
  

 

 

 

4 shuriken
adventurer’s kit

1,000 gp
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+2 ghost strike ki focus
+2 cloth armor
+2 amulet of protection

FEMALE GITHZERAI MONK / LEVEL 6 / LAWFUL GOOD

“My center is strong, and I will not fail.”

Izera
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AC

標準冒険者キット

我が芯は揺らがず、仕損じることはない。

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 

〈軽業〉　+17

〈運動〉   +12

〈知覚〉    +11

〈隠密〉    +13

イゼラ

能力値

筋力
耐久

敏捷
知力

判断
魅力

頑健

反応

意志

ギスゼライ 女性 モンク／レベル６／秩序にして善

修正値

シュリケン ４ゴースト・ストライク・気・フォーカス ＋2
クロース・アーマー ＋2
アミュレット・オヴ・プロテクション ＋2

Game Day

Worldwide



 

Standard / Melee Weapon / At-Will

Requires unarmed; +10 vs. AC; 1d8 + 4 damage.

 

Requires shuriken; Ranged 6/12; +13 vs. AC; 1d4 + 7 damage.

Centered Flurry of Blows  

Free / Melee 1 / At-Will

Target 1 creature after you hit with an attack; the target takes 5 damage and 
you slide it 1 square adjacent to you, or 1 square in any direction if the target 
wasn’t targeted by the triggering attack. Use this power only 1/round.

Crane’s Wings 

 

Standard and Move / Melee Touch and Personal / At-WillStandard Action: +11 vs. Fortitude; 1d10 + 7 damage and you push the 
target 1 square. Move Action: You make an Athletics check to jump with 
a +5 power bonus. You are considered to have a running start, and the 
distance of your jump isn’t limited by your speed.

Five Storms 

 

Standard and Move / Close Burst 1 and Personal / At-Will

Standard Action: Target each enemy you can see in burst; +11 vs. Reflex; 1d8 
+7 damage. Move Action: You shift 2 squares.

Agile Recovery 

 

Minor / Personal / At-WillYou stand up.

Iron Mind             Immediate Interrupt / Personal / Encounter

When you are hit by an attack, gain a +2 bonus to all defenses until 
the end of your next turn.

Purifying Meditation 

  

Minor / Personal / Encounter
You make a saving throw with a +3 bonus.

Drunken Monkey 

 

Standard and Move / Melee Touch and Personal / Encounter

against an enemy of your choice.  You move 8 squares, ignoring di�cult 

Standard Action: +11 vs. Will; 1d8 + 7 damage and you slide the target 
1 square. The target makes a melee basic attack with a +3 bonus as a free action 

Move Action:
terrain and gaining a +3 power bonus to all defenses against opportunity attacks.

Twin Thunders 

 

Standard and Move / Melee Touch and Personal / Encounter

Action:

Standard Action: +11 vs. Fortitude; 2d10 + 7 thunder damage and 
a single enemy adjacent to the target takes 1d10 thunder damage. Move 

 Choose 1 enemy adjacent to you and move 8 squares. You don’t 
provoke opportunity attacks from that enemy.

Masterful Spiral

 

Standard / Close Burst 2 / Daily

Miss:
Target each enemy in burst; +11 vs. Reflex; 3d8 + 7 force damage. 

 Half damage. E�ect: You assume the spiral stance. Until the stance ends, 
your reach with melee touch attacks increases by 1.

One Hundred Leaves

 

Standard / Close Blast 3 / Daily

Target each creature in blast; +11 vs. Reflex; 3d8 + 7 damage and you push 
the target 2 squares. Miss: Half damage and push 1. E�ect: Until the end of your next 
turn, you can target 1 additional creature in range with your flurry of blows power.

+2 Ghost Strike Ki Focus                                      

+2d6 Critical

Whenever you make a melee attack against an insubstantial creature granting 
combat advantage to you, the attack ignores the insubstantial quality.OTHER ABILITIES

*

Defended Mind: 
 

You have a +2 racial bonus to 
saving throws against daze, 

*

 

Some character options not present on 
character sheet for brevity.

Shifting Fortunes: 

 

When you use your second wind, 
shift 6 squares as a free action.

Escape Artist:

 

You can attempt to escape a 

grab as a minor action.
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目標：爆発の範囲内の敵すべて；＋11 対 反応；3d8＋7[力場]ダメージ。；ミス：半減
ダメージ。；効果：君は螺旋功の構えを取ることができる。この構えを終了させるまで
、使用者の“近接・接触”の攻撃の間合いは1増加する。

近接基礎攻撃 標準 / 近接武器 / 無限回

遠隔基礎攻撃 標準/ 遠隔武器 / 無限回

素手攻撃 ; +10 対 AC; 1d8 +４ ダメージ。

シュリケンを使用；遠隔 6/12；+13 対 AC; 1d4 +７ ダメージ。

センタード・フラリー・オヴ・ブロウズ フリー/ 近接1/ 無限回

クレインズ・ウィングズ 標準  移動/ 近接・接触  使用者/ 無限回

1回の攻撃をヒットさせたのちに選択したクリー チャー1体が目標；目標は５ダメージを
受ける。そして君 は目標を君自身に隣接したマスに1マス横滑りさせる。その目標がトリ
ガーとなった攻撃の目標でないのならば、任意の方向へ1マス横滑りさせることができる
。特殊：このパワーは1ラウンドに1回しか使用できない。

標準アクション；目標：クリーチャー1体；＋11 対 頑健；1d10＋７のダメージ、さらに君は目標
を1マス押しやる。
移動アクション；君は＋5パワー・ボーナスを得て、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、跳躍できる距離は使用者の移動速度
による制限を受けない。

標準・移動/ 近接範囲 爆発1・使用者/ 無限回ファイヴ・ストームズ
標準アクション 近接範囲・爆発1；目標：爆発の範囲内にいて使用者から見える敵すべて；＋
11 対 反応；1d8＋７ダメージ。
移動アクション；君は2マスのシフトを行なう。

アジャイル・リカヴァリィ マイナー/ 使用者/ 無限回

効果：君は伏せ状態から立ち上がる。

アイアン・マインド 即応・割込/ 使用者/ 遭遇毎
使用者に攻撃がヒットしたとき、使用者は、次の自分のターンの終了時まで、すべ
ての防御値に＋2のボーナスを得る。

ピュアリファイング・メディテイション マイナー/ 使用者/ 遭遇毎
使用者は＋3ボーナスを得て1回のセーヴィング・スローを行なう。

標準アクション：目標：敵1体；＋11 対 意志；1d8＋7ダメージ、君は目標を1マス横滑りさせる
。それから目標は1回のフリー・アクションとして、君の選んだ敵1体に対して、攻撃ロールに
＋３ボーナスを得て1回の近接基礎攻撃を行なう。
移動アクション：君は８マス移動する。この移動の間、君は移動困難な地形を無視し、機会攻
撃に対して、すべての防御値に＋3パワー・ボーナスを得る。

ドランクン・モンキー 標準 移動/ 近接・接触 使用者/ 遭遇毎

ツイン・サンダーズ 標準/ 近接・接触　使用者 / 遭遇毎
標準アクション：近接・接触；目標：クリーチャー1体；＋11 対 頑健；2d10＋7ダメージ、目標に
隣接する敵1体は1d10の［雷鳴］ダメージを受ける。
移動アクション：君に隣接する敵を1体選択すること。そして君は8マス移動を行なう。この移
動の間、君は選択した敵から機会攻撃を誘発しない。

マスターフル・スパイラル 標準/ 近接範囲・爆発2/ 一日毎

ワン・ハンドレッド・リーヴズ 標準/近接範囲・噴射3/一日毎

ゴースト・ストライク・気・フォーカス  + 2 クリティカル時 ＋2d6

目標：噴射の範囲内のクリーチャーすべて；＋11 対 反応；3d8＋7[力場]ダメージ。
使用者は目標を2マス押しやる。；ミス：半減ダメージ、使用者は目標を1マス押しや
る。効果：使用者は次の自分のターン終了時まで、射程内にいるクリーチャー1体を
追加でフラリー・オヴ・ブロウズ系パワーの目標とすることができる。

使用者に戦術的優位を与えている“非物質的”のクリーチャーに対して使用者が行
なう近接攻撃はその“非物質的”を無視する。

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。

* 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。

精神防壁：幻惑状態、支配状態、朦朧状態をも
たらす効果に対するセーヴィング・スローに
＋2の種族ボーナスを有する。

とどまらぬ運命：底力を使用する際、フリー・ア
クションとして6マスのシフトを行なえる。

《脱出術》：マイナー・アクションでつかみから
の脱出を試みることができる。


