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TP001 TP002 TP003 TP004 TP005

解説 解説 解説 解説 解説
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TP006 TP007 TP008 TP009 TP010

解説 解説 解説 解説 解説

P

1
P

2
P

4
ゴブリン ゴブリン・スクワード ゴブリン・バタリオン

種別:戦闘/⿁族 種別:戦闘/⿁族 種別:戦闘/⿁族

バグベア・キャバルリィ バグベア・プラトーン オーガ オーガ・ウォーロード ラクシャサ・フェンサーP

ゴブリン・アーチャー バグベア

小⿁ 小⿁の群れ 小⿁の軍勢 小⿁の弓兵 獣⿁
P

2
P

2

P P

種別:戦闘/⿁族 種別:戦闘/⿁族

獣⿁の騎兵 獣⿁の部隊 大⿁ 大⿁の武将 羅刹⿁の剣豪

身⾧1m強の小型の⿁族。拾った木や
石などで武装している。

小型の⿁族たちが、10人程度集まった
もの。統率は取れておらず、強力な個体
より弱い。

強力な⿁族に統率された、小⿁たちの
集団。数百～千人程度の規模。親玉
の命令には忠実だが、理解力が乏しい
ので練度は低い。

粗末な、しかしよく手入れされた狩猟用
の弓で攻撃してくる小⿁。比較的知能
が高い。

身⾧2m弱(人間と同程度)の⿁族。全
身毛むくじゃらで筋肉質。動物を手懐け
る能力が高い。

3 5 4 6 5
P P

種別:戦闘/⿁族 種別:戦闘/⿁族 種別:戦闘/⿁族 種別:戦闘/⿁族 種別:戦闘/⿁族

馬に乗った獣⿁。馬は乗り手に従順で、
人馬一体の動きを成す。精度は低いが
真新しい槍と革鎧を装備している。

獣⿁が数十人集まってできた部隊。ある
程度統率が取れており、馬具や工具を
改造した武器や防具を装備している。

身⾧3m近くある大きな⿁族。食欲が
旺盛で、他の人型種族や小⿁を生のま
ま食べることもある。

戦場での指揮能力が高く、小⿁や獣⿁
などを率いて戦う大⿁。人族勢力からの
強奪品を含む豪華な装備を身に着けて
いる。

物理に特化した羅刹⿁。手にした曲刀
に魔力を込めると、鍛え上げられた妖刀
以上の切れ味になるという。

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

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:20 評価値:20 評価値:70 評価値:5 評価値:160

TP011 TP012 TP013 TP014 TP015

解説 解説 解説 解説 解説

評価値:5 評価値:3 評価値:3 評価値:10 評価値:5

TP016 TP017 TP018 TP019 TP020

解説 解説 解説 解説 解説

種別:戦闘/⿁族 種別:戦闘/⿁族 種別:戦闘/⿁族 種別:戦闘/⿁族 種別:戦闘/⿁族

種別:戦闘/亜人 種別:戦闘/亜人 種別:戦闘/亜人 種別:戦闘/亜人 種別:戦闘/亜人

P マーマン・フィッシャーマン P ライカンスロープ P ケンタウロス

3 緋槌族の山師 2 翠葉族の狩人 2 碧鱗族の漁師 4 獣人

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

海や川で漁を行うマーマン。人間より⾧く
航海に耐えられるため、遠洋の珍しい魚
を獲って交易材料にすることもある。

狼、熊、鼠、虎、猪などの獣に変身する
ことができる、人間によく似た亜人。人間
社会に紛れて生きることが多いが、発覚
すればたいてい追放される。

人間の上半身と馬の下半身が合わさっ
た亜人。少人数の部族単位で活動する
遊牧民族だが、大規模になると人類と
戦争することもある。

吸血⿁ 修羅⿁
P P P P P

5 5 7 3 9
ミノタウロス トロール サイクロプス レッサー・バンパイア アスラ

牛⿁ 岩⿁ 単眼⿁

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

食べるため、または子孫繁栄のため、人
間を探してうろつくことの多い巨大な⿁
族。ただし基本的には怠惰なので、迷
宮の奥地で眠っていることも多い。

岩のような肌を持ち、身⾧が城壁ほども
ある⿁族。再生能力も高く、倒しただけ
ではすぐに復帰してしまう。かなりの悪食
で、樹や岩も食べてしまう。

牛⿁や岩⿁より更に大きく、見張り櫓と
同じくらい背が高い一つ目の⿁族。

注血⿁から魔力を注がれて暴走した元
人族。知性はなく、怪力。

⿁族のうち特に強力な個体の総称で、
元が小⿁や獣⿁の場合もある。見た目
では実力が判断できないが、常に不気
味な魔力をまとっている。

3 人馬族
P ドワーフ・マイナー P エルフ・ハンター

鉱山で採掘を行うドワーフ。魔力で強化
された身体で人間より深くまで振り進む
ことができ、得た鉱物は人類などとの交
易の材料となる。

森などで狩りや採取を行うエルフ。人間
より鋭い五感や魔力を活かし、危険を
避けながら効率よく狩りを行う反面、身
体能力は低め。



評価値:3 評価値:5 評価値:20 評価値:10 評価値:40

TP021 TP022 TP023 TP024 TP025

解説 解説 解説 解説 解説

評価値:2 評価値:3 評価値:10 評価値:5 評価値:3

TP026 TP027 TP028 TP029 TP030

解説 解説 解説 解説 解説

甲殻人 4 鉄小人 6

種別:戦闘/人族 種別:戦闘/人族 種別:戦闘/人族 種別:戦闘/人族

1 荒くれ 2 賊の一員 4 賊の首領 3 傭兵 2
マーセナリー Pフーリガン

P アードラー P オーク P クルスタ P グレイ P ジャイアント

樫のように硬い皮膚と、豚のような顔が
特徴の亜人。食欲が旺盛で短絡的。
報酬目当てで傭兵になる者が多い。

種別:戦闘/亜人 種別:戦闘/亜人 種別:戦闘/亜人 種別:戦闘/亜人 種別:戦闘/亜人

2 翼人 3 樫豚族 5

ハンター

猟師
P ギャング P ギャングヘッド P

種別:戦闘/人族

酒場や港などにいる、暴れ者や泥酔者
など。理性を失っていることが多い。

酒場やスラムなどにいる、盗賊ギルドなど
の荒事担当。強盗や山賊行為など、力
任せの犯罪を行う。

昆虫のような外骨格を持つ亜人。人類
には聞き取れない音域で会話を行い、
連携して行動できる。鉄小人と同時に
現れることが多い。

鉄のような色の皮膚を持ち、腕が⾧く、
目が大きい身⾧120cm前後の亜人。
人間には敵対的で、熱光線を放つ術具
や不可視の盾を装備している。

身⾧5mを超す巨人。好意的な者も敵
対的な者もいるが、総じて単独行動を
好む。

P

巨人族

鳥の翼を持つ亜人。翼を支えるために
発達した胸部より下は羽毛で覆われて
いる。靴を履く文化がないため歩行が苦
手で、樹上生活を好む。

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

山賊などを腕っぷしでまとめる代表者。
短絡的な性格、または特殊な事情に
よって、表社会に出られなくなった者が多
い。

商人の私兵や⿁族討伐団の隊員、盗
賊や反乱組織の援軍など、金で雇われ
て戦う者。男女問わず就きやすく、しかし
死にやすい職業の1つ。

山林での猟や海川での漁で動物を捕ら
えて生計を立てる者。周辺の自然や、
近隣に住む亜人について知っていること
がある。



評価値:3 評価値:5 評価値:5 評価値:20 評価値:70

TP031 TP032 TP033 TP034 TP035

解説 解説 解説 解説 解説

評価値:20 評価値:40 評価値:70 評価値:110 評価値:160

TP036 TP037 TP038 TP039 TP040

解説 解説 解説 解説 解説

種別:戦闘/人族 種別:戦闘/人族 種別:戦闘/人族 種別:戦闘/人族 種別:戦闘/人族

種別:戦闘/爬虫人 種別:戦闘/爬虫人 種別:戦闘/爬虫人 種別:戦闘/爬虫人 種別:戦闘/爬虫人

9 亜龍族の将軍

国や地方領主などに雇われた正規兵、
または予備役。正規兵は主に守備を担
当し、戦争や⿁族討伐では予備役や
傭兵が追加される。

数人の兵士をまとめる、たたき上げの班
⾧。騎士の地位を与えられた人間が就く
ことが多い。

兵士数人からなる巡回班。班⾧に率い
られる。平時は各施設の警備を班の単
位で行う。

兵士数十人、いくつかの班で構成される
隊。隊⾧に率いられる。

兵士数百人、いくつかの隊で構成される
団。または、いくつかの団を束ねた数千
人の軍。団⾧や将軍に率いられる。

兵士 3 班⾧ 3 巡回班 5 部隊 7
レギオン

87 鰐牙族の領主
ヴァラク・ジェネラル

5 蜥蜴族の隊⾧ 6 蜥蜴族の撃手
P セベクラ・コマンダー PP バジリスク・キャプテン P バジリスク・スナイパー P セベクラ・ロード

鰐牙族の団⾧

地方領主。子爵から侯爵の地位を持
ち、独自の隊または団を抱える。生産拠
点の責任者を兼ねるので、中央政府も
軽視はできない存在になる。

いくつもの隊を束ねる団の⾧。国内の一
地方の警備や、⿁族討伐の責任者を
務める。小国ならば軍の⾧になることも。
地方領主などの子息が就くことが多い。

数十人の兵からなる部隊の隊⾧。街道
や砦の警備の責任者になることが多い。
男爵位を持つ蜥蜴族が務めることが多
い。

近接戦は行わず、銃や戦車など、旧文
明の兵器を使いこなす者。男爵位を持
つ蜥蜴族や、学院を卒業した専門家が
務めることが多い。

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

軍団
P ソルジャー P チーフソルジャー P パトロールチーム P ユニット P

2

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

いくつもの団を束ねる軍の⾧。軍事面で
の国内最高責任者。建築や兵站も掌
握しているので、より地位が高い国王や
総主教などに対して強い態度を取れる。



評価値:2 評価値:2 評価値:2 評価値:3 評価値:3

TP041 TP042 TP043 TP044 TP045

解説 解説 解説 解説 解説

評価値:3 評価値:5 評価値:5 評価値:10 評価値:10

TP046 TP047 TP048 TP049 TP050

解説 解説 解説 解説 解説

種別:戦闘/魔獣 種別:戦闘/魔獣 種別:戦闘/魔獣 種別:戦闘/魔獣 種別:戦闘/魔獣

イラスト募集中 イラスト募集中

4 合成獣 4 鷲獅子
P サンドワーム P マンイーター P サンダーバード P キマイラ P グリフォン

2 砂野槌 3 食人植物 3 雷鳥

魔力の影響で大きくなった蟻。全⾧
1m、体高30cm程度だが、人間を持
ち上げる程度の力がある。

魔力の影響で大きくなった蜂。全⾧
30cm程度だが、大きな毒針による攻
撃は脅威。

魔力の影響で大きくなった蛙。全⾧1m
程度で、主に⾧い舌を使って捕食や攻
撃を行う。毒の体液は加工すると薬にで
きる。

炎を吐く巨大な黒い犬。黄泉から逃げ
出した者を追う地獄の番犬とも呼ばれ、
見た者も殺すと伝えられる。

幹に大きな人面疽がある樹。枝や葉を
動かして攻撃するが、移動はできない。

種別:戦闘/魔獣

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

毒蛙 2 火吹き犬 2 人面樹
P ジャイアントアント P キラービー P ポイズントード P ヘルハウンド P

砂や土の中に棲む巨大な多足類。土が
かき回されて肥沃になることも、天然の
落とし穴になることもある。

つる草や葉、匂いなどを利用して動物を
捕食する巨大な花。移動はできない。

全身に電気を帯びた、翼開⾧3mほどの
巨大な鳥。旧文明の遺跡を復活する動
力にする試みがあるが、成功例はない。

術者などによって複数の動物を組み合
わせて作られた魔獣。四足獣に翼と毒
蛇の尾を組み合わせたものが多い。

鷲の翼と上半身、獅子の下半身を持つ
馬くらいの大きさの魔獣。鳥の王と獣の
王を組み合わせた姿を意匠にする貴族
は多い。

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中

種別:戦闘/魔獣 種別:戦闘/魔獣 種別:戦闘/魔獣 種別:戦闘/魔獣

トレント

1 巨大蟻 1 殺人蜂 1



評価値:20 評価値:20 評価値:40 評価値:70 評価値:70

TP051 TP052 TP053 TP054 TP055

解説 解説 解説 解説 解説

評価値:2 評価値:3 評価値:5 評価値:10 評価値:40

TP056 TP057 TP058 TP059 TP060

解説 解説 解説 解説 解説

種別:戦闘/魔獣 種別:戦闘/魔獣 種別:戦闘/魔獣 種別:戦闘/魔獣 種別:戦闘/魔獣

7 巨震牛5 老蠍獅子 5 九頭龍
バハムートP P P P P

不死の巨獣

骨だけになった死体が魔力を帯び、動く
ようになったもの。生前の体の持ち主とは
無関係の存在。

腐敗した死体が魔力を帯び、動くように
なったもの。痛覚が無いためか非常にタ
フ。生前の体の持ち主とは無関係の存
在。

亜人など、強い魔力を持つ生物がアン
デッドと化した存在。身体はほとんど腐敗
せず、淡く黄色い光を身にまとう。

武器が魔力を帯び、持ち主などの残留
思念をまとったもの。儀式で作られたもの
もあるが、武器として使うことは困難。

巨大生物の死体が魔力を帯び、動くよ
うになったもの。

種別:戦闘/付喪 種別:戦闘/付喪 種別:戦闘/付喪

妖刀

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

P ワイト P

4

獅子の身体に人間の顔、鷲の翼と蠍の
尾を組み合わせた魔獣。他の動物の頭
を持ち、炎や魔法、爪などで攻撃を行
う。

たくさんの首を持つ、全⾧5mほどの巨大
な爬虫類。再生能力が高く、首を切り
落としても再生すると言われる。

海中に潜む巨大なイカやタコ。海中にい
るため倒すことはまず不可能。碧鱗族が
神の使いとみなしている。

羽ばたきで風が起こるほどの大きな鳥。
翼を広げれば天を覆うとも言われる。翠
葉族が神の使いとみなしている。

足踏みで地震が起こるほどの大きな牛。
一節には地球を支えているともされる。
緋槌族が神の使いとみなしている。

マンティコア ヒュドラ クラーケン フレスベルグ

6 多脚の海神 7 風源鷲

アンデッドタイラント

1 踊る骸骨 2 歩く死体 3 塚護
P スケルトン P ゾンビ カースドブレイド P

6
種別:戦闘/付喪 種別:戦闘/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



評価値:110 評価値:3 評価値:10 評価値:3 評価値:5

TP061 TP062 TP063 TP064 TP065

解説 解説 解説 解説 解説

評価値:5 評価値:20 評価値:2 評価値:70 評価値:20

TP066 TP067 TP068 TP069 TP070

解説 解説 解説 解説 解説

旧文明の遺跡などで見つかる自動運転
機能付きの戦闘車両。魔力で暴走し、
命じられていない砲撃なども駆使して敵
を殲滅する。

旧文明の遺跡などで見つかる人間型の
ロボット。足回りや腕など、一部が武器
や別の機械と置き換えられたものもあ
る。

種別:戦闘/付喪 種別:戦闘/付喪 種別:戦闘/付喪 種別:戦闘/付喪 種別:戦闘/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

種別:戦闘/付喪

無数の死体がひとかたまりになったもの。
常に苦痛のうめき声が聞こえる。あらゆる
生き物を殺し、自らに取り込もうとする。

あらゆる有機物を溶かし、自らに取り込
もうとする粘性生物。魔法実験の失敗
で生み出されることがある。

石や木などで作った人形を、魔力で動く
ようにした人工生物。人間以上の大きさ
で作られることが多い。

魔力を与えて、門番として動くようにした
彫像。翼を持つ悪魔の石像を使うことが
多いが、別の門番を作って偽の石像を
置く罠も存在する。

人体や生物の一部に魔力を込めて作り
上げた人間型の生物。知性はないか低
いことが多く、製作者の命令に忠実。

アンドロイド

3 魔法の乗り物 5 魔道砲台 1 作業機械 7 自走戦車 5 人型兵器
P ウィッチズブルーム P マナキャノン P ロボットワーカー P

2

メンシェンイェーガー

8 骸溜まり 2 不定形生物
種別:戦闘/付喪 種別:戦闘/付喪 種別:戦闘/付喪 種別:戦闘/付喪

P

4
P コープス P ブロブ P ゴーレム

魔動兵
ホムンクルス

守護の彫像 3 人造人間
P ガーゴイル P

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

絨毯や箒、馬車などに魔法をかけて、乗
り物として動くようにしたもの。魔法の知
識がない者でも使えるよう加工されたも
のは非常に高価。

大岩や鉄球などを射出する、魔法で作
られた砲台。旧文明の遺産の動力源を
魔法に変えたものもある。

旧文明の遺跡などで見つかる作業用ロ
ボット。壁や床、生産ラインなどに据え付
けのものも多い。大半は電力で、まれに
魔力で動く。



評価値:2 評価値:3 評価値:10 評価値:5 評価値:40

TP071 TP072 TP073 TP074 TP075

解説 解説 解説 解説 解説

評価値:70 評価値:10 評価値:5 評価値:20 評価値:40

TP076 TP077 TP078 TP079 TP080

解説 解説 解説 解説 解説

種別:戦闘/妖霊 種別:戦闘/妖霊 種別:戦闘/妖霊 種別:戦闘/妖霊 種別:戦闘/妖霊

種別:戦闘/妖霊 種別:戦闘/妖霊 種別:戦闘/妖霊 種別:戦闘/妖霊 種別:戦闘/妖霊

スペクター

7 大海龍 4 魔兵 3 永久機関 5 首なし騎士 6 怨霊
P P

残留思念を核にして魔力が集まり発火
する現象。戦場や墓場などで発生しや
すい。

下半身が蜘蛛になった女性型の魔物。
粘着する糸を吐いて獲物を捉える。

無数の蛇を髪のように生やした女性型
の魔物。睨んだ者を石化させる魔力を
持つ。

戦死者の思念が具現化した存在で、戦
場に現れていずれかに加勢すると言われ
る。加勢相手と逆の性で現れることが多
く、恋に落ちることもある。

コウモリの翼と鷲の脚を持ち、二足歩行
する巨大なトカゲ。貴族の紋章に使われ
ることが多い。

海に棲むとされる伝説の魔物。海が大
荒れしたときや船が沈んだ原因にされる
こともあるが、直接の目撃者はいないとも
言われる。

別の世界から来たと噂される魔物。俗に
悪魔とも言われ、1体として同じ姿の者
はいないとも言われる謎の存在。

旧文明の発電装置などが魔力によって
変質し、エネルギー供給や自己修復を
半永久的に行えるようになった存在。魔
力を帯びているので、厳密には永久機
関ではない。

死を予言する不死者。予言した相手を
1年後に殺すとされ、冒険者などに助け
を求めて死から免れようとする被害者も
多い。

非常に強い怨念を核にしてできた強力
な霊体。恨みを晴らすべく周囲に破壊を
もたらし続ける。

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

リバイアサン P デーモン P パーペチュアルエンジン P デュラハン

P ウィル・オ・ザ・ウィスプ P アラクネー P メデューサ P バルキリー P

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

ワイバーン

1 ⿁火 2 蜘蛛女 戦乙女 6 飛龍4 蛇髪の魔女 3



評価値:2 評価値:2 評価値:3 評価値:3 評価値:5

TP081 TP082 TP083 TP084 TP085

解説 解説 解説 解説 解説

評価値:5 評価値:10 評価値:10 評価値:20 評価値:5

TP086 TP087 TP088 TP089 TP090

解説 解説 解説 解説 解説

熊 象 猩々3 4 4 5 3

野生のウシ類。

猛牛 虎
種別:戦闘/動植物 種別:戦闘/動植物

種別:戦闘/動植物 種別:戦闘/動植物 種別:戦闘/動植物 種別:戦闘/動植物 種別:戦闘/動植物

種別:戦闘/動植物 種別:戦闘/動植物 種別:戦闘/動植物

P ブル P

狼や野犬など、イヌ科の野生生物。 イエネコを除く野生のネコ類。 主に野生のイノシシ類。体重と突進力が
ある。

主に運搬に使われる駄馬。戦馬を育て
ることは非常に難しい。

毒を持つヘビ類。大きさに関係なく驚異
となる。

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中

タイガー P ベア P エレファント

バイパー

1 狼 1 山猫 2 猪 2 馬 3 毒蛇
P ウルフ P リンクス P ボーア P ホース P

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

山猫より大きなネコ科の生物。チーター
やライオンも含む。

巨大な体を持つクマ類。 鼻の⾧いゾウ類。数は少ないものの、馬
の代わりに使われることがある。

主に森の奥に住むゴリラやチンパンジー、
オランウータンなどの類人猿。

P グレートエイプ



評価値:10 評価値:10 評価値:3 評価値:3 評価値:5

TP091 TP092 TP093 TP094 TP095

解説 解説 解説 解説 解説

評価値:3 評価値:3 評価値:3 評価値:5 評価値:5

TP096 TP097 TP098 TP099 TP100

解説 解説 解説 解説 解説

手や足に大きくて強い爪があり、荒々しく
引き千切る。

種別:戦闘/動植物 種別:戦闘/動植物 種別:戦闘/動植物 種別:戦闘/動植物 種別:戦闘/動植物

肉食魚4 鰐 4 鮫 2 猛禽 2 群生虫 3

3 大きな牙 3

川辺に住むワニ類。

2 特殊な翼 2 奇妙な肢 2 撓る尻尾

P P P

海中に住むサメ類。クジラやイルカなどの
海洋哺乳類を含む。

大型鳥類。ワシ、タカなど。

ウィング P リム P テール

クロコダイル

力強い爪
クロウP

虫の群れ。ハチ、アリなど。 肉食魚の群れ。ピラニアなど。

P ファング P

種別:戦闘/部位 種別:戦闘/部位 種別:戦闘/部位 種別:戦闘/部位 種別:戦闘/部位

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

翼や羽、翅などがあり、空を飛ぶことがで
きる。

特徴的な腕や脚があり、使いこなすこと
ができる。

器用ではないが強靭な尻尾があり、打ち
付けたり絞め上げたりする。

他の歯より特に大きな牙や角などがあ
り、激しく突き刺す。

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

Pシャーク ラプター スウォーム キラーフィッシュP



評価値:5 評価値:20 評価値:3 評価値:2 評価値:5

TP101 TP102 TP103 TP104 TP105

解説 解説 解説 解説 解説

評価値:2 評価値:2 評価値:3 評価値:2 評価値:3

TP106 TP107 TP108 TP109 TP110

解説 解説 解説 解説 解説

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:運動

腕や体幹の筋力に頼って行う。荷物運
びや瓦礫の排除など。

種別:戦闘/部位 種別:戦闘/部位 種別:戦闘/部位 種別:戦闘/部位 種別:戦闘/部位

群れ3 特殊武装 5 攻城兵器 2 船 1 荷車 3

1 水泳 2 登攀 1 騎乗 2
P ハードワーク P スイミング P クライミング P ハンドリング P

フロックカート P

魔剣や旧文明の銃器など、特殊な装備
を身に着けている。

戦車や投石器、砲塔など、巨大な兵器
を運用している。

船や筏などに乗っており、海や川の上を
移動することができる。

馬車や台車など。人力で曳いたり、駄馬
に牽かせたりする。

動物や魔物などがたくさん集まっている。

アクロバット

1 力仕事

P アーマメント P デストロイヤー P シップ P

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

軽業

船などを使わず、主に自身の肉体を使っ
て泳ぐ、または水に潜る。

ロープやくさびなどの道具を使い、急な坂
やがけを上り下りする。

様々な動物に乗る。または幌車などを運
転する。

体を器用に動かして、自由に動き回る。
落下時や狭い道を通るときなどに使う。

種別:運動 種別:運動種別:運動 種別:運動

イラスト募集中



評価値:2 評価値:2 評価値:10 評価値:10 評価値:5

TP111 TP112 TP113 TP114 TP115

解説 解説 解説 解説 解説

評価値:5 評価値:3 評価値:5 評価値:10 評価値:20

TP116 TP117 TP118 TP119 TP120

解説 解説 解説 解説 解説

種別:運動 種別:運動 種別:運動 種別:運動 種別:運動

種別:運動 種別:運動 種別:運動 種別:運動 種別:運動/部位

フォローン・ホープ

3 豪雨 2 飢餓 3 病気 4 毒物 5 決死

ウィンドストームP ランニング P ジャンプ P ヒートウェーブ P アイスバウンド

自分の脚を使って走る。短距離走、⾧
距離走に加えて、⾧時間の歩行を含
む。

自分の脚を使って跳ぶ。幅跳びや高跳
び、飛び石渡りなど。棒などの補助具を
使うものも含む。

極端な暑さ、または熱さに耐える。 極端な寒さ、または冷たさに耐える。 強く吹き付ける風に耐える。

P

暴風1 疾走 1 跳躍 4

大量の雨や水に濡れた服などにより体
温を奪われることに耐える。

空腹や水不足に耐える。 病気や不衛生な環境に耐える。 薬物や毒物、腐敗物などに耐える。 通常の運動より過酷で、失敗すると死を
覚悟しなければならない。

ハンガー P ディジーズ P ポイズン PP クラウドバースト P

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

熱波 4 氷雪 3


