
評価値:2 評価値:3 評価値:10 評価値:5 評価値:20

TM001 TM002 TM003 TM004 TM005

解説 解説 解説 解説 解説

評価値:10 評価値:40 評価値:40 評価値:5 評価値:70

TM006 TM007 TM008 TM009 TM010
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種別:智略/⿁族 種別:智略/⿁族 種別:智略/⿁族 種別:智略/⿁族 種別:智略/⿁族

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中

魔力の影響を強く受け、禍々しく変形し
た⿁族。念じるだけで魔法が発動する。
全⾧は3m弱だが、身体のあちこちが曲
がっているため体高は人間と同程度
(2m弱)。

呪文や儀式を習得し、魔法能力を飛
躍的に高めた羅刹⿁。

貴金属や宝石が身体に埋め込まれた岩
⿁の亜種。最上級の発動体になるが、
優秀な魔法の使い手である貴石⿁を倒
すことは非常に困難。

水中に棲むが肺呼吸も可能な⿁族。全
身を覆う魚のような鱗と水かきが特徴。
水中にいる時は発見が非常に困難。碧
鱗族の天敵。

顔がない⿁。大きさは様々で、他の⿁
族からの突然変異だと思われている。魔
力だけで生命維持が可能で、五感に不
自由はない。知能は高く、思念で会話
を行える。

フェイスレス

4 羅刹⿁ 6 邪法羅刹⿁ 6 貴石⿁ 3 水棲⿁ 7 無面⿁
M ラクシャサ M ラクシャサ・ネクロマンサー M ジェム・トロール M クトゥリー M

神楽大⿁

翼が生えた身⾧1m強の小型の⿁族。
小⿁とは別種族。機械や装備品などに
干渉して妨害を仕掛けてくる。

小⿁の密偵。小さな体を生かして様々
な場所に忍び込む天性の盗賊。ただし、
知性が低いためか報告は下手だとの説
がある。

小⿁の術者。神に短い祝詞を捧げるだ
けで魔法を発動させることができる。

獣⿁の術者。動物の姿を真似て念じる
だけで、その動物にちなんだ魔法を使う
ことができる。

大⿁の術者。神に短い舞いを捧げるだ
けで魔法が発動させることができる。

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中

種別:智略/⿁族種別:智略/⿁族 種別:智略/⿁族 種別:智略/⿁族 種別:智略/⿁族

M バグベア・サイキック M オーガ・エクソシスト

1 翼小⿁ 2 密偵小⿁ 4 巫蠱小⿁
M グレムリン M ゴブリン・シークレット M ゴブリン・シャーマン

3 気功獣⿁ 5
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種別:智略/人族

種別:智略/亜人 種別:智略/亜人 種別:智略/亜人 種別:智略/亜人 種別:智略/亜人

リリーバー

2 緋槌族の僧侶 3 翠葉族の占師 2 碧鱗族の星読

商店街やスラムなどにおり、物陰や人混
みに隠れて盗みを行う者。置き引きやス
リなど、規模が小さく回数が多い傾向が
ある。

情報収集のために潜む者。⾧期に渡る
任務に就く場合、町民や村民として馴
染んでしまうこともある。領主や商人など
の近くにはたいていいる。

工芸品や絵画、詩歌など、他人を楽し
ませるものを作って生計を立てる者。旅
芸人よりは上流階級向けだが、一般人
も教会などで作品を見ることができる。

武具や道具、地図や写本など、実用品
を作ることで生計を立てる者。

術具などを作って生計を立てる者。魔術
師になれなかった元徒弟が就くことが多
い。⿁族の死体を扱うため、忌避されや
すく致死率も高い。

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中

種別:智略/人族 種別:智略/人族 種別:智略/人族 種別:智略/人族

アルケミスト

1 盗人 2 隠密 2 芸術家 2 職人 3 錬金術師
M スニークシーフ M アンダーカバー M アーティスト M クラフトマン M

大地母神に祈りを捧げて魔法を使うド
ワーフ。打楽器や鈴などを好み、独特な
抑揚の声で読経を行う。

精霊と心を交わすことによって魔法を使
うエルフ。占いの結果によって威力や得
意分野が変わるが、役に立たないことは
ほとんどない。

太陽、月、星の位置から、船や民の行き
先を指し示すマーマン。魔力が高い星読
は雲の先の天体を見通すと言われる。

身⾧30cm程度の小人。人間社会に
隠れて、自分の住処を快適に保つため
に掃除や探しものを手伝ってくれる。

過去や未来、他の星や異世界などから
の来訪者。前世の記憶がない、機密事
項がある、などの理由で目的を聞き出せ
ないことが多い。

2 小人族 4 転生者
M ドワーフ・モンク M エルフ・ディバイナー M マーマン・ガイド M ブラウニー M

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中
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種別:智略/人族 種別:智略/人族 種別:智略/人族 種別:智略/人族 種別:智略/人族

種別:智略/爬虫人 種別:智略/爬虫人 種別:智略/爬虫人 種別:智略/爬虫人 種別:智略/爬虫人

ヴァラク・ペイトリアーク

5 蜥蜴族の間者 6 蜥蜴族の司祭 7 亀甲族の導師

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中

敵対勢力から送り込まれたスパイ。直接
戦うことはほとんどないが、自身の目的の
ために冒険者を手助けすることもある。

町や砦などにある教会の責任者。教会
が複数存在する都市もある。聖遺物の
魔力で強力な魔法を使う。男爵位を持
つ蜥蜴族が務めることが多い。

魔法学院の責任者や、同格の高名な
魔術師。子爵以上が就くが、実力で成
り上がった場合は陞爵できる。魔力は豊
富な術具で補えるため、知識が重要に
なる。

いくつかの教会を束ねる教区(侯爵領と
同程度の規模、小国なら国全体で1つ)
の責任者。聖遺物や教会の建物に込
められた魔力で強力な魔法を使う。

主教を束ねる総主教。宗教面での国内
最高責任者。総主教を束ねる教皇の
権威は各国の王より高いため、場合に
よっては国王より発言力が高くなる。

8 亀甲族の主教 9 亜龍族の総主
M バジリスク・スパイ M バジリスク・プリースト M タバケア・グル M タバケア・ビショップ M

特に学習や修行をせずに魔法を使うこと
ができる特殊能力者。人間社会では恐
れられ、悪魔憑きとして追い出されたり
殺されたりする。

学院で科学や魔法の勉強をする者。エ
リートとしての自負からか、傲岸不遜に
振る舞う者も多い。

科学や魔法の知識に⾧けた者。直接魔
法を使うよりも、研究や儀式に携わる者
が多い。

教会で宗教や魔法の勉強をする者。教
会や軍で治療を担当する。

教会で司祭の補佐を行う者。宗教儀式
よりは治療に⾧けた者が多く、上流階級
の治療にも携わることがある。

ディーコン

5 魔の申し子 2 徒弟 4 魔術師 2 侍祭 4 助祭
M サイキック M アプレンティス M ソーサラー M アコライト M

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中
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種別:智略/魔獣

種別:智略/付喪 種別:智略/付喪 種別:智略/付喪 種別:智略/付喪 種別:智略/付喪

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中

武器や道具、机などの家具や部屋全体
などに、死者の思念が取り憑いたもの。
魔力がこもった核を探し、破壊すれば動
かなくなる。

⿁族や魔法使いなど、強い魔力を持つ
者の遺体がアンデッド化した存在。呪文
や発動体が無くても魔法を使いこなすこ
とができる。

宝箱や部屋そのものなどに擬態して、近
づいた者を攻撃する。術者が作ったもの
がほとんどだが、まれに自然発生する。

重要な記録や道具、王族の遺体などを
守るために用意された魔法の門番。知
能が高く、設置者のみが知るであろう謎
掛けで認証を試みる。

旧文明の遺跡などで見つかる機械。常
に監視を行い、危険と判断したら警告や
警報を発する。

ワーニングデバイス

3 騒霊 5 屍⿁ 4 模倣怪異 6 謎かけ巨獅子 3 警報装置
M ポルターガイスト M グール M イミテーター M スフィンクス M

⾧年生きた猫が魔力を得て不老になっ
たもの。人に化けて助けたり騙したりす
る。

夢を食べることによって、他人の運命や
心を操るとされる獏。

魔力の影響で大きくなった蜘蛛。全⾧
1m、体高30cm程度。糸などで罠を張
り、捕らえた者を食うと言われる。

根を引き抜くと周囲の生物を殺す叫び
声を放つとされる被子植物。歩くことがで
きるとの説もある。

触れたものを石に変える魔力を持つ、全
⾧3mほどの鶏。消化液を加工すると石
化を解く薬を作ることができる。

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中

石化鳥
M シャパリュ M ヒプノテイパー M ウェブスパイダー M マンドラゴラ M

種別:智略/魔獣 種別:智略/魔獣 種別:智略/魔獣 種別:智略/魔獣

コカトリス

3 猫又 3 夢喰獏 4 土蜘蛛 5 絶叫草 6
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TM046 TM047 TM048 TM049 TM050

解説 解説 解説 解説 解説

種別:智略/妖霊

種別:智略/妖霊 種別:智略/妖霊 種別:智略/妖霊 種別:智略/妖霊 種別:智略/妖霊

ドッペルゲンガー

1 小妖精 2 妖精 4 精霊

通常と異なる知覚能力を得た者を狙う
魔物。遠見や予知、霊視などの魔法を
使うときは用心が必要。

過去や未来を含む、世界中すべての出
来事が記されていると噂される存在。た
だし、変化しないとは限らない。

光によって作られた幻影。謎解きのヒント
などになりうる。

深い嘆きの思念を核に魔力が集まり、
魔物と化した者。叫び声を聴くと意気消
沈し、生きる気力を失う。

強力な術者が永遠の命を得るために儀
式を行い、大量の魔力が集まってできた
存在。だが残されるのは思念のみで、術
者の命は失われてしまう。

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中

種別:智略/妖霊 種別:智略/妖霊 種別:智略/妖霊 種別:智略/妖霊

レイス

6 不可視の猟犬 9 世界記憶の書 2 電影絡繰 3 嘆きの霊 8 悪霊の王
M ティンダロスハウンド M アカシックレコード M ホログラフ M バンシー M

多数の人々の思考が魔力によって具現
化した存在。元になった思考の性質に
合った性格を持つが、比較的聞き分け
がいい。

少数の人々の強力な感情が魔力によっ
て具現化した存在。元になった感情に
合った性格を持ち、頑なな傾向を持つ。

物質を構成すると言われるエネルギーが
具現化したもの。地水火風の四大精霊
が有名。

聞き手を歌で魅了しておびき寄せ、破
滅をもたらすと言われる魔物。不運を乗
り越えて結ばれた者がいるとの伝承もあ
る。

被害者にそっくりの姿と記憶を持ち、相
手を殺して入れ替わろうとする(入れ替
わった)魔物。殺すと本来の姿に戻ると
言われる。

3 海の歌姫 5 化身
M ピクシー M フェアリー M エレメンタル M セイレーン M

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中
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解説 解説 解説 解説 解説

種別:智略/動植物 種別:智略/動植物 種別:智略/動植物 種別:智略/動植物 種別:智略/動植物

種別:智略/部位 種別:智略/部位 種別:智略/部位 種別:智略/部位 種別:智略/部位

スペルフォーカス

1 潜伏 3 擬態 2 蠢く触手

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中

物陰や暗闇、死角などに身を隠す能
力。

周囲の風景と同化したり、臭いを消した
りすることで他者に気づかれなくなる能
力。五感と魔力の全てを擬態できる者
はほとんどいない。

軟体生物や植物などが持つ器官。物理
的な強度はないものの、麻痺毒などの多
彩な機能を備えている。

魔力を集めるために、床や壁、人体など
に描かれた図形全般。生物の身体と精
神に大きな影響を与える。

魔法を使うための補助となる道具。爬虫
人には魔力がないため、体外に魔力発
生源がなければ魔法を使えない。

4 魔法印 2 術具
M ハイド・イン・シャドウ M ミミックリィ M テンタクル M マジカルマーク M

家畜としての犬。警備や人命救助などに
役立つ。

家畜としての猫。魔力を感知できるとの
説があり、術者に愛用されている。

家畜としての鳥。伝書鳩、鉱山のカナリ
アなど、伝令的な役割が多い。

ネズミやダニなど、人間に被害を及ぼす
獣、鳥、虫の総称。

キノコ類や食虫植物など、他の生物から
養分を得て生きる植物。

パラサイト

1 犬 1 猫 1 鳥 2 害獣 3 寄生生物
M ウォッチドッグ M マウザー M キャリアバード M バーミン M

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中
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TM066 TM067 TM068 TM069 TM070

解説 解説 解説 解説 解説

種別:探索

種別:探索 種別:探索 種別:探索 種別:探索 種別:探索

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中

舌で味わうことで異変などに気づく。 鼻でにおいを嗅ぐことで異変などに気づ
く。

無意識的に働く洞察、ただの幸運、霊
感のような五感以外の感覚などによって
気づく。

主に非生物に細工を施すことにより、何
かを隠したり見誤らせたりする。

生物に細工を施し、演技することにより、
正体を隠して別の個体であるように装
う。

ディスガイズ

2 味覚 2 嗅覚 3 勘 3 偽装 2 変装
M テイスティング M オルファクトリー M シックスセンス M カモフラージュ M

目を使う行動を、夜間など視界が不完
全な状態で行う場合。

通常なら目を使うはずの行動を、完全に
視界が遮られた状態で行う場合。

四肢を拘束されて移動が困難な状態。 音を聴くことで異変などに気づく。 手などで触れることで異変などに気づく。

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中

触覚
M ナイトビジョン M ブラインド M バインド M ヒアリング M

種別:探索 種別:探索 種別:探索 種別:探索

タクトゥル

2 夜目 3 目隠し 4 拘束 1 聴覚 2
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解説 解説 解説 解説 解説

評価値:2 評価値:3 評価値:3 評価値:2 評価値:3

TM076 TM077 TM078 TM079 TM080

解説 解説 解説 解説 解説

種別:探索

種別:探索 種別:探索 種別:探索 種別:探索 種別:探索

トレジャーボックス

2 追跡 4 暗号 3 手癖

廊下や部屋などの境目にあり、隔てるた
めのもの。鍵や罠が仕掛けられることも。

侵入を防ぐなどの目的があり、内部と外
部を隔てるために建てられたもの。仕掛
けが施されることも多い。

障害としてわざわざ床が設定される場
合、床になにか仕掛けがあると考えてよ
い。

採光や外部の確認、侵入者への狙撃
などの目的のため、壁に埋め込まれるも
の。この時代の窓はたいてい木製で、ガ
ラスは非常に高価。

障害としてわざわざ天井が設定される場
合、天井になにか仕掛けがあると考えて
よい。高級家屋では魔法や電気の照明
が使われる。

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中

種別:探索 種別:探索 種別:探索 種別:探索

シーリング

1 扉 2 壁 2 床 1 窓 2 天井
M ドア M ウォール M フロア M ウィンドウ M

追いかける。尾行や足跡をたどるなど、
高速で移動しないものも含む。

本来、特定の人にしか解読できないは
ずの符丁を読み解く。

手先の器用さを使って何かを盗み取った
り紛れ込ませたりする。手品的なこともで
きる。

鍵を開ける、または仕掛ける。 中に何かを入れて密閉できる形状のも
の全般。罠があることも。

2 錠前 2 宝箱
M チェイス M コード M スティール M ロック M

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中



評価値:2 評価値:3 評価値:2 評価値:2 評価値:3

TM081 TM082 TM083 TM084 TM085

解説 解説 解説 解説 解説

評価値:3 評価値:5 評価値:2 評価値:2 評価値:2

TM086 TM087 TM088 TM089 TM090

解説 解説 解説 解説 解説

種別:探索 種別:探索 種別:探索 種別:探索 種別:探索

種別:探索 種別:探索 種別:探索 種別:探索 種別:探索

スロープ

2 仕込み刃 3 圧し潰し 1 落とし穴

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中

罠の一種。持ち手の部分などに刃や針
などを仕込んで、触れた者に傷を与え
る。毒と併用されることも。

罠の一種。大きな重りや天井そのものな
どを上から落とず、または床や壁を動かし
て挟み込む。大掛かりなため比較的気
づかれやすい。

罠の一種。穴が深い場合や、落下先に
刃物や薬物、粘性生物などを組み合わ
せると殺傷力が上がる。

罠の一種。侵入者を排除するための戦
力を呼び寄せたり、他の罠を起動したり
するために使う。

罠の一種。移動が困難になる上、坂上
からの罠や襲撃に対処しづらくなる。

1 警報 1 急斜面
M フィックスドエッジ M クラッシュ M ピットフォール M アラーム M

室内に据え置かれている家具全般。動
かすことは困難。

室内を飾る装飾品類全般。絵画や彫
刻など。鍵などの小物を隠すことに適して
いる。

衣類や食器、布団など、日常的に使う
もの全般。

内部への侵入を防ぐことを目的とした仕
切り。完全に視界を遮る構造にはなって
いない。乗り越えることは、たいていの場
合違法行為。

水や空気など、何かを通すために張り巡
らされる筒状の構造物。伝声管や上下
水道など、大きさは様々。

パイプ

1 家具 2 調度品 1 日用品 1 柵塀 2 管筒
M ファニチャー M オーナメント M ハウスホールドグッズ M フェンス M

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中



評価値:3 評価値:3 評価値:20 評価値:5 評価値:3

TM091 TM092 TM093 TM094 TM095

解説 解説 解説 解説 解説

評価値:3 評価値:40 評価値:3 評価値:10 評価値:5

TM096 TM097 TM098 TM099 TM100

解説 解説 解説 解説 解説

種別:探索

種別:探索 種別:探索 種別:探索/部位 種別:探索/部位 種別:探索/部位

レバーやボタン、ロープなどの単純なもの
から、前文明時代のコンソール、魔力操
作用具など、様々なものがある。

主に前文明崩壊時に各地に発生した、
魔力の集積点。生物を大幅に強化し、
かつ凶暴化する。⿁族などの発生原因
とも言われる。

自然物や構造物、機械や魔法など、
様々な手段で(持ち主などの)第三者に
よって隠された物。

旧文明の科学技術で制御された装置。
装置の故障か電源の喪失によって稼働
しないものがほとんどだが、まれに魔力を
電力の代わりにして動くことがある。

魔法で制御された罠や装置。幻覚や催
眠など、精神に効果を及ぼすものも多
い。

マジカル

2 操作器具 6 魔力の源 2 隠蔽物 4 電気制御 3 魔法の罠
M オペレーションデバイス M ホットスポット M シークレット M エレクトリカル M

罠の一種。移動が困難になる上、様々
な障害への対処がしづらくなる。蜘蛛な
どの生物の体液を含む。

罠の一種。移動が困難になる上、様々
な障害への対処がしづらくなる。凍らせた
床なども含む。

罠の一種。発火物や爆発物、放火を
含む、火に関するもの全般を指す。

罠の一種。城壁の上などに目に見えるよ
う設置することで、侵入に時間をかけさ
せる。

罠の一種。スイッチなどによって起動し、
矢や弾などを射出する。毒と併用される
ことも。

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中

射出物
M グルー M ルブリカント M ファイア・トラップ M セキュリティ・スパイク M

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中

種別:探索 種別:探索 種別:探索 種別:探索

シュートアウト

2 接着剤 2 潤滑剤 5 爆発炎上 3 保安棘 2



評価値:2 評価値:3 評価値:3 評価値:3 評価値:3

TM101 TM102 TM103 TM104 TM105

解説 解説 解説 解説 解説

評価値:5 評価値:10 評価値:2 評価値:2 評価値:2

TM106 TM107 TM108 TM109 TM110

解説 解説 解説 解説 解説

種別:博識 種別:博識 種別:博識 種別:博識 種別:博識

M

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中

モンスターロアー

1 流行情報 2 伝承知識 2 宗教知識 2 地理知識 2 魔物知識
M ワールドニュース M クロニクル M リリージャス M ジオグラフィー

サイエンス M マウンテンワイズ M フォレストワイズ M

現在の情勢や出来事に関する広く浅い
知識。うわさ話なども含む。

言い伝えや物語、歴史、過去の偉人な
ど、誰かに語り継がれる事に関する知
識。

この時代の地球に存在する、人類や亜
人が奉ずる宗教に関する知識。

地形や治水、各国でよく知られている情
報などに関する知識。ただし最新情報や
裏情報は入手が難しい。軍事との関連
が深い。

魔物や魔力を帯びた生命体に関する知
識。

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中

魔法や魔力に関する知識。魔力の感知
能力も含む。

かつて地球で栄えた科学文明に関する
知識。

山地や高地、荒野など乾燥がちな土地
で安全な場所を探し、自活するための
知識。

森や草原など、植物が豊富な土地で安
全な場所を探し、自活するための知識。

海や川などの水地で安全な場所を探
し、自活するための知識。

種別:博識 種別:博識 種別:博識 種別:博識 種別:博識

オーシャンワイズ

3 魔法知識 4 前文明知識 1 山岳知識 1 森林知識 1 海洋知識
M ミスティクス M



評価値:2 評価値:5 評価値:5 評価値:3 評価値:5

TM111 TM112 TM113 TM114 TM115

解説 解説 解説 解説 解説

評価値:5 評価値:5 評価値:5 評価値:5 評価値:20

TM116 TM117 TM118 TM119 TM120

解説 解説 解説 解説 解説

M ストリートワイズ

組織や商店、軍隊などを運用する能
力。商業的、または軍事的な需要と供
給についても把握できる。

母国語を含む言語に関する知識。 薬毒や怪我、病気などからの治療に関
する知識。魔法を併用すれば、麻酔を
使う簡単な手術程度までは行える。

特定の集団、特定の地域などにしか伝
わらない限定的な知識。

人里、特にスラムなどで安全な場所を探
し、自活するための知識。

占い全般と天文学、心理学を合わせた
知識。個人や組織、国などの性格や運
命を予測する。政治との関連が深い。

物体の用途や機能、価格などに関する
知識。

書物を読む能力と、書かれていることに
関する知識。

貴族や騎士に関する知識。紋章のみな
らず、家系や人間関係、宮廷内情報ま
で世界を動かす者たちに関する知識。

M マネジメント M ランゲージ M メディック M リミテッド M トップシークレット

王家や貴族、宗派や秘密組織などの⾧
にしか伝えられないレベルの特殊な知
識。

種別:博識/部位

M アストロロジー M アセンティケート M ライブラリー M

種別:博識 種別:博識 種別:博識 種別:博識 種別:博識

ヘラルドリー

1 都市知識 3 占星術 3 鑑定術 2 文献 3 紋章学

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中

3 指揮運営 3 語学 3 医学 3 限定的 5 最高機密
種別:博識 種別:博識 種別:博識 種別:博識/部位


