
装備品

フレッシュ・シーカー・シミター +2 
マジック・シミター +1 
マジック・ハイド・アーマー +2 

クローク・オヴ・ウォーキング・ウーンデッド +1 
ハンドアックス ×2 
標準冒険者キット

イニシアチブ

+7
移動速度

(マス数)

6
視界
通常

言語 

共通語 &
 ゴブリン語

修得済み技能

〈運動〉 +11 

〈軽業〉 +13 

〈知覚〉 +11 

ヒットポイント    56
(重傷 28)

 14

そのほかの装備

 AC 24

頑健 20

 反応 20

 意志 15

ホルカーン
男 ハーフリング バーバリアン / レベル 6 / 善

“俺様の魂にはパンサーがいる。この双剣にはその爪が宿るのさ。 ”

能力値	 修正値	 防御値

 筋力　 18 +7  
 耐久力 11 +3

 敏捷 　18 +7
 知力 　10 +3

 判断力 12 +4
 魅力 　10 +3

底力

回復力 

Game Day DMG II in Japan

Worldwide



近接基礎攻撃  標準 / 近接武器 / 無限回
必要条件 シミター; ＋12 対 AC; 1d8 ＋ 6 ダメージ。

遠隔基礎攻撃 標準 / 遠隔武器 / 無限回
必要条件 ハンドアックス; 遠隔 5/10; ＋9 対 AC; 1d8 ＋ 4ダメージ。 

プレシング・ストライク 標準 / 近接武器 / 無限回
攻撃を行なう前に2マスぶんシフトする。このシフト中は敵1体の占

めているマスを通過して移動できるが、敵の占めているマスで移動
を終えられない。; ＋12 対 AC; 1d8 ＋ 6ダメージ。君は目標を1マ
ス押しやる。激怒中なら、さらに1d6の追加ダメージを与える。

ワーリング・レンド 標準 / 近接武器 / 無限回
＋12 対 AC; 1d8 ＋ 6 ダメージ。君に隣接している目標とは別の敵

に1d8 ＋ 1 ダメージを与える。激怒中なら、さらに 両方のダメー
ジ・ロールに＋4 の追加ダメージ。

セカンド・チャンス  即応・割込 / 使用者 / 遭遇毎
敵にその攻撃ロールを再ロールさせる。再ロールの出目の方

が低くても、敵は再ロールの結果を用いなければならない。

ブルータル・スラム　標準 / 近接武器 / 遭遇毎
＋12 対 頑健; 2d8 ＋ 6 ダメージ。目標を2マス押しやり伏せ

状態にする。さらに目標に隣接している1体の敵に、1d8 ＋ 4 ダ
メージ。

ワーリング・フレンジー 標準 / 近接範囲・爆発 1 / 遭遇毎

爆発の範囲内のクリーチャーすべて; ＋12 対 AC か 反応; 2d8 
＋ 7 ダメージ。ミス：君は 1d6 ダメージを受ける。

スウィフト・ チャージ               フリー / 使用者 / 遭遇毎

君の攻撃で敵のhpを0した時、敵にチャージを行う。

タイガーズ・ リープ             移動 / 使用者 / 遭遇毎

君は＋5のパワー・ボーナスを付けて、跳躍のための1回の〈運動〉
判定を行なう。このとき使用者は助走をつけているものと見なさ
れ、判定結果によって許容されるだけの距離を移動できる。

ワーリング・ ランジ　   フリー / 近接１  / 遭遇毎
君の攻撃で敵のhpを0した時、2マスのシフトを行い、 隣接した敵

1体に 1d8 ダメージを与える  

スウィフト・パンサー・レイジ 標準 / 近接武器 / 一日毎
＋12 対 AC; 3d8 ＋ 6 ダメージ。ミス：半減ダメージ。迅き

豹の激怒に入る。この激怒が終るまで、使用者は移動速度に＋2の
ボーナスを得、かつ1回の移動アクションとして2マスぶんのシフ
トが行なえるようになる。 

タイガーズ・クロウ・レイジ   標準 / 近接武器 / 一日毎
＋12 対 AC; 2d8 ＋ 6 ダメージ。ミス：半減ダメージ。レイ

ジ・オヴ・タイガーズ・クローの激怒に入る。; 君が無限回の近接
攻撃をミスしたとき、そのクリーチャーは 1d8 + 2 ダメージを受
ける。 

レイジ・ストライク             標準 / 近接武器 / 一日毎
君は激怒中でなければならない。またスウィフト・パンサー・レイ

ジかタイガーズ・クロウ・レイジが未使用でなければならない。；
＋12 対 AC; 4d8 ＋ 6 ダメージ。それらのパワーのいずれかを消費
する。ミス：半減ダメージ。

コンバット・サージ 　　   フリー / 使用者 / 一日毎
君は激怒中でなければならない。; 君が1回の攻撃をミスした

時、君はその攻撃を再ロールする。 

フレッシュ・シーカー・シミター +2   クリティカル時 ＋2d6

遭遇毎 / フリー: 君がこの武器を敵にヒットさせたら、次の君のター
ンで、この武器で攻撃した敵への攻撃ロールに ＋1 パワー・ボー
ナスを得る。

クローク・オヴ・ザ・ウォーキング・ウーンデッド +1 
君が重傷時に回復力を消費する時、回復力を2消費して両方からhpを

回復する。
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Localization by HobbyJAPAN

剛胆: [恐怖]に対するセーヴィング・スロー
に＋5の種族ボーナス。

機敏な対応: 機会攻撃に対するACに＋2の
種族ボーナスを得る。

《人ごみ隠れ》: 自分より大きな敵に少
なくとも2体と隣接している場合、ACに
＋2。

二刀流:君は2本のシミターを巧みに使う（
一方は副武器）。そうしている間、ダメー
ジ ＋1、AC ＋1、反応防御値 ＋1を得る 
（すでに計算済み）。

高クリティカルなシミター: クリティカル
ヒットしたとき、 追加で＋1d8 ダメージ
を与える。

激怒: 激怒は、遭遇が終了するか、他の
[激怒]パワーを使ったときに終了する。

大暴れ: 君はバーバリアンの攻撃パワー
でクリティカル・ヒットを与えた際に、
即座にフリー・アクションとして1回の近
接基礎攻撃を行なえる（1ラウンド1回
まで）。 

ワーリング・スレイヤー: 1ラウンド１回ま
で、君の攻撃が敵を重傷にした時、フリー
・アクションで2マスのシフトを行う。シフ
トしたあとに君に隣接する敵に対し、次の
君のターンの終わりまで、君は戦術的優
位を得る。


