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“May your deeds this day grant you entrance into the halls of legend!”
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標準冒険者キット

貴方のこの日の行動が、伝説のとば口に立つにふさわしいことを！
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〈はったり〉+13

〈交渉〉         +13

〈持久力〉    +12

〈治療〉        +   8
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魅力

頑健

反応

意志

ハーフエルフ 男性 アーデント／レベル６／善

修正値

クロスボウ、ボルトディフェンシヴ・ハルバード ＋2
マジック・ファインメイル・アーマー ＋2
アミュレット・オヴ・プロテクション ＋2

Game Day

Worldwide

〈威圧〉        +13



Melee Basic Attack Standard / Melee Weapon / At-Will

Requires halberd; +13 vs. AC; 1d10 + 8 damage.

Ranged Basic Attack 

 

Standard / Ranged Weapon / At-Will

Requires crossbow; Ranged 15/30; +4 vs. AC; 1d8 - 1 damage; load minor.

 

Reach 2; +13 vs AC; 1d10 + 8 damage and the target takes a -2 penalty to all 
defenses until the end of your next turn. Augment 1: 1d10 + 8 damage and 
the target takes a -5 penalty to Will defense until the end of your next turn. 
Augment 2: close burst 1; target each creature in burst; 1d10 + 8 damage and 
the target takes a -5 penalty to all defenses until the end of your next turn.  

 

Standard / Melee Weapon / At-Will

within 5 squares of you regains 5 hit points. 

Reach 2; +13 vs. AC; 1d10 + 8 damage and 1 ally within 5 squares of you 
gains 8 temporary hit points. Augment 1: 1d10 + 8 damage and 1 dying ally 

Augment 2: 2d10 + 8 damage 
and you or 1 ally within 5 squares of you can spend a healing surge.

 

-
it 6 squares. 
squares. 

Reach 2; +13 vs. Fortitude; 1d10 + 8 damage  and you push the target 3 
Augment 1: 1d10 + 8 damage and if the target is dazed, you push 

Augment 2: 2d10 + 8 damage and you push the target 5 
squares. In addition, the target grants combat advantage to your allies adja
cent to it at the end of the push until the end of your next turn.

No Action / Close Burst 5 / Encounter

When you are bloodied by an attack, each enemy in burst grants 
combat advantage until the start of your next turn. 

 
Minor / Close Burst 5 / Encounter

Target you or 1 ally in burst; the target can spend a healing surge, regains 
+2d6 hit points, and gains a +1 bonus to all defenses until the end of your next turn.

Eldritch Blast 

 

Standard / Ranged 10 / Encounter

+8 vs. Reflex; 1d10 + 5 damage. You can use this power as a 
ranged basic attack.

Dimension Swap 

 

Move / Close Burst 5 / Encounter

Target 1 ally in burst; you teleport yourself and target, swapping positions.

Body Adjustment 

 

Minor / Melee Touch / Encounter

Target you or 1 ally; the target gains 1d12 + 5 temporary hit points.

Adrenline Strike 
 

Standard / Melee Weapon / Daily

2d10 + 8 damage. Miss: Half damage. E�ect: Until the end of the encounter, 
whenever you or your allies hits the target, the attacker can shift 1 square as a free action.

 
Standard / Close Burst 5 / Daily

Target you and 1 ally in burst; the targets teleport, swapping positions, and 
each can make a basic attack as a free action with a +2 power bonus to the attack roll. 
For each of these attacks that hit, you or 1 ally you can see can both spend a healing 
surge and make a saving throw. If both attacks miss, you regain use of this power.

ディフェンシヴ・ハルバード+2     クリティカル時＋2d6 

When you take the total defense or second wind action, you gain a +2 item bonus 
to all of your defenses until the start of your next turn.

All trademarks are property of Wizards of the Coast LLC. ©2010 Wizards. Illustration by Adam Gillespie.

OTHER ABILITIES

*

*Some character options not present on character sheet for brevity. 

Mantle of Elation: You and each ally within 5 squares of you gain a +3 
bonus to damage rolls for opportunity attacks. In addition, each ally within 
5 squares of you gains a +2 bonus to Diplomacy and Intimidate checks.
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近接基礎攻撃 標準 / 近接武器 / 無限回 アクション不要/ 近接範囲・爆発5/ 遭遇毎

遠隔基礎攻撃 標準/ 遠隔武器 / 無限回

標準/ 近接武器 / 無限回

ハルバードを使用 ; +13 対 AC; 1d10 +８ダメージ。

クロスボウを使用；遠隔 15/30；+４ 対 AC; 1d８－1ダメージ。再装填・マイナー。

デモラライジング・ストライク
間合い2；＋13 対 AC；1d10＋8ダメージ。君の次のターンの終了時まで、目
標は全防御値に－2ペナルティ。増幅1：1d10＋8ダメージ。君の次のターン
の終了時まで、目標は意志防御値に－5ペナルティ。増幅2：近接範囲・爆
発1；目標：爆発の範囲内のクリーチャーすべて；1d10 ＋8ダメージ。君の
次のターンの終了時まで、目標は全防御値に－5ペナルティ｡

標準/ 近接武器 / 無限回

標準/ 近接武器 / 無限回

エナジャイジング・ストライク
間合い2；＋13 対 AC；1d10＋8ダメージ。君から5マス以内の味方1人は、
一時的ヒット・ポイント8を得る。増幅1：1d10＋8ダメージ。君から5マ
ス以内にいる瀕死状態の味方1人は、5ヒット・ポイントを回復する。増幅
2：2d10＋8ダメージ。君または君から5マス以内の味方1人は、回復力を1
回ぶん消費できる。

間合い2；＋13 対  頑健；1d10＋8ダメージ。君は目標を、3マスだけ押し
やる。増幅1：1d10＋8ダメージ。目標が幻惑状態であるなら、君は目標
を、6マスだけ押しやる。増幅2：2d10＋8ダメージ。君は目標を5マスだ
け押しやる。さらに、この押しやりの終了時点で目標に隣接していた君の
味方全員に対して、君の次のターンの終了時まで目標は戦術的優位を与え
る。

アンナーヴィング・シャヴ

アーデント・アウトレイジ
君が攻撃によって重傷になったとき、君の次のターンの開始時まで、
爆発の範囲内の敵すべては、戦術的優位を与える。

マイナー/ 近接・爆発5 / 遭遇毎アーデント・サージ
目標：目標は回復力を1回ぶん消費することができ、それによって追加で＋
2d6ヒット・ポイントを回復する。また、使用者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。

エルドリッチ・ブラスト 標準/ 遠隔・10 / 遭遇毎
＋8 対 反応；1d10＋5ダメージ。君はこのパワーを遠隔基礎攻撃とし
て使うことができる。

ディメンジョン・スワップ 移動/ 近接・爆発5 / 遭遇毎

ボディ・アジャストメント マイナー/ 近接・接触 / 遭遇毎

アドレナリン・ストライク 標準/ 近接武器 / 一日毎

目標；爆発の範囲内の味方1人；君は自分と目標を瞬間移動させ、互
いの位置を入れ替える。

目標：君または味方1人；目標は1d12＋5の一時的ヒット・ポイントを得る。

2d10＋8ダメージ。；効果：この遭遇の終了時まで、君または君の味方のいずれか
が目標にヒットを与えるたび、その攻撃を行なったキャラクターはフリー・アクシ
ョンとして1マスのシフトを行なえる。ミス：半減ダメージ。

標準/ 近接・爆発5 / 一日毎フェイト・エクスチェンジ
目標：君および爆発の範囲内の味方1人。；効果：目標は瞬間移動によって互いの位置を入れ替える。
その後、目標はフリー・アクションとしてそれぞれ1回の基礎攻撃を行なうことができる。この攻撃ロ
ールには＋2パワー・ボーナスがつく。これらの攻撃が1回ヒットするたび、君または君から見える味方
1人は、回復力を1回ぶん消費し、かつセーヴィング・スローを1回行なうことができる。これらの基礎
攻撃が2回ともミスしたなら、このパワーの使用回数は回復する。

君が防御専念を取るか底力を使用する場合、次の君のターンの開始時まで、使用者のすべての防御値に
＋２のアイテム・ボーナスとして加算する。

* 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。

その他の能力
気迫の心衣：君および君から5マス以内の味方全員は、機会攻撃のダメージ・ロールに、
＋3ボーナスを得る。さらに、君から5マス以内の味方全員は〈威圧〉判定および〈交渉〉
判定に＋2ボーナスを得る。


