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バラシ

マインドワープ・スタッフ・オヴ・アンフェイリング・タレント ＋2

アミュレット・オヴ・プロテクション ＋2
クロース・アーマー ＋2
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頑健

反応

意志

シャードマインド サイオン／レベル６／善

修正値

“彼方の領域”を食い止めるのに必要な力を求め、私は戦う。



その他の能力

* 簡潔にするため、いくつかのキャラクターの選択は、このシートには記載していない。

近接基礎攻撃  標準 / 近接武器 / 無限回
スタッフを使用 ; +6 対 AC; 1d6 + 1 ダメージ。

遠隔基礎攻撃  標準/ 遠隔武器 / 無限回
キネティック・トロールを増幅せず使用する(下を参照)

キネティック・トロール  標準/ 遠隔12 / 無限回

Augment 
1:  1d10 + 8 force damage and pull the target 4 squares. Augment 2: 2d10 
+ 8 force damage and pull the target 4 squares.

メモリー・ホール  標準/ 遠隔12 / 無限回

-+11 vs. Will; 1d6 + 10 psychic damage and you become invisible to the 
target until the start of your next turn. Augment 1: As above, but the invis
ibility lasts until the end of your next turn. Augment 2: Area burst 1 within 
12 squares; target each creature in burst; 2d6 + 10 psychic damage and 
you become invisible to the target until the start of your next turn. フォース・ハンマー  標準/ 遠隔範囲・爆発 1・12 マス以内 / 無限回

+11 vs. Fortitude; 1d6 + 8 force damage and the target is slowed until the 
end of your next turn. Augment 1: As above, and the target can’t shift until 
the end of your next turned. Augment 2: 1d8 + 8 force damage and you 
knock the target prone.

シャード・スウォーム 移動/ 近接範囲・爆発 1 / 遭遇毎

Target each enemy in burst; each target grants combat advantage to you 
until the end of your next turn. You then teleport 3 squares.

ファー・ハンド  マイナー/ 遠隔5 / 遭遇毎

You can pick up, move or manipulate an object within range weighing 20 
pounds or less with your mind.

フォースフル・プッシュ                                         フリー/ 遠隔10 / 遭遇毎

Target 1 creature; you slide the target 1 square, but not into hindering terrain.

トランスポート・セルフ 移動/ 使用者/ 遭遇毎
You teleport 5 squares.

テレキネティック・スクリーン 即応・割込/ 使用者/ 遭遇毎
When an enemy scores a critical hit against you, reduce the damage by 14.

メンタル・トラウマ 標準/ 遠隔22 / 一日毎
+11 vs. Will; 3d8 + 10 psychic damage. Miss: Half damage. E�ect: The 

target gains vulnerable 5 psychic (save ends).

ヒプノティック・パルス 標準/ 遠隔範囲・爆発 1 ・12マス以内 /  一日毎
Target each enemy in burst; +11 vs. Will; 2d6 + 10 psychic damage and the 

target is dazed (save ends). Miss: The target is dazed until the end of your next turn.

マインドワープ・スタッフ・オヴ・アンフェイリング・タレント +2     クリティカル+2d6 [精神]

パワーポイントを君が少なくとも1点残している限り、クリティカル時+2d10[精神]ダメージ 

精神への抵抗：君は［精神］に対する抵抗5を有する。
You have resist 5 psychic.

 You don’t need to sleep, eat, drink or breathe. 

Immortal Origin:

 You are considered an immortal for the purposes 
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+11 対 反応; 1d8 + 8 ［力場］ダメージ。君は目標を1マス引き寄せる。
増幅1：1d10＋8［力場］ダメージ。君は目標を4マスだけ引き寄せる。
増幅2：2d10＋8［力場］ダメージ。君は目標を4マスだけ引き寄せる。

+11 対 意志；1d6＋10［精神］ダメージ。君の次のターンの開始時まで
、君は目標に対して不可視になる。増幅1：上記に同じ。ただし、この
不可視は君の次のターンの終了時まで持続する。増幅2；遠隔範囲・爆
発1・12マス以内；目標：爆発の範囲内のクリーチャーすべて；2d6＋
10［精神］ダメージ。君の次のターンの開始時まで、君は目標に対し
て不可視になる。

+11 対 頑健；1d6＋8［力場］ダメージ。目標は君の次のターンの終了時
まで減速状態になる。増幅1：上記に同じ。加えて、君の次のターンの
終了時まで、目標はシフトを行なうことができない。増幅2：1d8＋8［
力場］ダメージ。目標は伏せ状態になる。

爆発の範囲内の敵すべて；目標は全員、君の次のターンの終了時まで
、君に対して戦術的優位を与えるようになる。そして君は3マスの瞬間
移動を行なう。

君は、重量20ポンド以下の物体1つを持ち上げ、射程内のいずれかの
マスまで移動させるか、あるいはその物体を操作する。

目標：クリーチャー1体；君は目標を1マス横滑りさせる。ただし、移動先は“妨
害となる地形”であってはならない。

君は5マスだけ瞬間移動する。

敵が君にクリティカル・ヒットを与えたとき、その攻撃のダメー
ジは14だけ減少する。

＋11 対 意志；3d8＋10［精神］ダメージ。ミス：半減ダメージ。；
目標は“［精神］に対する脆弱性”５（セーヴ・終了）を得る。

爆発の範囲内の敵すべて；＋11 対 意志；2d6 + 10［精神］ダメージ
。目標は幻惑状態になる（セーヴ・終了）。ミス：目標は君の次の
ターンの終了時まで幻惑状態になる。

+2 Mindwarp Sta� of Unfailing Talent 

The critical is +2d10 psychic damage as long as you have at least 1 power point.

パワーポイントを君が少なくとも1点残している限り、クリティカル時
+2d10[精神]ダメージ 

生ける人造:君は飲食、呼吸、睡眠の必要がない。

永劫起源:君のクリーチャーの起源に関連する効果については、“永劫”起源のクリ
ーチャーとして扱われる。


