
  

 

 

 

light shield
adventurer’s kit

1,000 gp
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+2 supremely vicious warhammer
+2 magic drakescale armor
+2 amulet of protection

MALE  MINOTAUR RUNEPRIEST (KORD) / LEVEL 6 / UNALIGNED

“For the glory of the Stormlord, I fight on!”
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49

AC

標準冒険者キット

“嵐の王”の栄光のために、俺は戦う！

その他の装備

防御値

回復力値

底力
アクション 
ポイント

言語

視覚

移動速度
(マス数)

イニシアチブ 修得済み技能

(重傷

ヒット・ポイント

値

装備品

感覚
受動看破 ､受動知覚 

〈運動〉　+10

〈自然〉   +15

〈知覚〉    +15

〈隠密〉    +11

フースタウス

能力値

筋力
耐久

敏捷
知力

判断
魅力

頑健

反応

意志

ミノタウロス 男性 ルーンプリースト（コード）／レベル６／無属性

修正値

ライト・シールドシュプリームリィ・ヴィシャス・ウォーハンマー ＋2
マジック・ダークスケイル・アーマー ＋2
アミュレット・オヴ・プロテクション ＋2

Game Day

Worldwide



Melee Basic Attack 

 

Standard / Melee Weapon / At-WillRequires warhammer; +13 vs. AC; 1d10 + 8 damage.

Word of Diminishment 

 

Standard / Melee Weapon / At-Will

-

+13 vs AC; 1d10 + 8 damage. Destruction: Until the end of your next turn, 
target has vulnerable 2 all, but vulnerable 5 against opportunity attacks. Pro
tection: Until the end of your next turn, target takes a -4 to attack rolls. 

Word of Shielding

 

Standard / Melee Weapon / At-Will

-

+13 vs. AC; 1d10 + 8 damage. Destruction: The first time the target hits or misses 
you or an ally adjacent to you before the end of your next turn, the target takes 
4 damage (it doesn’t take the damage if it attacks a creature marking it). Protec
tion: The first time the target hits or misses you or an ally adjacent to you before 
the end of your next turn, the target of that attack gains 4 temporary hit points.

Goring Charge

 

Standard / Melee 1 / Encounter

You charge and make the following attack instead of a melee basic 
attack; +12 vs. AC; 1d6 + 5 damage and knock the target prone. 

Rune of the Final E�ort 

 

Minor / Melee 1 / Encounter

Target 1 bloodied ally gains a +5 bonus to all defenses until the end of 
your next turn.

Flames of Purity 

 

Standard / Close Blast 3 / Encounter

Destruction:
end of your next turn. Protection:

Target each enemy in blast; +13 vs. AC; 1d10 + 8 fire damage. 
 Allies in blast gain a +3 power bonus to damage rolls until the 

 Allies in blast regain 3 hit points.
Rune of Mending

 

Minor / Close Burst 5 / Encounter

Target you or 1 ally in burst; the target can spend a healing surge 
and regains +1d6 hit points. Destruction: You and each ally in burst gain a +2 
power bonus to damage rolls until the end of your next turn. Protection: You and 
each ally in burst gain a +1 power bonus to defenses until the end of your next turn.

Word of the Blinding Shield 

 

Imm. Interrupt / Close Burst 1 / Encounter

-

When an enemy makes an attack roll against your ally; +13 vs. Forti
tude; the target is blinded until the end of its turn. Destruction: Target takes 4 
radiant damage. Protection: Your ally gains 4 temporary hit points.

Rune of the Undeniable Dawn 

 

Standard / Close Burst 3 / Daily

Target each enemy in burst; +13 vs. AC; 1d10 + 8 radiant damage. Miss: Half 
damage. E�ect: The burst creates a zone that lasts until the end of your next turn; you 
and allies within it gain a +2 power bonus to defenses. Sustain Minor: The zone persists.

Rune of the Final Act    

 

Standard / Melee Weapon / Daily
+13 vs. Fortitude; 2d10 + 8 necrotic or radiant damage. Miss: Half 

damage. E�ect: The target is a�ected by a deathly rune (save ends). Until the 
rune ends you and your allies gain a +2 power bonus to damage rolls against 
the target. Each time the target is hit, the bonus increases by 1.

Rune of Meritorious Alacrity 

 

Free / Ranged Sight / Daily

When you roll initiative, you and each ally in range gains a +10 bonus 
to their initiative check.

シュープリームリィ・ヴィシャス・ウォーハンマー ＋2                   クリティカル時＋2d8

You can reroll any/all of your critical damage dice, keeping the second result.
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OTHER ABILITIES
Wrathful Hammer: 
Whenever an enemy deals damage to you 
with an attack, you gain a +4 bonus to dam
age rolls against that enemy until the end of 
your next turn.

Ferocity: 
When you drop to 0 hit points or less, make a 
melee basic attack as an immediate interrupt.

Heedless Charge: 
You have a +2 bonus to AC against opportu
nity attacks you provoke when you charge. 

Rune Master: 
Whenever you use a rune power that has 
destruction or protection listed, choose one. 
You enter that rune state until you end the 
encounter or change states. If you chose 
destruction, allies gain a +1 bonus to attack 
rolls against enemies adjacent to you. If you 
chose protection, allies gain resist 2 all when 
adjacent to you.

Some character options not present on 
character sheet for brevity.

近接基礎攻撃 標準 / 近接武器 / 無限回

ワード・オヴ・ディミニッシュメント 標準/ 近接武器 / 無限回
＋13 対 AC；1d10＋８ダメージ。破壊のルーン：目標は君の次のターンの終了時まで、
“すべてのダメージに対する脆弱性”２を得る。また機会攻撃に対してはかわりに“機
会攻撃に対する脆弱性”５を得る。加護のルーン：目標は君の次のターンの終了時ま
で、攻撃ロールに－4のペナルティを受ける。

ウォーハンマーを使用 ; +13 対 AC; 1d10 +８ ダメージ。

ワード・オヴ・シールディング 標準/ 近接武器 / 無限回
＋13 対 AC；1d10＋８ダメージ。破壊のルーン：君の次のターンの終了時以前に、次に
目標が、君か君に隣接する味方1体に対して1回の攻撃でヒットを与えるかミスしたとき
、目標は4ダメージを受ける。ただし目標は、自分をマークしているクリーチャーを攻撃す
るのであれば、このダメージを受けない。加護のルーン：君の次のターンの終了時以前
に、次に目標が、君か君に隣接する味方1体に対して1回の攻撃でヒットを与えるかミス
したとき、その攻撃の目標は4点の一時的ヒット・ポイントを得る。

ゴーリング・チャージ 標準/ 近接１ / 遭遇毎
君は突撃を行ない、近接基礎攻撃の代りに以下の攻撃を行なう。；＋12 対 AC ；1d6＋５
ダメージ、目標は倒れて伏せ状態になる。

ルーン・オヴ・ザ・ファイナル・エフォート マイナー/ 近接１ / 遭遇毎
目標は重傷の味方1名。君の次のターンの終了時まで、目標はすべての防御値に＋5の
パワー・ボーナスを得る。

フレイムズ・オヴ・ピュアリティ 標準/ 近接範囲・噴射3/ 遭遇毎

目標：噴射の範囲内にいる敵すべて。＋13 対 AC：1d10＋8［火］ダメージ。；破壊のルー
ン：噴射の範囲内にいるすべての味方は君の次のターンの終了時までダメージ・ロール
に＋3のパワー・ボーナスを得る。加護のルーン：噴射の範囲内にいるすべての味方は3
ヒット・ポイントを回復する。

ルーン・オヴ・メンディング マイナー/ 近接範囲・爆発1/ 遭遇毎

1体の敵が君の味方に対して1回の攻撃ロールを行なう時。目標：爆発の範囲内にいるト
リガーを発生させた敵。；＋13 対 頑健：目標は自身のターンの終了時まで“盲目状態”と
なる。加護のルーン：トリガーとなった攻撃を受けた味方は一時的ヒット・ポイント4を得
る。破壊のルーン：加えて目標は4［光輝］ダメージを受ける。

ワード・オヴ・ザ・ブラインディング・シールド 即応・割込/ 近接範囲・爆発5/ 遭遇毎

目標：君または爆発の範囲内にいる味方1体。目標は1回ぶんの回復力を消費し、1d6ヒ
ット・ポイントを回復する。；破壊のルーン：君および爆発の範囲内にいるすべての味方
は、使用者の次のターンの終了時まで、ダメージ・ロールに＋2のパワー・ボーナスを得
る。加護のルーン：君および爆発の範囲内にいるすべての味方は、君の次のターンの終
了時まで、すべての防御値に＋1のボーナスを得る。

ルーン・オヴ・ジ・アンディナイアブル・ドーン 標準/ 近接範囲・爆発3/一日毎

目標：爆発の範囲内にいる敵すべて；＋13 対 AC；1d10＋8［光輝］ダメージ。効果：この
爆発は君の次のターンの終了時まで持続する区域を作り出す。君および君の味方はこ
の区域内にいる間、すべての防御値に＋2のパワー・ボーナスを得る。；維持・マイナー：
この区域が持続する。ミス：半減ダメージ。

君がイニシアチブをロールする時、君および味方すべては自身のイニシアチブ判定に
＋10のボーナスを得る。

ルーン・オヴ・ザ・ファイナル・アクト 標準/ 近接武器/ 一日毎

＋13 対 頑健；2d10＋8［光輝］または［死霊］ダメージ。効果：目標は“絶命のルーン”の作
用を受ける（セーヴ・終了）。このルーンが終了するまで、君および君の味方は目標に対
するダメージ・ロールに＋2のパワー・ボーナスを得る。君および君の味方が目標にヒッ
トをあたえるたびに、このボーナスは1増加する。ミス：半減ダメージ。

ルーン・オヴ・メリトーリアス・アラクリティ フリー/ 遠隔・視界/ 一日毎

使用者はこのクリティカル・ダメージのダイスの一部、あるいはすべてを再ロールすることにしてもよ
い。その場合、使用者は再ロールした各ダイスについて2回目の結果を適用しなければならない。

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。

憤怒の戦鎚：1体の敵が1回の攻撃で君にダメージ
を与えたなら、君は自身の次のターンの終了時ま
で、その敵に対するダメージ・ロールに＋４ボー
ナスを得る。
凶暴性：君のヒット・ポイントが0以下に減少した
際、君は即応・割込として1回の近接基礎攻撃を
行なえる。
脇目もふらぬ突撃：君は、突撃の最中に誘発した
機会攻撃に対して、ACに＋2の種族ボーナスを得
る。
［ルーン文字］キーワード：君が［ルーン文字］
キーワードを持つパワーを使用する際には、まず

そのパワーの項に記載されたものの中から1つの
ルーンを選択する。そしてパワーを使用し、選択
した方のルーンの効果が適用される。1つのルー
ンを選択した瞬間、君はその文字の“ルーン様相”
に入る。君は他の文字のルーン様相に入るか、あ
るいはその遭遇の終了時まで、そのルーン様相に
ありつづける。破壊を選ぶと、使用者の味方は、
使用者の次のターンの終了時まで、使用者に隣接
する敵への攻撃ロールに＋1ボーナスを得る。加
護を選ぶと、使用者に隣接するすべての味方は、
使用者の次のターンの終了時まで、“すべてのダ
メージに対する抵抗2”を得る。


