間、怯え状態となる（ PHB p303参照）。コーズ・フィアーはリムーヴ・フィアーを相殺し，解呪する。

音声、動作 標準 近距離（25ｆｔ＋5ｆｔ/2ｌｖ） 1ｄ4ラウンドあるいは1ラウンド

意志・半減 可 ［目標］　接触したクリーチャー
1401

　近接接触攻撃で、生きているクリーチャーに1ｄ8＋1/ｌｖ（最大＋5）点のダメージを与える。また、接触したアンデッドからは、同じ値のダメージを癒す。

音声、動作 標準 接触 瞬間インフリクト・ライト・ウーンズ Ｌｖ：1 PHB p205

コーズ・フィアー Ｌｖ：1 PHB p222

Ｌｖ：1 DMG p187

［効果］　招来されたクリーチャー1体
1405

（招来）［悪、可変］《アストラル界、影界、元素界呪文》　来訪者1体を招来する。悪のクリーチャーしか招来できない（地、水、火、風、秩序、または混沌のクリーチャーを招来するために使用すると、招来呪文はそのタイプの呪文となる）。

全ラウンド 近距離（25ｆｔ＋5ｆｔ/2ｌｖ） 1ラウンド/ｌｖ（解除可） 不可サモン・モンスター Ⅰ 音声、動作、信仰

意志・半減(無害) 可(無害)

不可

［目標］　接触したクリーチャー
1402

（治癒）　接触した生きているクリーチャーから1ｄ8＋1/ｌｖ（最大＋5）点のダメージを癒す。また、近接接触攻撃で、アンデッドには同じ値のダメージを与える。

呪文抵抗 目標／効果／効果範囲

音声、動作 標準 接触 瞬間

発動

召喚術

キュア・ライト・ウーンズ Ｌｖ：1 PHB p218

PHB p229Ｌｖ：1

距離 持続時間 セーヴ系統 ブラックガード呪文　1lv 参照 構成要素



占術

心術

死霊術

召喚術

力術

変成術

系統

変成術

なし なし ［目標］　術者
1421

［悪］　術者は、デーモンの禁じられた知識を引き出す。術者は、即座に行う次の〈知識：神秘学〉か〈知識：次元界〉または〈知識：宗教〉判定に＋10の不浄ボーナスを得る。

音声、動作、物質 標準 自身 瞬間デーモンコール Ｌｖ：2 BoVD p101

セーヴ 呪文抵抗 目標／効果／効果範囲持続時間構成要素 発動 距離ブラックガード呪文　2lv 参照

［目標］　術者
1432

［悪］　術者の両腕は蛇となり、間合い10ｆｔの肉体武器として使用する。この蛇の攻撃ボーナスは、10＋【筋】修正値である。命中した場合、1ｄ6＋【筋】修正値のダメージと、毒（初期：1ｄ6【筋】；予後1ｄ6【筋】； 頑健・難易度16）を与える。術者が全力攻撃を行う場合、両方の蛇を使って攻撃することができる（ペナルティなし）。 ［腐敗コスト：1ｄ6点【知】］

音声、動作、腐敗 標準 自身 1ラウンド/ｌｖサーペンツ・オヴ・ザローガン BoVD p93Ｌｖ：3

なしBoVD p85

なし

なし

なし

［目標］　術者
1428

［悪］　術者は他のクリーチャーの死体を食べることによって、そのクリーチャーの持っていた重要な記憶や知識を、それぞれ25％の確率で思い出すことができる。術者は、呪文の持続時間中にのみ、新しい事実を思い出すことができる。 ［焦点具：新鮮な肉1オンス； 腐敗コスト：2ｄ6点【判】］

音声、動作、焦点、腐敗 標準 自身 1分/ｌｖアブソーブ・マインド Ｌｖ：3

［目標］　術者
1439

［悪］　術者が1ラウンドの間に10点以上のダメージを受けた場合、そのダメージ10点毎に、次のラウンドの攻撃ロール，セーヴ，技能判定に＋1の幸運ボーナスを得る。

音声、動作、物質 標準 自身 1ラウンド/ｌｖマゾヒズム Ｌｖ：3 BoVD p107

頑健・無効 可

なし なし

［目標］　接触したクリーチャー1体
1441

［悪］　対象の皮膚に水疱ができ、膿んだ傷へと変わる。さらに、対象の性格は暗くなり、自尊心が消滅する。このことによって、対象は1ｄ6点の【筋力】ダメージと、1ｄ4点の【魅力】ダメージを受ける。 ［腐敗コスト：1ｄ6【筋】］

音声、動作、腐敗 標準 接触 瞬間レッド・フェスター Ｌｖ：3 BoVD p109

頑健・無効 可 ［目標］　接触した生きているクリーチャー
1431

［悪］　セーヴに失敗した対象は、術者の選択した病気に感染し、即座に発症する（失明病、狂笑病、汚穢病、焼脳病、赤腫れ病、震え病、溶死病のいずれかから選択すること）。

音声、動作 標準 接触 瞬間

意志・半減 可 ［目標］　接触したクリーチャー
1429

　近接接触攻撃で、生きているクリーチャーに3ｄ8＋1/ｌｖ（最大＋15）点のダメージを与える。また、接触したアンデッドからは、同じ値のダメージを癒す。

音声、動作 標準 接触 瞬間インフリクト・シリアス・ウーンズ Ｌｖ：3 PHB p205

コンテイジョン Ｌｖ：3 PHB p225

1438

（招来）［悪］《アストラル界呪文》　術者は九層地獄から悪のエネルギーを招来し、ＡＣに＋2の反発ボーナスを得る。また、術者がダメージ減少能力を持っている場合、そのダメージ減少は/＋1だけ上昇する（10/＋1の場合、10/＋2となる。ただし、ｖ3.5にはこのような能力は存在しない）。

標準 自身 10分/ｌｖ なしヘルズ・パワー Ｌｖ：3 音声、動作、物質、デヴィル

不可 ［効果］　招来されたクリーチャー1体以上、どの2体をとっても30ｆｔの距離内

なし ［目標］　術者

1433

（招来）［悪、可変］《アストラル界、影界、元素界呪文》　術者は、3ｌｖのクリーチャー1体か、2ｌｖのクリーチャー1ｄ3体か、1ｌｖのクリーチャー1ｄ4＋1体を招来する。この呪文によっては、悪のクリーチャーしか招来できない。

全ラウンド 近距離（25ｆｔ＋5ｆｔ/2ｌｖ） 1ラウンド/ｌｖ（解除可） 不可サモン・モンスター Ⅲ Ｌｖ：3 PHB p229 音声、動作、信仰

1430

（治癒）　接触した生きているクリーチャーから3ｄ8＋1/ｌｖ（最大＋15）点のダメージを癒す。また、近接接触攻撃で、アンデッドには同じ値のダメージを与える。

標準 接触 瞬間 意志・半減(無害)キュア・シリアス・ウーンズ Ｌｖ：3 音声、動作

なし なし

可(無害)

［目標］　術者

［目標］　接触したクリーチャー

1427

（招来）［悪］《アストラル界呪文》　アビスから招来された悪のエネルギーにより、術者は【筋力】 【敏捷力】 【耐久力】に＋2の強化ボーナスを受ける。また、術者が呪文抵抗を持っている場合、それも＋2される。

呪文抵抗 目標／効果／効果範囲

音声、動作、物質、デーモン 標準 自身 10分/ｌｖ

発動

アビサル・マイト Ｌｖ：3 BoVD p85

PHB p217

BoVD p105

距離 持続時間 セーヴ系統 ブラックガード呪文　3lv 参照 構成要素

不可 不可 ［目標］　接触した物体
1418

［闇］　対象となった物体は、半径20ｆｔに薄暗い光を放つ。このことによって、範囲内のクリーチャーへの攻撃は、視認困難（失敗確率20％）の影響を受ける。夜目や暗視を持つクリーチャーでも、この失敗確率を無視することはできない。［闇］の呪文は、自身の呪文レベル以下の［光］呪文を相殺し、解呪する。

音声、信仰 標準 接触 10分/ｌｖ（解除可）

意志・無効(物体)/頑健・半減 可(物体) ［効果範囲/目標］　半径5ｆｔの拡散か、固体1つか、結晶質のクリーチャー1体
1417

［音波］　この呪文を範囲攻撃として使用した場合、範囲内の1/ｌｖポンドの物体が破壊される。固体の物体1つを目標にとった場合、10/ｌｖポンドまでの重量ならば、その目標を破壊できる。結晶質のクリーチャーを目標にとった場合、1ｄ6（最大10ｄ6）点の［音波］ダメージを与える（頑健・半減）。

音声、動作、信仰 標準 近距離（25ｆｔ＋5ｆｔ/2ｌｖ） 瞬間シャター Ｌｖ：2 PHB p235

ダークネス Ｌｖ：2 PHB p246

1426

［悪］　術者の指が発射され、1ｄ4点の【敏】ダメージを与える。術者は、1レベルを超える3レベル毎に、追加で1本の指を発射できる（最大5本）。この指は、目標が遮蔽や視認困難を得ていても、確実に命中する。 ［腐敗コスト：発射する指1本につき1点の【筋】（1点回復する毎に、新しく指が生える）］

標準 中距離（100ｆｔ＋10ｆｔ/ｌｖ） 瞬間 不可ラームズ・フィンガー・ダーツ Ｌｖ：2 BoVD p107 音声、動作、腐敗

可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー

可 ［目標］　1体以上のクリーチャー、どの2体をとっても15ｆｔの距離内

1424

　対象となったクリーチャーは力が強くなり、【筋力】に＋4の強化ボーナスを得る。

標準 接触 1分/ｌｖ 意志・無効(無害)ブルズ・ストレンクス Ｌｖ：2 PHB p276 音声、動作、信仰

なし ［目標］　術者
1423

［悪］　術者はヴァンパイアのような牙を生やし、＋10＋【筋力】修正値の攻撃ボーナスを用いて、噛みつき攻撃を行うことができる。この噛みつきは、1ｄ6点のダメージ（【筋】は追加しない）と、1点の【耐久力】ダメージを与える。 ［腐敗コスト：1ｄ6点【筋】］

動作、腐敗 標準 自身 1分/ｌｖファングズ・オヴ・ザ・ヴァンパイア・キング

なし ［目標］　術者
1420

［悪］　術者の舌は伸び、強くなる。術者はこの舌を用いて、組みつきや武器落としを試みることができる（間合い15ｆｔ）。この舌によって組みつきや武器落としを試みても、機会攻撃を誘発しない。その他の点では、通常のルールに従う。 ［腐敗コスト：1ｄ6点【判】］

音声、腐敗 標準 自身 1分/ｌｖデヴィルズ・タン Ｌｖ：2

可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー
1413

　対象となったクリーチャーはより落ち着きが出て、意見がはっきり言えるようになり、人格的な説得力が高められる。このことにより、【魅力】に＋4の強化ボーナスを得る。

音声、動作、信仰 標準 接触 1分/ｌｖイーグルズ・スプレンダー

BoVD p100

意志・無効(無害)

なし

Ｌｖ：2 BoVD p103

Ｌｖ：2 PHB p202

なし

占術



変成術

系統 目標／効果／効果範囲発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

なし なし ［効果］　ショートスピア1本
1445

［悪］　術者は、暗黒の武器を作成する。術者だけが、この武器に《習熟》している。これは＋2ショートスピアと同様だが、与えられるダメージは全て猛悪ダメージ（BoVD p34参照）である。このスピアを投擲することもできるが、ダメージが解決された時点で、消滅してしまう。

音声、動作、信仰 標準 接触 10分/ｌｖ
力術

ヴァイル・ランス Ｌｖ：4 BoVD p87

なし/意志・無効(無害) なし/可(無害) ［目標］　術者または接触したクリーチャー
1449

　この呪文の対象となったキャラクターは、通常ならば行動を阻害されるような呪文や効果の影響下にあっても、通常通り行動できる。また、組みつきから逃れようとする場合、自動的に成功する。水中でも通常通り行動できるが、呼吸をする能力までは与えられない。

音声、動作、物質、信仰 標準 自身または接触 10分/ｌｖ
防御術

フリーダム・オヴ・ムーヴメント Ｌｖ：4 PHB p274

なし なし ［目標］　クリーチャー1体
1447

［悪］　目標は2本の爪を得る。この爪は、使用者のサイズに応じたダメージを与える（小型1ｄ4，中型1ｄ6，大型1ｄ8）。この爪の使用者は武装しているとみなされ、自身の肉体武器として使用することができる。また、この爪は＋2の強化ボーナスを得る。本来爪を持つクリーチャーを対象とした場合、本文参照。

音声、動作 標準 接触 10分/ｌｖ
変成術

クロウズ・オヴ・ザ・サヴィッジ Ｌｖ：4 BoVD p91

頑健・無効 可 ［目標］　接触した生きているクリーチャー
1450

　対象は毒を注入され、セーヴに失敗すると、即座に初期ダメージを受ける（1ｄ10【耐】）。その1分後に再セーヴを行い、失敗すると、予後ダメージを受ける（1ｄ10【耐】 ）。この毒のセーヴ難易度は、10＋1/2ｌｖ＋【判】修正値である。

音声、動作、信仰 標準 接触 瞬間

意志・半減 可 ［目標］　接触したクリーチャー
1444

　近接接触攻撃で、生きているクリーチャーに4ｄ8＋1/ｌｖ（最大＋20）点のダメージを与える。また、接触したアンデッドからは、同じ値のダメージを癒す。

音声、動作 標準 接触 瞬間

なし なし ［目標］　術者
1443

［悪］　術者は他のクリーチャーの死体を食べることによって、そのクリーチャーの持っていた【筋力】、【耐久力】の四分の一を強化ボーナスとして得る。 ［焦点具：新鮮な肉1オンス； 腐敗コスト：2ｄ6点【判】］

音声、動作、焦点、腐敗 標準 自身 10分/ｌｖ

死霊術

アブソーブ・ストレンクス Ｌｖ：4 BoVD p85

インフリクト・クリティカル・ウーンズ Ｌｖ：4 PHB p205

ポイズン Ｌｖ：4 PHB p282

1448

（招来）［悪、可変］《アストラル界、影界、元素界呪文》　術者は、4ｌｖのクリーチャー1体か、3ｌｖのクリーチャー1ｄ3体か、2ｌｖ以下のクリーチャー1ｄ4＋1体を招来する。この呪文によっては、悪のクリーチャーしか招来できない。

全ラウンド 近距離（25ｆｔ＋5ｆｔ/2ｌｖ） 1ラウンド/ｌｖ（解除可） 不可サモン・モンスター Ⅳ Ｌｖ：4 音声、動作、信仰

意志・半減(無害) 可(無害)

不可

［目標］　接触したクリーチャー

［効果］　招来されたクリーチャー1体以上、どの2体をとっても30ｆｔの距離内

1446

（治癒）　接触した生きているクリーチャーから4ｄ8＋1/ｌｖ（最大＋20）点のダメージを癒す。また、近接接触攻撃で、アンデッドには同じ値のダメージを与える。

呪文抵抗 目標／効果／効果範囲

音声、動作 標準 接触 瞬間

発動 距離

召喚術

キュア・クリティカル・ウーンズ Ｌｖ：4 PHB p217

PHB p229

持続時間 セーヴ系統 ブラックガード呪文　4lv 参照 構成要素

不可 可 ［目標］　生きているクリーチャー1体
1440

［悪、精神作用］　術者の手から黒いエネルギーの矢弾が発射され、遠隔接触攻撃を行う。命中すると、対象の最も愛する人間に1ｄ6/2ｌｖ（最大10ｄ6）点のダメージを与える。この効果に距離の制限はなく、その人間はセーヴや呪文抵抗を行うことができない。 ［腐敗コスト：1ｄ6点【知】］

音声、動作、腐敗 標準 中距離（100ｆｔ＋10ｆｔ/ｌｖ） 瞬間

不可 不可 ［目標］　接触した物体
1435

［闇］　対象となった物体は、半径60ｆｔに薄暗い光を放つ。このことによって、範囲内のクリーチャーへの攻撃は、視認困難（失敗確率20％）の影響を受ける。夜目や暗視を持つクリーチャーでも、この失敗確率を無視することはできない。［闇］の呪文は、自身の呪文レベル以下の［光］呪文を相殺し、解呪する。

音声、信仰 標準 接触 1日/ｌｖ（解除可）

力術

ディーパー・ダークネス Ｌｖ：3 PHB p249

ラヴズ・ペイン Ｌｖ：3 BoVD p107

不可 可 ［目標］　接触したクリーチャー
1437

　術者が選択した1種類のエネルギー（［火］，［冷気］，［電気］，［酸］，［音波］のいずれか）に対する、一時的な完全耐性を得る。12/ｌｖ（最大120）点のダメージを軽減してしまうと、呪文は終了する。この呪文はレジスト・エナジーとは重複せず、常にこちらが優先される。

音声、動作、信仰 標準 接触 10分/ｌｖまたはチャージ消費
防御術

プロテクション・フロム・エナジー Ｌｖ：3 PHB p280

［目標］　接触した生きているクリーチャー1体
1442

［悪］　対象の骨と肉は腐り始め、1ｄ6点の【耐久力】ダメージを受ける。以後、1時間毎に、対象は1ｄ6点の【耐久力】ダメージを受け続ける。この効果は、ウイッシュ、ミラクル、リムーヴ・カースのいずれかの呪文がかけられるまで、持続する。 ［腐敗コスト：1ｄ6点【筋】］

標準 接触 瞬間 頑健・無効ロッティング・カース・オヴ・アーフェストラ Ｌｖ：3 BoVD p109 音声、動作、腐敗

なし なし

可

［目標］　術者
1436

［悪］　術者の背中に、大きな蝙蝠の翼が生える。術者は通常の地上速度と同じ速度で、飛行することができる（機動性は標準）。運搬能力は通常と変化せず、中荷重や重荷重によって飛行速度も低下する。

音声、動作 標準 自身 瞬間デーモン・ウィングズ Ｌｖ：3 BoVD p100

可 ［目標］　接触したクリーチャー1体
1434

［悪］　接触した対象は、4ラウンド後にグリーン・スライムへと形質変化する。この4ラウンドの間に、リムーヴ・カース、ポリモーフ系、ヒール、グレーター・レストレーション、リミテッド・ウィッシュ、ウィッシュのいずれかの呪文を使用した場合、形質変化は止まるが、3ｄ6点のダメージは受ける。 ［腐敗コスト：1ｄ6点【筋】］

音声、動作、腐敗 標準 接触 瞬間タッチ・オヴ・ジュイブレクス Ｌｖ：3 BoVD p98

参照

頑健・無効

ブラックガード呪文　3lv 構成要素


