
用語
AA …………………………『機神』アーマードアーセナル
B.E.G …………………『機神』ブラックイーグルグループ
CIA ………………………………『原初』→米国中央調査局
ＣＰＣ ……………………………………………『熾火』p18
d66 ……………………………………………『基本』ｐ14
FBI ………………………………『原初』→米国連邦調査局
FSB ……………………………『原初』→露国連邦保安庁
GM …………………………………『基本』ゲームマスター
GMへの報酬 ……………………………………『機神』p18
nd ………………………………………………『基本』ｐ14
NPC ……………………………………『基本』ｐ14、194
OOO ………………………………『原初』→トリプルオー
PC ………………………………………………『基本』ｐ14
SIS ………………………………『原初』→英国秘密情報部
STシート ………………………………………『機神』p65
アーカム大学 ………………………………………『機神』p9
アークスレイヤー ………………………………『基本』ｐ80
アーマードアーセナル ……………………………『機神』p7
装甲式兵器庫 ………………………………………『機神』p7
悪行 ………………………………………………『機神』p23
芦屋家 ……………………………………………『四神』ｐ6
アラミタマ ……………………………『基本』ｐ8、13、16
アルケニーグループ ………………………………『機神』p9
アルケニーマテリアル ……………………………『機神』p9
異界の神器 …………………………………………『機神』p6
偉業 ………………………………………………『機神』p23
以国諜報特務庁 ……………………………………『原初』p8
一般人 ……………………………………………『基本』ｐ13
移動行為 ………………………………………『基本』ｐ169
命綱 …………………………………………………『時空』p7
イベント ………………………………………『基本』ｐ200
異名 ………………………………………………『機神』p20
迂回 ………………………………………………『神魂』ｐ11
右京区 ……………………………………………『四神』ｐ16
英国秘密情報部 ……………………………………『原初』p8
英魂 …………………………………………『神魂』ｐ4、26
英知の使徒 ………………………………………『機神』p10
祓魔師 ………………………………………………『原初』p9
悪魔祓い ……………………………………………『原初』p9
エリア ……………………………………………『神魂』ｐ8
エルダーメイジ …………………………………『基本』ｐ96
エレメンタルアデプト …………………………『基本』ｐ92
オルタード …………………………………………『時空』p7
隠身 ……………………………………………『基本』ｐ155
隠密 ……………………………………………『基本』ｐ179
怨霊 ………………………………………………『神魂』ｐ5
改竄種 ………………………………………………『時空』p4
開錠 ……………………………………………『基本』ｐ155
怪蟲人 ……………………………………………『機神』p10
回避 ………………………………………………『基本』ｐ43
回復 ……………………………………………『基本』ｐ190
鏡部家 ……………………………………………『四神』ｐ6
獲得素材 ………………………………………『基本』ｐ212
家事 ………………………………………………『機神』p42
カミガカリ ………………………………『基本』ｐ13、18
神々の分類 ………………………………………『混沌』p62
上京区 ……………………………………………『四神』ｐ14
神喰らい …………………………………………『神魂』ｐ6
軽業 ……………………………………………『基本』ｐ155
簡易移動 ………………………………………『基本』ｐ169
環境省特別対策室 ………………………………『基本』ｐ28
観察眼 ……………………………………………『機神』p41
完全体 ……………………………………………『原初』p99
鑑定 ……………………………………………『基本』ｐ156
看破 ………………………………………………『基本』ｐ43
起源覚醒 …………………………………………『神魂』ｐ14
基準値 …………………………………………『基本』ｐ148
気絶 ……………………………………………『基本』ｐ179
偽装 ……………………………………………『基本』ｐ155
義体 …………………………………………………『機神』p6
北区 ………………………………………………『四神』ｐ14
キャラクター ……………………………………『基本』ｐ14
教会 …………………………………………………『原初』p9
強襲 ……………………………………………『基本』ｐ179
京都 ………………………………………………『四神』ｐ13
強度 ……………………………………………『基本』ｐ152
協力者 ……………………………………………『基本』ｐ23
極東重工 …………………………………………『機神』p10
距離 ……………………………………………『基本』ｐ167
金鵄衆 ………………………………………………『機神』p8
禁呪 ………………………………………………『機神』p13
近接状態 ………………………………………『基本』ｐ171
近接突破 ………………………………………『基本』ｐ170
草壁家 ……………………………………………『四神』ｐ6
クシミタマ ……………………………『基本』ｐ7、13、26
愚者の黄金 ……………………………『基本』ｐ7、13、26
苦痛 ……………………………………………『基本』ｐ178
供物の極印 ………………………………………『基本』ｐ24
暗闇 ……………………………………………『基本』ｐ178
クリティカル …………………………………『基本』ｐ151
警察庁魅猟課 ………………………………………『原初』p7
系統 ………………………………………………『基本』ｐ78

竹内家 ……………………………………………『四神』ｐ7
祟り神 ……………………………………………『神魂』ｐ6
達成値 …………………………………………『基本』ｐ148
珠輝家 ……………………………………………『四神』ｐ6
魂の契約 …………………………………………『基本』ｐ17
ダメージ ………………………………………『基本』ｐ174
ダメージ減少 …………………………………『基本』ｐ175
ダメージレート ………………………………『基本』ｐ174
タレント ……………………………『基本』ｐ14、44、64
団壱市 ………………………………………………『時空』p9
探索 ……………………………………………『基本』ｐ156
断片 ………………………………………『基本』ｐ13、16
知識 ……………………………………………『基本』ｐ156
知性 ………………………………………………『基本』ｐ43
窒息 ……………………………………………『基本』ｐ190
知名度 ……………………………………………『機神』p19
超過霊力 ………………………………………『基本』ｐ158
超常環境防護課程 …………………………………『原初』p7
超常現象 …………………………………………『基本』ｐ24
超常事件 …………………………………………『基本』ｐ13
超常存在 …………………………………『基本』ｐ13、16
挑戦 ………………………………………………『神魂』ｐ10
諜報 ……………………………………………『基本』ｐ157
直感 ……………………………………………『基本』ｐ157
追跡 ……………………………………………『基本』ｐ155
通路 ………………………………………………『神魂』ｐ8
土御門家 …………………………………………『四神』ｐ6
ディバイントーカー ……………………………『神魂』ｐ36
適応進化 …………………………………………『基本』ｐ76
抵抗 ………………………………………………『基本』ｐ43
デジタルソーサラー …………………………『基本』ｐ100
手番 ……………………………………………『基本』ｐ162
伝承による異能 …………………………………『神魂』ｐ26
転倒 ……………………………………………『基本』ｐ178
東京大結界 ………………………………………『原初』p12
登場判定 ………………………………………『基本』ｐ183
統率 ……………………………………………『基本』ｐ156
登攀 ……………………………………………『基本』ｐ155
時の楔 ………………………………………………『時空』p4
特異点 ………………………………………………『時空』p5
特殊義体 …………………………………………『機神』p32
特殊攻撃 ………………………………………『基本』ｐ172
特徴 ………………………………………………『基本』ｐ14
特定権限 …………………………………………『機神』p42
特別捜査官 ………………………………………『機神』p41
とどめを刺す …………………………………『基本』ｐ190
ドラゴンキャリア ………………………………『基本』ｐ84
トリプルオー ………………………………………『原初』p8
中京区 ……………………………………………『四神』ｐ14
肉弾武器 ………………………………………『基本』ｐ106
西京区 ……………………………………………『四神』ｐ16
人間 ………………………………………………『基本』ｐ76
能動側 …………………………『基本』ｐ151、『四神』ｐ5
パーソナリティ ………………………………『基本』ｐ141
秦家 …………………………『四神』ｐ6、『原初』p12、99
八部衆 ……………………………………………『基本』ｐ28
発動 ………………………『基本』ｐ43、『機神』p19、24
破滅の具現 ………………………………『基本』ｐ13、18
判定 ……………………………………………『基本』ｐ148
ハンドアウト …………………………『基本』ｐ200、234
半妖 ………………………………………………『基本』ｐ72
東山区 ……………………………………………『四神』ｐ15
飛行 ……………………………………………『基本』ｐ179
久代市 ……………………………………………『基本』ｐ35
百鬼夜行 …………………………………………『四神』ｐ9
評価 ……………………………………………『基本』ｐ155
敏捷 ………………………………………………『基本』ｐ43
ファンブル ……………………………………『基本』ｐ151
部位 ……………………………………………『基本』ｐ109
不完全体 ……………………………………『原初』p12、99
武器 ……………………………………………『基本』ｐ106
武器攻撃 …………………………………『基本』ｐ14、170
副能力値 …………………………………………『基本』ｐ43
伏見区 ……………………………………………『四神』ｐ16
物D ………………………………………………『基本』ｐ43
物理攻撃 ………………………………………『基本』ｐ172
不動 ……………………………………………『基本』ｐ179
ブラックイーグルグループ ……………………『機神』p12
フリーランス ……………………………………『基本』ｐ28
米国中央調査局 ……………………………………『原初』p7
米国連邦調査局 ……………………………………『原初』p7
黒龍 ………………………………………………『機神』p13
防御行動 ………………………………………『基本』ｐ172
防具 ……………………………………………『基本』ｐ106
封神 ………………………………………………『基本』ｐ68
封神の記憶 ………………………………………『基本』ｐ68
法則障害 ………………………『基本』ｐ187、201、203
宝物 ………………………………………………『神魂』ｐ6
魔境 …………………………………………『神魂』ｐ6、59
魔境イベント ……………………………………『神魂』ｐ9
魔境化 ……………………………………………『基本』ｐ20
魔境シート …………………………………『神魂』ｐ8、12
魔境討伐 ……………………………………『神魂』ｐ8、59
魔境マップ ………………………………………『神魂』ｐ59
魔境臨界 …………………………………………『神魂』ｐ9
魔術結社連盟 ……………………………………『基本』ｐ28
魔術結社 …………………………………………『原初』p10
魔術師 ……………………………………………『基本』ｐ74
魔術の家系 ………………………………………『基本』ｐ74

契約獣 ……………………………………………『神魂』ｐ6
契約神獣 ……………………………………『神魂』ｐ6、13
ゲームマスター …………………………『基本』ｐ14、192
結界 ……………………………………………『基本』ｐ175
血統者 ……………………………………………『神魂』ｐ4
見聞 ………………………………………………『機神』p41
見聞 ………………………………………………『機神』p41
行為 ……………………………………………『基本』ｐ154
幸運 ………………………………………………『基本』ｐ43
攻撃行動 ………………………………………『基本』ｐ172
交渉 ……………………………………………『基本』ｐ156
行動 ……………………………………『基本』ｐ162、165
行動者 …………………………………………『基本』ｐ162
行動終了 ………………………………………『基本』ｐ162
行動値 ……………………………………………『基本』ｐ43
光蓮宗 ……………………………………………『四神』ｐ8
G（ゴールド） ……………………………………『基本』ｐ14
小鍛冶衆 …………………………………………『四神』ｐ9
コスト ……………………………………『基本』ｐ14、65
ゴッドハンド ……………………………………『神魂』ｐ28
コネクション …………………………………『基本』ｐ143
コントラクター …………………………………『神魂』ｐ32
シーン ………………………………… 『基本』ｐ182,235
西園寺興信所 ……………………………………『機神』p11
サイズ …………………………………『基本』ｐ170、215
サイボーグ …………………………………『機神』p6、32
サキミタマ ………………………………『四神』ｐ12、30
左京区 ……………………………………………『四神』ｐ13
察知 ……………………………………………『基本』ｐ156
三賢者 ……………………………………………『基本』ｐ28
シーンテンプレート ……………………………『機神』p65
時間跳躍 ……………………………………………『時空』p4
識別 ……………………………………………『基本』ｐ156
時空影響 ……………………………………………『時空』p6
時空改竄者 …………………………………………『時空』p7
四神の護り手 ……………………………………『四神』ｐ9
シナリオ ………………………………………『基本』ｐ234
死亡 ……………………………………………『基本』ｐ179
下京区 ……………………………………………『四神』ｐ14
射撃武器 ………………………………………『基本』ｐ106
邪神密教団 ………………………『機神』p11、『混沌』p63
遮蔽 ……………………………………………『基本』ｐ179
修正力 ………………………………………………『時空』p5
獣魔 ………………………………………………『機神』p10
守護神召喚の法 …………………………………『四神』ｐ10
種族 ………………………………………『基本』ｐ14、67
受動側 …………………………………………『基本』ｐ151
主能力値 …………………………………………『基本』ｐ43
障害物 …………………………………………『基本』ｐ190
小規模な超常事件 ……………………………『混沌』p112
称号 ………………………………………『基本』ｐ14、78
状態変化 …………………………………『基本』ｐ14、178
消耗 ……………………………………………『基本』ｐ107
常備 ……………………………………………『基本』ｐ107
情報 …………………………………… 『基本』ｐ199,235
使用霊力 ………………………………………『基本』ｐ158
初期霊力 ………………………………………『基本』ｐ158
所持 ……………………………………………『基本』ｐ106
神域 …………………………『四神』ｐ11、72、『原初』p9
神威の瞳 …………………………………………『機神』p34
神化の誓約 ………………………………『基本』ｐ13、18
神成神器 …………………………………………『基本』ｐ27
神仙凶手 …………………………………………『機神』p13
真相 …………………………………… 『基本』ｐ199,235
人造神器 …………………… 『基本』ｐ6、13、20、106
新大陸 …………………………『原初』p4、『神魂』ｐ5、15
神通力 ……………………………………………『神魂』ｐ24
人民解放軍総三二部 ………………………………『原初』p8
神名 …………………………… 『基本』ｐ21、112、144
神霊 …………………………………………『神魂』ｐ5、24
水泳 ……………………………………………『基本』ｐ154
朱雀学園新選組 …………………………………『四神』ｐ8
住塚製薬 ……………………………『機神』p12、『原初』p9
制限 ……………………………………………『基本』ｐ108
精神 ………………………………………………『基本』ｐ43
聖堂騎士団 ………………………………………『基本』ｐ28
生命力 ……………………………………………『基本』ｐ43
世界干渉LV ……………………『基本』ｐ14、62、189
セッション ………………………………『基本』ｐ14、181
潜在特性 ………………………………………『基本』ｐ160
戦闘移動 ………………………………………『基本』ｐ169
戦闘地帯 ………………………………………『基本』ｐ163
戦闘不能 ………………………………………『基本』ｐ179
全力移動 ………………………………………『基本』ｐ169
装甲 ……………………………………………『基本』ｐ175
装飾 ……………………………………………『基本』ｐ107
装備 ……………………………………………『基本』ｐ106
属性 ……………………………………………『基本』ｐ177
素材合成 ………………………………………『基本』ｐ111
ダークハンター …………………………………『基本』ｐ88
ターン ………………………… 『基本』ｐ14、162、164
対決 ……………………………………………『基本』ｐ151
対象 ……………………………『基本』ｐ168、『四神』ｐ4
耐性 ……………………………………………『基本』ｐ154
タイプ ……………………………………………『基本』ｐ78
退魔師協会 ………………………………………『基本』ｐ28
タイミング ………………………………『基本』ｐ14、166
タイムウィザード ………………………………『原初』p36
体力 ………………………………………………『基本』ｐ43

総合索引



混じり神 …………………………………………『神魂』ｐ4
マスターシーン ………………………………『基本』ｐ184
魔D ………………………………………………『基本』ｐ43
魔導書 ……………………………………………『混沌』p64
麻痺 ……………………………………………『基本』ｐ178
魔法攻撃 ………………………………………『基本』ｐ172
魔法武器 ………………………………………『基本』ｐ106
マレビト ……………………………………………『機神』p5
未行動 …………………………………………『基本』ｐ162
御剣家 ……………………………………………『四神』ｐ5
未登場 …………………………………………『基本』ｐ183
南区 ………………………………………………『四神』ｐ15
魅了 ……………………………………………『基本』ｐ156
命中 ………………………………………………『基本』ｐ43
モイラ ………………………………………………『時空』p7
モイライ ……………………………………………『時空』p5
猛毒 ……………………………………………『基本』ｐ178
目標値 ………………………………… 『基本』ｐ148,150
モサド ……………………………『原初』→以国諜報特務庁
モノノケ …………………………『基本』ｐ13、20、214
夜魔 ………………………………………………『基本』ｐ70
山科区 ……………………………………………『四神』ｐ15
夜魔の末裔 ………………………………………『基本』ｐ70
傭兵の勘 …………………………………………『機神』p42
用法 ……………………………………………『基本』ｐ108
妖魔の血 …………………………………………『基本』ｐ72
羅生門 ……………………………………………『四神』ｐ22
ランク …………………………………………『基本』ｐ175
離脱 ……………………………………………『基本』ｐ169
リミット …………………………………………『神魂』ｐ9
竜王 ………………………………………………『神魂』ｐ22
竜の血脈 …………………………………………『神魂』ｐ22
裏洛中 ……………………………………………『四神』ｐ11
霊威 ………………………………………………『基本』ｐ24
霊威端子 ……………………………………………『機神』p4
礼儀 ……………………………………………『基本』ｐ156
霊肉 ………………………………………………『基本』ｐ24
霊脈 ………………………………………『基本』ｐ13、26
霊紋 ……………………………………『基本』ｐ7、13、24
霊紋燃焼 …………………………『基本』ｐ14、20、160
霊力 …………………………『基本』ｐ13、16、14、158
霊力結界 …………………… 『基本』ｐ7、14、24、160
霊力操作 ………………………………………『基本』ｐ158
レガシーユーザー ………………………………『原初』p32
レジオン ……………………………………『原初』p28、69
煉獄の夜 …………………………………『基本』ｐ14、22
連盟 ………………………………………………『原初』p10
ローゼンスカル …………………………………『機神』p13
ロール …………………………………………『基本』ｐ148
露国連邦保安庁 ……………………………………『原初』p8
分霊 …………………………………………………『原初』p9

ＮＰＣ
芦屋閏 ……………………………………………『四神』ｐ19
東影洋 ……………………………………………『原初』p13
アトロポス ………………………………………『時空』p14
荒川翔 ……………………………………………『基本』ｐ32
アンジェリーク・ダルク ………………………『原初』p14
石井始 ……………………………………………『機神』p16
磯田沙耶 …………………………………………『四神』ｐ22
一之瀬完二 …………………………………『熾火』p21、27
卜部正人 …………………………………『基本』ｐ28、30
エドワード・A・ブラックイーグル …………『基本』ｐ33
エルアザール・ダヤン …………………………『原初』p17
エレナ・ベレフスカヤ …………………………『機神』p15
ガートルード・マスグレイブ …………………『基本』ｐ34
カイン・ウィルアムスン ………………………『原初』p15
鏡部瀧 ……………………………………………『四神』ｐ18
郭緑汀 ……………………………………………『原初』p18
鹿島麻衣 ……………………………………『熾火』p22、27
神谷遼子 …………………………………………『基本』ｐ31
伽室木しろ ………………………………………『四神』ｐ21
カヤ …………………………………………『熾火』p22、26
キザイア・メイスン ……………………………『機神』p15
木崎宗次郎 ………………………………………『四神』ｐ22
キャロル・アーミテイジ ………………………『基本』ｐ31
草壁千鶴 …………………………………………『四神』ｐ19
草壁御世 …………………………………………『基本』ｐ34
黒衣菊理 …………………………………………『基本』ｐ30
クロートー ………………………………………『時空』p14
黒のアリス …………………………………『熾火』p21、26
黒山羊姫 …………………………………………『基本』ｐ32
黄龍 ………………………………………………『四神』ｐ21
コーデリア・A・ブラックイーグル …………『基本』ｐ33
コッペリア ………………………………………『機神』p15
コノハナサクヤ …………………………………『基本』ｐ32
近藤勇 ……………………………………………『四神』ｐ20
西園寺桐子 ………………………………………『基本』ｐ30
斉藤次郎 …………………………………………『原初』p13
斉藤新月 …………………………………………『原初』p13
三条法政 …………………………………………『四神』ｐ21
シー・ギフト ……………………………………『原初』p17
ジェイク・スミス ………………………………『原初』p15
ジェラール・スパーダ ……… 『基本』ｐ28、『原初』p14
ジャスティス・フリーマン ……………………『原初』p14
シャルル・ダーレス ……………………………『基本』ｐ29
新堂勝猛 …………………………………………『基本』ｐ33

魔法研究者 ………………………………………『機神』p43
魔法犯罪者 ………………………………………『機神』p43
守り神 ……………………………………………『神魂』ｐ45
名士 ……………………………………………『基本』ｐ139
ヤクザ ……………………『神魂』ｐ44、『R&R』Vol.110
優等生 …………………………………………『基本』ｐ137
妖怪 ………………………………………………『四神』ｐ32
傭兵 ………………………………………………『機神』p42
竜殺し ……………………………………………『機神』p43
霊能者 …………………………………………『基本』ｐ138

表の職業の特徴
医術 ……………………………………………『基本』ｐ139
意志力 …………………………………………『基本』ｐ138
異能の戦術眼 ……………………………………『神魂』ｐ46
運転技術 …………………『神魂』ｐ44、『R&R』Vol.110
永劫存在 …………………………………………『神魂』ｐ45
恐るべき戦士 ……………………………………『機神』p43
想いの神威 ………………………………………『四神』p32
怪物の証 …………………………………………『神魂』ｐ46
架空存在 …………………………………………『神魂』ｐ45
架空の異能 ………………………………………『神魂』ｐ45
学校情報 ………………………………………『基本』ｐ138
カリスマ …………………………………………『神魂』ｐ46
鑑識眼 ……………………『神魂』ｐ44、『R&R』Vol.110
聞き込み ………………………………………『基本』ｐ138
業界のコネ ……………………………………『基本』ｐ140
業務遂行 …………………………………………『機神』p42
禁断の知識 ………………………………………『機神』p43
刑事の勘 ………………………………………『基本』ｐ138
芸能 ……………………………………………『基本』ｐ140
権力行使 ………………………………………『基本』ｐ140
高位存在 …………………………………………『神魂』ｐ45
持久力 …………………………………………『基本』ｐ137
周辺把握 …………………『神魂』ｐ44、『R&R』Vol.110
趣味の派生 ………………『神魂』ｐ44、『R&R』Vol.110
瞬発力 …………………………………………『基本』ｐ139
神威放魂 …………………………………………『四神』p32
信仰の供物 ………………………………………『神魂』ｐ45
信頼 ……………………………………………『基本』ｐ139
精密作業 ………………………………………『基本』ｐ140
戦闘経験 …………………………………………『機神』p41
専門知識 ………………………………………『基本』ｐ140
創造力 …………………………………………『基本』ｐ138
大力勇猛 …………………………………………『神魂』ｐ46
地位 ……………………………………………『基本』ｐ139
調査 ……………………………………………『基本』ｐ137
超自然存在 ………………………………………『四神』p32
帝王学 …………………………………………『基本』ｐ139
逃亡の術 …………………『神魂』ｐ44、『R&R』Vol.110
特殊訓練 ………………………『基本』ｐ137、『機神』p41
特級討伐者 ………………………………………『機神』p43
ヌシの加護 ………………………………………『四神』p32
非合法 ……………………『神魂』ｐ44、『R&R』Vol.110
秘書 ……………………………………………『基本』ｐ139
品行方正 ………………………………………『基本』ｐ137
不良の心得 ……………………………………『基本』ｐ137
冒険 ………………………………………………『機神』p43
本領発揮 …………………………………………『四神』p32
魔導の英知 ………………………………………『神魂』ｐ46
魔法研究 …………………………………………『機神』p43
霊能力 …………………………………………『基本』ｐ138

タレント
アーセナルシステム ……………………………『熾火』p12
アーツスタグネイト ……………………………『原初』p39
アーマーペースト ……………………………『基本』ｐ101
合気 ………………………………………………『四神』ｐ47
亜空間跳躍 …………………………………………『熾火』p7
悪運 ……………………………………………『邪神2』p261
悪運の持ち主 ……………………………………『四神』ｐ33
アクセルドメイン ……………………………『基本』ｐ101
アクセルモード …………………………………『熾火』p12
アサルトモジュール …………………………『基本』ｐ100
阿修羅の腕 …………………『原初』p30、『R&R』Vol.121
アッシャーアクセル …………………………『基本』ｐ100
アップストリーム ………………………………『原初』p39
アブソリュートガード …………………………『原初』p41
溢れる霊力 ………………………………………『機神』p36
荒ぶる神威 ………………………………………『熾火』p10
亜流式 ……………………………………………『基本』ｐ83
アルティメットフォーム ………………………『基本』ｐ87
暗具 ………………………………………………『基本』ｐ88
アンダーマイン …………………………………『四神』ｐ40
アンチマジックシェル ………………………『基本』ｐ105
安定走破 ………………………………………『邪神2』p261
威圧の霊威 ………………………………………『熾火』p11
イサーパワー ……………………………………『基本』ｐ93
イェツィラーメソッド ………………………『基本』ｐ101
異界戦技 …………………………………………『機神』p36
異界特性 …………………………………………『機神』p37
異界魔法 …………………………………………『機神』p36
偉業回想 …………………………………………『神魂』ｐ27
異常回復 ……………………『機神』p39、『R&R』Vol.114
痛みに強い ………………………………………『基本』ｐ79

真羅羯磨 …………………………………………『四神』ｐ20
スージー・デ・ランチェスター ………………『原初』p17
小鳥遊由比 …………………………………『熾火』p21、27
竹内城太郎 ………………………………………『基本』ｐ34
竹内三樹麿 ………………………………………『四神』ｐ20
珠輝瞳安 …………………………………………『四神』ｐ18
鈕座涼音 …………………………………………『四神』ｐ22
九十九奈々 …………………………………『熾火』p21、27
土御門天印 ………………………………………『四神』ｐ19
デビット・リー …………………………………『原初』p17
テレサ・カラス …………………………………『基本』ｐ29
ド・ガイタ三世 …………………………………『機神』p16
董武政 ……………………………………………『原初』p18
百目鬼要 …………………………………………『機神』p14
兎子尾真二 ………………………………………『四神』ｐ20
灯快子 ……………………………………………『原初』p14
トラキチ ……………………………………『熾火』p22、27
トラタ ………………………………………『熾火』p22、27
内藤竜一 …………………………………………『機神』p16
ニキータ・V・ゼルゲーエフ …………………『原初』p16
鵺比売 ……………………………………………『四神』ｐ21
ハウリング・ウルフ ……………………………『原初』p16
秦鬼道 ……………………………………………『四神』ｐ19
ハリー・S・ジョーンズ ………………………『原初』p15
ハンニバル・バルカ ……………………………『基本』ｐ31
普神彰人 …………………………………………『機神』p16
渕一臣 ……………………………………………『原初』p18
渕円 ………………………………………………『機神』p15
マイケル・ブロックヘッズ ……………………『原初』p15
真庭零児 …………………………………………『基本』ｐ31
御剣彩音 …………………………………………『基本』ｐ29
御剣伊沙奈 …………………………………『熾火』p20、26
御剣槐 ………………………………………『熾火』p20、26
御剣宗司 …………………………………………『基本』ｐ34
御剣相馬 …………………………………………『四神』ｐ18
睦月達雄 …………………………………………『基本』ｐ30
メフィスト・フェレス …………………………『基本』ｐ32
もうひとりの自分 …………………………『熾火』p20、26
夜明和弥 …………………………………………『機神』p14
四十七代目 ………………………………………『基本』ｐ33
ラケシス …………………………………………『時空』p14
ララ・ホーエンハイム …………………………『機神』p14
リディア・リスコーヴァ ………………………『原初』p16
ルツ・シャーロム ………………………………『原初』p18
レオニー・ホーエンハイム ……………………『原初』p16

表の職業
アスリート ……………………………………『基本』ｐ139
医師 ……………………………………………『基本』ｐ139
一般学生 ………………………………………『基本』ｐ137
英雄 ………………………………………………『神魂』ｐ46
エージェント …………………………………『基本』ｐ137
怪物 ………………………………………………『神魂』ｐ46
学生エージェント ………………………………『機神』p41
カメラマン ………………………………………『機神』p41
官僚 ………………………………………………『機神』p42
企業工作員 ………………………………………『機神』p42
教師 ……………………………………………『基本』ｐ138
教授 ………………………『神魂』ｐ44、『R&R』Vol.110
軍神 ………………………………………………『神魂』ｐ46
軍人 ………………………………………………『機神』p41
刑事 ……………………………………………『基本』ｐ138
芸能人 …………………………………………『基本』ｐ140
化身 ………………………………………………『神魂』ｐ45
研究者 …………………………………………『基本』ｐ140
作家 ……………………………………………『基本』ｐ138
サラリーマン …………………………………『基本』ｐ140
実業家 …………………………………………『基本』ｐ139
執事 ………………………………………………『機神』p42
指導者 ……………………………………………『神魂』ｐ46
ジャーナリスト ………………………………『基本』ｐ138
宗教家 …………………………………………『基本』ｐ138
守護神 ……………………………………………『神魂』ｐ45
守護霊 ……………………………………………『四神』ｐ32
使用人 ……………………………………………『機神』p42
職人 ……………………………………………『基本』ｐ140
神使 ………………………………………………『四神』ｐ32
政治家 …………………………………………『基本』ｐ140
精霊 ………………………………………………『四神』ｐ32
捜査官 ……………………………………………『機神』p41
組織幹部 …………………………………………『機神』p42
大魔術師 …………………………………………『神魂』ｐ46
大妖怪 ……………………………………………『神魂』ｐ45
探偵 ……………………………………………『基本』ｐ137
超戦士 ……………………………………………『機神』p43
付喪神 ……………………………………………『四神』ｐ32
ディレッタント …………『神魂』ｐ44、『R&R』Vol.110
逃亡者 ……………………『神魂』ｐ44、『R&R』Vol.110
特別捜査官 ………………………………………『機神』p41
土地神 ……………………………………………『神魂』ｐ45
ドライバー ………………『神魂』ｐ44、『R&R』Vol.110
富豪 ……………………………………………『基本』ｐ139
フリーライター …………………………………『機神』p41
不良学生 ………………………………………『基本』ｐ137
弁護士 …………………………………………『基本』ｐ139
冒険者 ……………………………………………『機神』p43
ボディガード ……………『神魂』ｐ44、『R&R』Vol.110



一意専心 ……………………『熾火』p8、『R&R』Vol.129
一喝 ………………………………………………『神魂』ｐ36
一瞬の光明 ………………………………………『基本』ｐ76
一斉突撃 …………………………………………『四神』ｐ53
一閃 ………………………………………………『基本』ｐ81
移動魔術 …………………………………………『四神』ｐ43
異能加護 …………………………………………『熾火』p14
異能感覚 ……………………『熾火』p8、『R&R』Vol.129
異能色覚 ……………………………………………『熾火』p8
異能疾駆 …………………………………………『神魂』ｐ32
異能心法 …………………………………………『基本』ｐ82
異能戦闘 …………………………………………『基本』ｐ71
異能耐性 …………………………………………『神魂』ｐ26
異能耐性強化 ……………………………………『神魂』ｐ27
異能の瞳術 ………………………………………『基本』ｐ69
異能の肉体 ………………………………………『熾火』p11
忌まわしき血脈 …………………………………『基本』ｐ69
威力吸引 …………………………………………『神魂』ｐ33
陰式 ………………………………………………『基本』ｐ82
インタラプト ……………………………………『基本』ｐ92
保食神 ……………………………………………『神魂』ｐ25
空蝉 ………………………………………………『基本』ｐ91
裏奥義 ……………………………………………『四神』ｐ34
運命干渉 …………………………………………『基本』ｐ73
影技応用 …………………………………………『基本』ｐ91
影技強襲 …………………………………………『四神』ｐ39
影技深奥 …………………………………………『基本』ｐ90
影技増幅 …………………………………………『基本』ｐ91
影撃 ………………………………………………『基本』ｐ88
永劫の神器 ………………………………………『四神』ｐ55
英魂の一撃 ………………………………………『神魂』ｐ26
英魂秘奥 …………………………………………『熾火』p11
影殺閃 ……………………………………………『基本』ｐ90
影刃疾走 …………………………………………『四神』ｐ39
エキスパンション ………………………………『基本』ｐ94
鋭閃 ………………………………………………『基本』ｐ83
影走自在 …………………………………………『基本』ｐ90
影走充填 …………………………………………『四神』ｐ38
影走熟練 …………………………………………『基本』ｐ90
鋭の一撃 …………………………………………『基本』ｐ68
影滅秘奥 …………………………………………『基本』ｐ90
影門吸収 …………………………………………『四神』ｐ39
影門交差 …………………………………………『基本』ｐ91
影門疾駆 …………………………………………『基本』ｐ91
影門刹那 …………………………………………『四神』ｐ39
影門治癒 …………………………………………『基本』ｐ89
影門跳躍 …………………………………………『基本』ｐ89
影門転移 …………………………………………『基本』ｐ89
影門倒技 …………………………………………『四神』ｐ39
影門霊力 …………………………………………『基本』ｐ89
英雄突撃 …………………………………………『神魂』ｐ34
エーテルチャンク ………………………………『四神』ｐ45
エーテルマクロ …………………………………『四神』ｐ45
エクシードアクセル ……………………………『原初』p38
エクスキューション ……………………………『原初』p41
エクステンド ……………『神魂』ｐ40、『R&R』Vol.110
エクステンドコード …………………………『基本』ｐ100
エクストリームラン ……………………………『機神』p33
エクスプロージョン ……………………………『四神』ｐ41
エセリアルシールド ……………………………『基本』ｐ87
エフェクトコアダンプ ………………………『基本』ｐ102
選ばれし者 ………………………………………『機神』p37
エレメントウェイレイ …………………………『四神』ｐ40
エレメントエンド ………………………………『四神』ｐ40
エレメントガーブ ………………………………『基本』ｐ93
エレメントカウンター …………………………『基本』ｐ95
エレメントサポート ……………………………『基本』ｐ94
エレメントジャミング …………………………『四神』ｐ41
エレメントチャージ ……………………………『基本』ｐ95
エレメントバースト ……………………………『基本』ｐ92
エレメントバイパー ……………………………『基本』ｐ94
エレメントフォース ……………………………『四神』ｐ41
エレメントフューリー …………………………『四神』ｐ40
エレメントブラスト ……………………………『基本』ｐ94
エレメントフレア ………………………………『四神』ｐ40
エレメントブレイク ……………………………『基本』ｐ94
エレメントマスター ……………………………『基本』ｐ94
エレメントロンド ………………………………『基本』ｐ95
遠距離狙撃 ………………………………………『四神』ｐ52
奥義到達者 ………………………………………『原初』p40
黄金招来 …………………………………………『基本』ｐ72
オーバークロック ………………………………『四神』ｐ45
オーバーライド ………………………………『基本』ｐ100
オーバーラップ …………………………………『基本』ｐ94
恐るべき騎手 ……………………………………『四神』ｐ48
恐るべき達人 …………………………………『基本』ｐ105
オブスタクル ……………………………………『四神』ｐ41
オリジナルドメイン …………………………『基本』ｐ103
オリジンパワー …………………………………『基本』ｐ94
陰陽進退 …………………………………………『四神』ｐ34
ガードルーチン　 ………………………………『四神』ｐ45
ガイザー …………………………………………『基本』ｐ93
解呪牽引 ……………………………………………『熾火』p6
解呪牽引 ……………………………………『R&R』Vol.129
快進撃 ……………………………………………『神魂』ｐ34
鎧装賛歌 …………………………………………『神魂』ｐ37
海内無双 …………………………………………『四神』ｐ35
怪蟲召喚 …………………………………………『四神』ｐ49
回避強化 ………………………………………『基本』ｐ104

クリスタルアタック ……………………………『四神』ｐ37
クリスタルエンハンス …………………………『基本』ｐ87
クリスタルエンフォーサー ……………………『基本』ｐ86
クリスタルガード ………………………………『基本』ｐ85
クリスタルカウンター …………………………『四神』ｐ37
クリスタルシュート ……………………………『基本』ｐ85
クリスタルスマッシャー ………………………『基本』ｐ86
クリスタルディバイダー ………………………『基本』ｐ85
クリスタルトーチカ ……………………………『基本』ｐ87
グレートキャスター …………………………『基本』ｐ105
クロックアクション ……………………………『原初』p38
クロックエイム …………………………………『四神』ｐ56
クロックシステム ……………………………『基本』ｐ101
クロックスピン …………………………………『四神』ｐ36
クロックチャージ ………………………………『四神』ｐ56
クロックリムーブ ………………………………『四神』ｐ56
原初インタラプト　 ……………………………『四神』ｐ56
原初スラッシュ …………………………………『原初』p36
原初トレイター …………………………………『原初』p36
原初ブースト ……………………………………『四神』ｐ56
原初ブラスト ……………………………………『原初』p36
傾国の美貌 ………………………………………『神魂』ｐ22
形態超越 …………………………………………『機神』p37
契約召喚 …………………………………………『神魂』ｐ33
逆鱗具現 ……………………………………………『熾火』p9
結晶強化 …………………………………………『基本』ｐ87
結晶進化 …………………………………………『四神』ｐ37
結晶装着 …………………………………………『基本』ｐ85
結晶秘技 …………………………………………『四神』ｐ37
結晶変身 …………………………………………『基本』ｐ84
決闘聖句 …………………………………………『原初』p43
決闘聖句 ……………………………………………『熾火』p7
決闘聖句 ……………………………………『R&R』Vol.129
血統の祖神 ………………………………………『四神』ｐ31
血風の王 …………………………………………『基本』ｐ70
解毒の神宝 ………………………………………『四神』ｐ55
気配消失 …………………………………………『神魂』ｐ26
牽引移動 …………………………………………『四神』ｐ48
幻影閃 ……………………………………………『原初』p32
拳器一体 …………………………………………『神魂』ｐ30
乾坤一擲 …………………………………………『四神』ｐ34
幻獣召喚 …………………………………………『神魂』ｐ35
現世との絆 ……………………………………『邪神』p258
幻想具現 …………………………………………『基本』ｐ98
堅忍不抜 …………………………………………『四神』ｐ35
幻惑の邪視 …………………………………『R&R』Vol.114
幻惑分身 …………………………………………『四神』ｐ38
幻惑魔術 …………………………………………『四神』ｐ42
高位位階 …………………………………………『四神』ｐ43
高位状態耐性 ……………『神魂』ｐ40、『R&R』Vol.110
高位治癒 …………………………………………『基本』ｐ97
高位の神使 ………………………………………『熾火』p10
幸運の導き ………………………………………『原初』p43
光学迷彩 …………………………………………『熾火』p12
効果霧散 …………………………………………『原初』p35
好機招来 …………………………………………『基本』ｐ72
光輝治癒 …………………………………………『基本』ｐ99
攻撃能力増強 ……………………………………『神魂』ｐ35
攻撃魔術 …………………………………………『基本』ｐ74
攻撃魔術の達人 …………………………………『基本』ｐ98
交差援護 …………………………………………『基本』ｐ88
交差の一瞬 ………………………………………『四神』ｐ48
高次元再生 ………………………………………『機神』p37
高出力器官 ………………………………………『機神』p32
高性能霊力機関 …………………………………『機神』p33
高速換装 ………………………………………『邪神』p259
高度なフェイント ………………………………『基本』ｐ77
攻防一体 ……………………『原初』p31、『R&R』Vol.121
光明神言 …………………………………………『四神』ｐ50
剛雷震 ……………………………………………『神魂』ｐ30
虚空撃 ……………………………………………『機神』p37
言魂の真髄 ………………………………………『神魂』ｐ38
言魂祓い …………………………………………『神魂』ｐ38
後之先 ……………………………………………『四神』ｐ46
護法結界 ……………………『熾火』p6、『R&R』Vol.129
固有大魔術 ………………………………………『四神』ｐ33
古流式 ……………………………………………『基本』ｐ81
根源の一端 ………………………………………『四神』ｐ43
コンセントレイト ………………………………『基本』ｐ92
魂魄剥奪 ……………………『熾火』p5、『R&R』Vol.129
コンバットモジュール ………………………『基本』ｐ100
祭器一式 …………………………………………『原初』p35
最後の切り札 ………………『原初』p30、『R&R』Vol.121
サイバーダイブ …………………………………『機神』p32
サイバーロード …………………………………『四神』ｐ44
催眠瞳術 ……………………『機神』p34、『R&R』Vol.114
炸裂魔術 …………………………………………『基本』ｐ98
幸神の眷族 ………………………………………『基本』ｐ73
幸呼び ……………………………………………『基本』ｐ73
殺技深奥 …………………………………………『基本』ｐ82
殺法 ………………………………………………『基本』ｐ82
殺戮戦技 ……………………『原初』p30、『R&R』Vol.121
サポートプログラム …………………………『基本』ｐ102
散開指令 ……………………『原初』p29、『R&R』Vol.121
残光技 ……………………………………………『基本』ｐ81
死角追撃 …………………………………………『基本』ｐ90
死角連撃 …………………………………………『神魂』ｐ31
次元の抜け穴 ……………………………………『基本』ｐ72
自己修復 ……………………『機神』p38、『R&R』Vol.114

快癒の言変 ………………………………………『神魂』ｐ39
快癒の祝詞 ………………………………………『神魂』ｐ39
怪力移動 ……………………………………………『熾火』p5
怪力移動 ……………………………………『R&R』Vol.129
怪力無双 …………………………………………『基本』ｐ68
カイロスクラッシュ ……………………………『四神』ｐ57
カイロスコフィン ………………………………『原初』p37
カイロスディクライン …………………………『原初』p39
カイロスディザスター …………………………『原初』p37
カイロスプリッド ………………………………『原初』p37
カイロスムーブ …………………………………『四神』ｐ57
撹乱影技 …………………………………………『四神』ｐ39
化勁 ………………………………………………『神魂』ｐ29
化勁の極み ………………………………………『四神』ｐ47
化勁の達人 ………………………………………『神魂』ｐ31
影重ね ……………………………………………『四神』ｐ38
影砕き ……………………………………………『基本』ｐ88
影喰らい …………………………………………『四神』ｐ38
影縛り ……………………………………………『基本』ｐ91
影疾風 ……………………………………………『基本』ｐ89
影日向 ……………………………………………『基本』ｐ88
影分身 ……………………………………………『基本』ｐ88
影法師 ……………………………………………『基本』ｐ90
影破り ……………………………………………『基本』ｐ91
過去視 ………………………『機神』p35、『R&R』Vol.114
過剰霊威 …………………………………………『機神』p40
歌神装霊 …………………………………………『神魂』ｐ39
カスタムコード ………………………………『基本』ｐ102
加速機能 …………………………………………『機神』p32
加速結晶 …………………………………………『四神』ｐ37
加速呪文 …………………………………………『熾火』p14
加速魔術 …………………………………………『基本』ｐ96
片手武器集中 ……………………………………『原初』p42
片手武器の達人 …………『神魂』ｐ41、『R&R』Vol.110
活法 ………………………………………………『基本』ｐ82
要石 ………………………………………………『神魂』ｐ25
神殺しの力 ………………………………………『原初』p41
歌力結界 …………………………………………『神魂』ｐ37
歌力励起 …………………………………………『神魂』ｐ37
感覚強化 …………………………………………『基本』ｐ97
感覚共有 …………………………………………『神魂』ｐ33
完全遮蔽 ……………………『原初』p29、『R&R』Vol.121
貫通結晶 …………………………………………『基本』ｐ86
看破強化 ………………………………………『基本』ｐ104
記憶混濁 …………………………………………『機神』p36
記憶再現 …………………………………………『原初』p32
機会強化 …………………………………………『基本』ｐ73
機械召喚 …………………………………………『四神』ｐ49
起源印 ……………………………………………『神魂』ｐ36
起源竜の力 ………………………………………『神魂』ｐ23
儀式詠唱 …………………………………………『四神』ｐ42
騎乗戦闘 …………………………………………『神魂』ｐ34
騎乗特性 …………………………………………『神魂』ｐ27
機転戦術 …………………………………………『四神』ｐ52
軌道看破 ……………………『機神』p34、『R&R』Vol.114
虐殺機能 …………………………………………『機神』p33
キュアプログラム ……………………………『基本』ｐ101
究極密儀 …………………………………………『四神』ｐ43
九死に一生 ………………………………………『原初』p40
急所透視 …………………………………………『熾火』p13
急所狙い ……………………『原初』p28、『R&R』Vol.121
脅威の生命力 ……………………………………『神魂』ｐ43
強化反射神経 ……………………………………『熾火』p12
強化法力 …………………………………………『熾火』p14
共感覚 ………………………………………………『熾火』p8
共感殺傷 …………………………………………『基本』ｐ96
共感成長 …………………………………………『神魂』ｐ35
強襲援護 ……………………『原初』p31、『R&R』Vol.121
強制共有 …………………………………………『神魂』ｐ35
狂戦士 ……………………………………………『熾火』p11
凶兆観測 ……………………………………………『熾火』p7
強力な妖気 ………………………………………『機神』p40
極鎧功 ……………………………………………『神魂』ｐ31
極限改造 …………………………………………『熾火』p12
極限体術 ……………………………………………『熾火』p8
極大射程 …………………………………………『四神』ｐ52
極大秘奥 …………………………………………『機神』p37
巨大 ………………………………………………『四神』ｐ30
虚脱の邪視 ………………………………………『熾火』p13
拠点創造 …………………………………………『神魂』ｐ26
斬術 ………………………………………………『四神』ｐ38
キリングコード ………………………………『基本』ｐ102
機を見るに敏 ……………………………………『四神』ｐ33
禁忌絶唱 …………………………………………『四神』ｐ51
禁忌の言変 ………………………………………『神魂』ｐ38
金鵄の瞳 …………………………………………『原初』p43
金城湯池 …………………………………………『基本』ｐ83
禁断の知識 ………………………………………『機神』p36
クアドラプルアリア ……………………………『原初』p38
空間移動 ……………………『機神』p38、『R&R』Vol.114
空転移動 …………………………………………『四神』ｐ38
空転反撃 …………………………………………『四神』ｐ35
区画崩壊 ……………………『原初』p31、『R&R』Vol.121
具現印 ……………………………………………『神魂』ｐ36
具現強化 …………………………………………『機神』p40
具現呪法 …………………………………………『四神』ｐ50
具現の波動 ………………………………………『神魂』ｐ43
グライディング …………………………………『四神』ｐ41
クラックキャスト ……………………………『基本』ｐ103



自己領域 …………………………………………『神魂』ｐ27
自在操縦 …………………………………………『四神』ｐ48
死殺影技 …………………………………………『基本』ｐ90
死殺秘奥 …………………………………………『四神』ｐ38
死線の魔眼 …………………………………『R&R』Vol.114
疾風撃 ……………………………………………『原初』p42
疾風怒涛 …………………………………………『神魂』ｐ34
質量操作 …………………………………………『基本』ｐ96
自動攻撃 …………………………………………『四神』ｐ54
自動反撃 …………………………………………『四神』ｐ55
死神の瞳 ……………………『機神』p35、『R&R』Vol.114
忍ばせた霊薬 ……………………………………『原初』p42
シミュラクラアローズ …………………………『四神』ｐ41
死線の魔眼 ………………………………………『機神』p34
射撃訓練 ……………………………………『R&R』Vol.121
射撃熟練 ……………………『原初』p30、『R&R』Vol.121
ジャッジメント …………………………………『原初』p36
射程管理 …………………………………………『四神』ｐ53
雌雄一対 …………………………………………『原初』p34
縦横無尽 …………………………………………『基本』ｐ83
集中攻撃 ……………………『原初』p28、『R&R』Vol.121
集中砲火 ……………………『原初』p28、『R&R』Vol.121
集中連射 …………………………………………『四神』ｐ52
シューティングアルター ………………………『基本』ｐ84
収納兵器 …………………………………………『機神』p32
獣魔疾走 …………………………………………『基本』ｐ70
獣魔変身 …………………………………………『基本』ｐ70
重力制御 …………………………………………『四神』ｐ42
縮地 ………………………………………………『神魂』ｐ31
縮地妨害 ……………………『熾火』p4、『R&R』Vol.129
祝福の謳い手 ……………………………………『神魂』ｐ39
熟練動作 …………………………………………『四神』ｐ53
熟練の兵士 ………………………………………『四神』ｐ53
守護神伝 …………………………………………『基本』ｐ81
守護神の祭器 ……………………………………『原初』p35
呪詛拡大 …………………………………………『基本』ｐ99
呪詛の邪視 ………………………………………『熾火』p13
呪詛の達人 ………………………………………『四神』ｐ42
術印の達人 ………………………………………『神魂』ｐ38
術式拡張 ……………………『熾火』p7、『R&R』Vol.129
術式熟練 …………………………………………『基本』ｐ77
呪縛の言魂 ………………………………………『神魂』ｐ38
呪縛の魔眼 ………………………………………『基本』ｐ98
瞬間儀式 …………………………………………『基本』ｐ96
瞬間設置 …………………………………………『四神』ｐ53
瞬時の機転 ………………………………………『原初』p42
障害物設置 …………………『原初』p29、『R&R』Vol.121
障害物倒壊 …………………『原初』p31、『R&R』Vol.121
称号奥義 ………………………………………『基本』ｐ105
称号開花 ………………………………………『基本』ｐ105
称号取得 ………………………………………『基本』ｐ104
小周天 ……………………………………………『神魂』ｐ30
状態耐性 …………………………………………『基本』ｐ79
障壁魔術 …………………………………………『基本』ｐ99
勝利の器 …………………………………………『四神』ｐ55
植物召喚 …………………………………………『四神』ｐ49
時流遅延 ……………………『機神』p34、『R&R』Vol.114
神域化 ……………………………………………『四神』ｐ31
神威の鎧 …………………………………………『原初』p33
人騎一体 …………………………………………『神魂』ｐ32
神器覚醒 …………………………………………『原初』p34
神器迎撃 …………………………………………『四神』ｐ37
神器功 ……………………………………………『神魂』ｐ30
神器合一 …………………………………………『四神』ｐ54
神器熟練 …………………………………………『原初』p35
神器創造 …………………………………………『神魂』ｐ25
神器の異能 ………………………………………『四神』ｐ55
神器咆哮 …………………………………………『原初』p35
神撃落とし ………………………………………『神魂』ｐ29
神撃極支 …………………………………………『四神』ｐ47
神撃交差 …………………………………………『四神』ｐ46
神撃咬破 …………………………………………『神魂』ｐ28
神撃竜巻 …………………………………………『神魂』ｐ29
真・結晶装着 ……………………………………『基本』ｐ87
神行法 ……………………………………………『四神』ｐ46
神言残響 …………………………………………『四神』ｐ50
心魂集結 …………………………………………『原初』p33
神算鬼謀 ……………………『原初』p31、『R&R』Vol.121
人獣合一 …………………………………………『神魂』ｐ33
人獣奏技 …………………………………………『神魂』ｐ35
神獣の異能 ………………………………………『四神』ｐ49
人生経験 …………………………………………『基本』ｐ76
神性神器化 ………………………………………『原初』p35
神性発現 …………………………………………『熾火』p11
神仙功 ……………………………………………『四神』ｐ47
神速技 ……………………………………………『神魂』ｐ28
神足通 ……………………………………………『神魂』ｐ24
身体強化付与 ……………………………………『基本』ｐ75
身体増強 …………………………………………『基本』ｐ86
神託 ………………………………………………『熾火』p10
陣地構築 ……………………『原初』p31、『R&R』Vol.121
真なる祖の因子 …………………………………『基本』ｐ71
神秘の威厳 ………………………………………『基本』ｐ68
神秘の威力 ………………………………………『四神』ｐ54
神秘の古語 ………………………………………『神魂』ｐ36
神秘の紋章 ………………………………………『基本』ｐ98
神鷹の眼　 ………………………………………『四神』ｐ52
迅雷疾駆 …………………………………………『基本』ｐ71
神竜護法 …………………………………………『神魂』ｐ31

鍛錬功 ……………………………………………『神魂』ｐ31
チェインエレメント ……………………………『基本』ｐ95
蓄積強化 …………………………………………『神魂』ｐ43
知性強化 …………………………………………『基本』ｐ85
遅速の邪視 ………………………………………『熾火』p13
致命回避 …………………………………………『基本』ｐ77
致命の呪詛 ………………………………………『四神』ｐ54
治癒増強 …………………………………………『神魂』ｐ39
治癒阻害 …………………………………………『基本』ｐ99
治癒の神宝 ………………………………………『原初』p33
治癒の霊威 ………………………………………『神魂』ｐ25
治癒魔術 …………………………………………『基本』ｐ74
治癒魔術の達人 …………………………………『基本』ｐ99
超巨大成長 ………………………………………『神魂』ｐ35
超常威力 ……………………………………………『熾火』p5
超常攻撃 ……………………『機神』p38、『R&R』Vol.114
超体術 ………………………『機神』p39、『R&R』Vol.114
跳躍能力 ……………………『機神』p38、『R&R』Vol.114
直感記憶 ……………………………………………『熾火』p8
直感照準 …………………………………………『原初』p42
使い魔 ……………………………………………『基本』ｐ75
九十九の神器 ……………………………………『基本』ｐ68
都合のいい偶然 …………………………………『基本』ｐ73
連なる言魂 ………………………………………『神魂』ｐ36
抵抗強化 ………………………………………『基本』ｐ104
ディスアピア ……………………………………『四神』ｐ41
ディトリビュート ………………………………『原初』p37
適応強化 …………………………………………『基本』ｐ77
適応属性 …………………………………………『基本』ｐ75
適応能力 …………………………………………『基本』ｐ76
擲弾熟練 …………………………………………『四神』ｐ53
デジタルドメイン ……………………………『基本』ｐ103
デジタルマスタリー …………………………『基本』ｐ102
デストロイモード ………………………………『機神』p33
鉄壁の防御 ……………………………………『基本』ｐ105
デフュージョン …………………………………『四神』ｐ40
デフューズシステム …………………………『基本』ｐ103
デュアルライブラリ …………………………『基本』ｐ103
天候神 ……………………………………………『神魂』ｐ25
伝承の宝具 ………………………………………『神魂』ｐ27
天神の業 …………………………………………『基本』ｐ69
伝説の騎士 ………………………………………『神魂』ｐ34
伝説の財宝 ………………………………………『熾火』p11
天地功 ……………………………………………『神魂』ｐ28
天地合一 …………………………………………『四神』ｐ46
天地乱星 …………………………………………『四神』ｐ34
天舞技 ……………………………………………『基本』ｐ81
闘気解放 ……………………………………………『熾火』p4
同時並行 ……………………………………………『熾火』p8
同時並行 ……………………………………『R&R』Vol.129
闘神逆襲 ……………………………………………『熾火』p4
倒神絶歌 …………………………………………『神魂』ｐ39
闘神霊圧 ……………………『熾火』p4、『R&R』Vol.129
討伐の神器 ………………………………………『四神』ｐ54
動物疎通 …………………………………………『基本』ｐ72
得意技 ……………………………………………『神魂』ｐ42
独自防御式 …………………………………………『熾火』p7
特殊詠唱 …………………………………………『基本』ｐ69
特殊戦技 ……………………『原初』p28、『R&R』Vol.121
突撃加速 …………………………………………『四神』ｐ48
突撃準備 …………………………………………『神魂』ｐ32
突撃防護 …………………………………………『基本』ｐ87
特効の呪詛 ………………………………………『四神』ｐ42
特攻武具 …………………………………………『原初』p34
親友たる神獣 ……………………………………『四神』ｐ49
ドラゴンアウェイク ……………………………『原初』p41
トリプルアリア …………………………………『原初』p38
内陣の魔術師 ……………………………………『四神』ｐ43
肉体変化 …………………………………………『基本』ｐ73
肉弾耐性 …………………………………………『基本』ｐ71
肉弾武器耐性 ……………………………………『四神』ｐ55
二段階変身 ………………………………………『基本』ｐ86
認識祈念 …………………………………………『四神』ｐ43
媒体燃焼 …………………………………………『基本』ｐ75
ハイパーフォース ………………………………『四神』ｐ36
爆破炎上 ……………………『原初』p31、『R&R』Vol.121
爆破戦術 ……………………『原初』p29、『R&R』Vol.121
爆破跳躍 …………………………………………『神魂』ｐ32
爆発呼吸 …………………………………………『神魂』ｐ30
白兵熟練 …………………………………………『基本』ｐ77
白兵霊力 …………………『神魂』ｐ40、『R&R』Vol.110
破軍神器 …………………………………………『原初』p34
破光魔弾 …………………………………………『基本』ｐ96
破邪の神眼 ………………………………………『熾火』p13
破神空旋 …………………………………………『基本』ｐ83
破神散華 …………………………………………『四神』ｐ34
破神の深奥 ………………………………………『四神』ｐ34
破神秘奥 …………………………………………『基本』ｐ80
破神滅砕 …………………………………………『基本』ｐ80
破神猛攻 …………………………………………『四神』ｐ35
破神裂牙 …………………………………………『基本』ｐ80
破神烈光 …………………………………………『基本』ｐ81
バスターアルゴリズム ………………………『基本』ｐ102
バックアップ …………………………………『基本』ｐ103
発勁 ………………………………………………『四神』ｐ46
発動強化 ………………………………………『基本』ｐ104
バトルインタプリタ …………………………『基本』ｐ102
バトルコード ……………………………………『四神』ｐ44
バニッシュ ………………………………………『基本』ｐ93

神霊天眼 …………………………………………『神魂』ｐ24
神霊天耳 …………………………………………『神魂』ｐ24
神力音叉 …………………………………………『基本』ｐ69
神力宿命 …………………………………………『神魂』ｐ25
神力操作 …………………………………………『神魂』ｐ24
神力蘇生 …………………………………………『神魂』ｐ25
神力漏尽 …………………………………………『神魂』ｐ25
神話の一撃 ………………………………………『基本』ｐ69
スキルデバイス ………………………………『基本』ｐ103
凄まじい膂力 ………………『機神』p39、『R&R』Vol.114
ステイタスリムーブ ……………………………『基本』ｐ95
ストームバースト ………………………………『基本』ｐ86
ストームフォーム ………………………………『四神』ｐ36
ストライク ………………………………………『基本』ｐ92
スパークザッパー ………………………………『基本』ｐ84
スピンガード ……………………………………『基本』ｐ86
スペシャルムーブ ………………………………『四神』ｐ36
スペルコンバージ ……………………………『基本』ｐ102
スマッシュフォーム ……………………………『四神』ｐ36
聖域化 ……………………………………………『熾火』p10
聖歌移調 …………………………………………『四神』ｐ51
聖歌壁 ……………………………………………『神魂』ｐ37
生還者 ……………………………………………『四神』ｐ33
制限解除 …………………………………………『原初』p40
聖言撃 ……………………………………………『神魂』ｐ38
精神一到 …………………………………………『四神』ｐ34
精密狙撃 …………………………………………『四神』ｐ52
精密探査 …………………………………………『四神』ｐ39
精密補正 …………………………………………『機神』p32
生命活賦 …………………………………………『原初』p40
生命賛歌 …………………………………………『四神』ｐ51
生命の器 …………………………………………『原初』p35
生命の加護 ………………………………………『原初』p35
生命力強化 ………………………………………『神魂』ｐ42
石化の魔眼 …………………『機神』p35、『R&R』Vol.114
絶歌唱神 …………………………………………『神魂』ｐ39
絶招 ………………………………………………『神魂』ｐ30
絶対凱歌 …………………………………………『四神』ｐ51
零式 ………………………………………………『基本』ｐ83
旋回封鎖 …………………………………………『神魂』ｐ34
閃空技 ……………………………………………『基本』ｐ80
潜在霊力解放 ……………………………………『四神』ｐ33
戦術義眼 …………………………………………『熾火』p12
戦術攻撃 ……………………『原初』p29、『R&R』Vol.121
戦術の達人 …………………『原初』p31、『R&R』Vol.121
戦場格技 ……………………『原初』p30、『R&R』Vol.121
戦場の死神 ………………………………………『神魂』ｐ34
戦闘機動 ……………………『原初』p28、『R&R』Vol.121
戦闘指揮 ……………………『原初』p29、『R&R』Vol.121
戦闘熟練 …………………『神魂』ｐ41、『R&R』Vol.110
戦闘即応 …………………………………………『基本』ｐ79
戦闘跳躍 …………………………………………『基本』ｐ84
戦闘力強化 ………………………………………『神魂』ｐ42
戦闘力増強 ………………………………………『基本』ｐ97
先之先 ……………………………………………『四神』ｐ46
旋風神撃 …………………………………………『神魂』ｐ28
全方位視界 …………………『機神』p35、『R&R』Vol.114
殲滅攻撃 …………………………………………『神魂』ｐ43
千里眼 ………………………『機神』p35、『R&R』Vol.114
戦略移動 ……………………『原初』p30、『R&R』Vol.121
全力突破 …………………………………………『神魂』ｐ32
増幅聖歌 …………………………………………『神魂』ｐ37
即死の魔眼 …………………『機神』p35、『R&R』Vol.114
速射魔術 …………………………………………『基本』ｐ98
束縛の邪視 ………………………………………『熾火』p13
蘇生魔術 …………………………………………『基本』ｐ97
ゾハールメソッド ……………………………『基本』ｐ100
祖竜顕現 ……………………………………………『熾火』p9
太極霊破 …………………………………………『四神』ｐ50
対空間能力 ………………………………………『神魂』ｐ27
太古の記憶 ………………………………………『基本』ｐ68
太古の存在 ………………………………………『神魂』ｐ35
大周天 ……………………………………………『神魂』ｐ31
体術反撃 ……………………………………『R&R』Vol.121
対衝撃機能 ………………………………………『機神』p33
大魔術行使 ………………………………………『基本』ｐ96
対魔力 ……………………………………………『基本』ｐ77
タイムアクシズ …………………………………『原初』p39
タイムアサルト …………………………………『四神』ｐ57
タイムウォール …………………………………『原初』p39
タイムエクセプション …………………………『四神』ｐ57
タイムシールド …………………………………『四神』ｐ57
タイムスネア ……………………………………『四神』ｐ57
タイムツイスター ………………………………『原初』p39
タイムドネイト …………………………………『原初』p37
タイムトラップ …………………………………『原初』p37
タイムバインド …………………………………『原初』p39
タイムフリーズ …………………………………『原初』p39
タイムブレイク …………………………………『四神』ｐ57
タイムマスター …………………………………『四神』ｐ56
打極乱舞 …………………………………………『四神』ｐ47
戦いの極意 ………………………………………『基本』ｐ82
太刀風 ……………………………………………『基本』ｐ72
達人の捌き ………………………………………『四神』ｐ47
堕天使の魔眼 ……………………………………『四神』ｐ42
ダブルアリア ……………………………………『原初』p38
探索熟練 …………………『神魂』ｐ41、『R&R』Vol.110
弾道解析 …………………………………………『機神』p33
ダンパーシステム ………………………………『熾火』p12



パフォーマンス …………………………………『機神』p40
破滅の魔眼 …………………『機神』p34、『R&R』Vol.114
バリア ……………………………………………『基本』ｐ93
パワーソート ……………………………………『四神』ｐ44
万軍匹敵 ……………………『原初』p30、『R&R』Vol.121
反撃体術 …………………………………………『原初』p30
反撃技 ……………………………………………『神魂』ｐ42
半神の異能 ………………………………………『基本』ｐ69
万敵不敗 …………………………………………『基本』ｐ82
汎用能力 …………………………………………『基本』ｐ76
汎用技の達人 ……………『神魂』ｐ41、『R&R』Vol.110
秘印会得 …………………………………………『四神』ｐ50
飛影 ………………………………………………『基本』ｐ89
秘奥熟練 …………………………………………『基本』ｐ77
秘奥取得 …………………………………………『基本』ｐ76
秘奥伝承 …………………………………………『基本』ｐ83
ビカムエレメント ………………………………『基本』ｐ95
飛行媒体 …………………………………………『基本』ｐ74
飛翔 ………………………………………………『基本』ｐ72
微小 ………………………………………………『四神』ｐ30
非情の追撃 ………………………………………『四神』ｐ52
必殺の一撃 ………………………………………『神魂』ｐ43
必殺魔法 …………………………………………『神魂』ｐ42
必殺技 ……………………………………………『四神』ｐ33
秘伝の神言 ………………………………………『神魂』ｐ36
一拍子 ……………………………………………『四神』ｐ35
皮膚装甲 …………………………………………『機神』p32
秘法神言 …………………………………………『四神』ｐ50
百烈技 ……………………………………………『神魂』ｐ28
標的把握 ……………………『原初』p28、『R&R』Vol.121
病魔退散 …………………………………………『神魂』ｐ24
ファイナルフォース ……………………………『基本』ｐ86
ウィスパー ………………………………………『基本』ｐ95
封神技 ………………………………………………『熾火』p4
封神結界 ……………………………………………『熾火』p4
風神嵐 ……………………………………………『基本』ｐ73
封神霊性 ……………………『熾火』p4、『R&R』Vol.129
ブーステッドプログラム ……………………『基本』ｐ103
ブーストアクション ……………………………『基本』ｐ92
武運長久 ……………………………………………『熾火』p6
武運の一撃 ………………………………………『機神』p40
フェイタリティ …………………………………『基本』ｐ92
フェイタルエフェクト …………………………『原初』p41
フェイトブレイカー ……………………………『原初』p38
フォースストライク ……………………………『基本』ｐ84
フォースバスター ………………………………『基本』ｐ84
フォースマスター ………………………………『四神』ｐ36
賦活聖歌 …………………………………………『神魂』ｐ37
賦活魔術 …………………………………………『基本』ｐ97
武技強化 …………………………………………『基本』ｐ69
武器重量操作 ……………………………………『基本』ｐ75
武器熟練 …………………………………………『基本』ｐ79
武器使い …………………………………………『基本』ｐ77
複合技 ……………………………………………『神魂』ｐ42
不死鳥の秘術 …………………………………『邪神』p259
武神 ………………………………………………『熾火』p10
武装聖歌 …………………………………………『四神』ｐ51
復活の祭器 ………………………………………『四神』ｐ55
不動縛り …………………………………………『熾火』p13
踏込みの技 ……………………………………『邪神2』p262
フライト …………………………………………『基本』ｐ93
フリップデジョン ………………………………『原初』p36
プリンクムーブ …………………………………『原初』p36
フルメタルバースト ……………………………『機神』p33
ブレイクリープ …………………………………『四神』ｐ56
プログラムシェル ……………………………『基本』ｐ101
プログラムトーチカ ……………………………『四神』ｐ45
プロテクションコード …………………………『四神』ｐ44
プロテクションムーブ …………………………『四神』ｐ37
プロテクトドメイン ……………………………『四神』ｐ45
粉砕突撃 …………………………………………『四神』ｐ48
壁面歩行 …………………………………………『基本』ｐ71
変身不要 …………………………………………『四神』ｐ36
変身魔術 ……………………『熾火』p7、『R&R』Vol.129
妨害光弾 …………………………………………『基本』ｐ98
崩壊の神器 ………………………………………『原初』p34
防御突破 …………………………………………『機神』p33
防御能力強化 ……………………………………『神魂』ｐ35
防御魔法 …………………………………………『熾火』p14
防具重量操作 ……………………………………『基本』ｐ75
防具熟練 …………………………………………『基本』ｐ79
防護 ………………………………………………『基本』ｐ85
防護障壁 …………………………………………『四神』ｐ43
封神降臨 …………………………………………『基本』ｐ68
補正魔術 …………………………………………『基本』ｐ97
屠りし者 …………………………………………『神魂』ｐ27
本気の妖力 ………………………………………『四神』ｐ31
本性顕現 …………………………………………『熾火』p10
マイトイテレータ ………………………………『四神』ｐ44
魔王の結界 ………………………………………『機神』p37
魔王の闘気 ………………………………………『機神』p36
巻き起こる霊炎 …………………………………『原初』p34
マキシマム ………………………………………『四神』ｐ40
魔境化 ……………………………………………『四神』ｐ30
魔獣召喚 …………………………………………『四神』ｐ49
魔術暗示 …………………………………………『基本』ｐ74
魔術干渉 …………………………………………『基本』ｐ99
魔術強化 …………………………………………『基本』ｐ99
魔術調査 …………………………………………『基本』ｐ74

魔術の名門 ………………………………………『基本』ｐ74
魔術白兵 …………………『神魂』ｐ40、『R&R』Vol.110
混じり神 ……………………『機神』p39、『R&R』Vol.114
マスターアデプト ………………………………『基本』ｐ95
マテリアルシールド ……………………………『基本』ｐ87
魔法熟練 …………………『神魂』ｐ41、『R&R』Vol.110
護りの賛歌 ………………………………………『神魂』ｐ39
守りの神器 ………………………………………『原初』p33
マルチディフェンダー …『神魂』ｐ41、『R&R』Vol.110
マルチプレクサー ………『神魂』ｐ41、『R&R』Vol.110
マルチプログラミング …………………………『四神』ｐ44
見切りの極み ……………………………………『基本』ｐ83
ミスティックサプレス …………………………『四神』ｐ45
漲る霊力 …………………………………………『原初』p34
未来視 ………………………『機神』p35、『R&R』Vol.114
魅了の魔力 ………………………………………『基本』ｐ70
幻惑の邪視 ………………………………………『機神』p34
無限音感 …………………………………………『四神』ｐ51
霧散変異 …………………………………………『基本』ｐ71
霧散魔術 …………………………………………『基本』ｐ98
蟲使い ……………………………………………『基本』ｐ75
無双乱舞 …………………………………………『四神』ｐ48
無明技 ……………………………………………『四神』ｐ35
明鏡止水 …………………………………………『四神』ｐ35
命中強化 ………………………………………『基本』ｐ104
命脈剥奪 …………………………………………『原初』p34
モータルストライク ……………………………『原初』p41
夜魔の一撃 …………………………………………『熾火』p5
夜魔の血脈 …………………………………………『熾火』p5
夜魔の膂力 ………………………………………『基本』ｐ70
夜魔の肉体 …………………………………………『熾火』p5
夜魔の妖眼 ………………………………………『基本』ｐ70
闇の探索者 ………………………………………『基本』ｐ91
勇者の祈り ………………………………………『熾火』p14
勇者の回廊 ………………………………………『機神』p37
勇者の霊威 ………………………………………『熾火』p14
幽体功 ……………………………………………『四神』ｐ47
誘導戦術 …………………………………………『四神』ｐ53
用意周到 ………………………………………『邪神』p258
陽式 ………………………………………………『基本』ｐ80
妖力解放 ……………………………………………『熾火』p6
妖力看破 ……………………『熾火』p6、『R&R』Vol.129
妖力撃破 …………………………………………『四神』ｐ30
妖力疾走 …………………………………………『四神』ｐ30
妖力循環 ……………………………………………『熾火』p6
妖力掃射 …………………………………………『四神』ｐ31
妖力転移 …………………………………………『四神』ｐ30
妖力の化身 ………………………………………『四神』ｐ31
妖力発現 ……………………………………………『熾火』p6
妖力秘奥 …………………………………………『四神』ｐ31
黄泉返り ……………………『熾火』p5、『R&R』Vol.129
ラピットアヴォイド ……………………………『原初』p38
ラプラスコード …………………………………『原初』p38
リミットブレイク ………………………………『原初』p41
略式印 ……………………………………………『神魂』ｐ38
竜王重圧 …………………………………………『神魂』ｐ23
竜王の鱗 …………………………………………『神魂』ｐ23
竜王の加護 ………………………………………『神魂』ｐ22
竜王の瞳 …………………………………………『神魂』ｐ23
竜王の鎧 …………………………………………『神魂』ｐ23
竜眼呪縛 ……………………『機神』p35、『R&R』Vol.114
竜騎兵 ……………………………………………『神魂』ｐ34
竜血解放 …………………………………………『神魂』ｐ23
竜血の霊力 …………………………………………『熾火』p9
竜吼閃 ………………………『熾火』p9、『R&R』Vol.129
竜神闘気 …………………………………………『神魂』ｐ23
竜神の霊威 …………………『熾火』p9、『R&R』Vol.129
竜の神性 ……………………『熾火』p9、『R&R』Vol.129
竜脈集束 …………………………………………『神魂』ｐ22
竜脈刃 ……………………………………………『神魂』ｐ22
竜脈整調 …………………………………………『神魂』ｐ43
竜脈増加 …………………………………………『神魂』ｐ42
竜脈蘇生 …………………………………………『原初』p40
竜脈胎動 ………………………………………『基本』ｐ105
竜脈の王 …………………………………………『神魂』ｐ23
竜脈破 ……………………………………………『神魂』ｐ22
竜脈変異 …………………………………………『神魂』ｐ22
竜脈放出 …………………………………………『原初』p40
竜翼飛翔 ……………………………………………『熾火』p9
領域視界 …………………………………………『四神』ｐ31
両片手の達人 ……………『神魂』ｐ41、『R&R』Vol.110
両手利き …………………………………………『基本』ｐ79
両手武器集中 ……………………………………『基本』ｐ79
霊威隠蔽 …………………………………………『熾火』p11
霊威加速 ……………………『機神』p38、『R&R』Vol.114
霊威機動 …………………………………………『原初』p43
霊威吸収 …………………………………………『原初』p42
霊威撃 ………………………『機神』p38、『R&R』Vol.114
霊威衝破 ……………………………………………『熾火』p7
霊威神眼 …………………………………………『原初』p43
霊威絶唱 …………………………………………『四神』ｐ51
霊威の絆 …………………………………………『四神』ｐ49
霊威粉砕 …………………………………………『原初』p43
霊威放出 …………………… 『機神』p39『R&R』Vol.114
霊威魔術 ……………………『機神』p38、『R&R』Vol.114
霊威両断 …………………………………………『四神』ｐ46
霊気律 ………………………『機神』p39、『R&R』Vol.114
霊験強化 …………………………………………『熾火』p10
霊光昇華 …………………………………………『原初』p32

霊光神器 …………………………………………『原初』p32
霊光の衣 …………………………………………『原初』p33
霊光の盾 …………………………………………『原初』p33
霊魂固め …………………………………………『神魂』ｐ31
霊魂捕食 …………………………………………『四神』ｐ31
霊旋陣 ……………………………………………『機神』p40
霊操疾駆 …………………………………………『原初』p42
霊奪 ………………………………………………『機神』p40
霊媒魔術 …………………………………………『四神』ｐ42
霊壁付与 …………………………………………『神魂』ｐ33
霊紋贈与 ……………………『機神』p39、『R&R』Vol.114
霊紋燃焼 ………………………………………『基本』ｐ160
霊紋秘孔 …………………………………………『神魂』ｐ30
霊力印 ……………………………………………『神魂』ｐ38
霊力化 ……………………………………………『神魂』ｐ26
霊力返し …………………………………………『神魂』ｐ29
霊力祈念 ………………………………………『邪神2』p262
霊力吸収 …………………………………………『基本』ｐ71
霊力強化 …………………………………………『原初』p43
霊力結界 ………………………………………『基本』ｐ160
霊力光芒 …………………………………………『原初』p32
霊力高揚 …………………………………………『機神』p40
霊力再生 ……………………『機神』p39、『R&R』Vol.114
霊力疾駆 …………………『神魂』ｐ40、『R&R』Vol.110
霊力疾走 …………………『神魂』ｐ40、『R&R』Vol.110
霊力充填 …………………………………………『四神』ｐ54
霊力掌 ……………………………………………『神魂』ｐ29
霊力清浄 …………………………………………『神魂』ｐ24
霊力神印 …………………………………………『四神』ｐ50
霊力増強 …………………『神魂』ｐ40、『R&R』Vol.110
霊力増幅 …………………………………………『四神』ｐ54
霊力操作 …………………………………………『基本』ｐ76
霊力断空 …………………………………………『基本』ｐ82
霊力弾頭 …………………………………………『神魂』ｐ29
霊力追尾 …………………………………………『神魂』ｐ32
霊力転化 …………………………………………『原初』p32
霊力武具 …………………………………………『神魂』ｐ28
霊力流転 …………………………………………『基本』ｐ99
霊力烈破 …………………………………………『神魂』ｐ33
歴史を変えた一撃 ………………………………『神魂』ｐ27
歴戦の勇者 ………………………………………『熾火』p14
裂帛投擲 …………………………………………『神魂』ｐ30
烈風技 ……………………………………………『基本』ｐ80
錬金の達人 ………………………………………『神魂』ｐ26
錬金の技 …………………………………………『基本』ｐ75
連続行動 ………………………………………『基本』ｐ104
ロールバック ……………………………………『四神』ｐ44
災い転じて ………………………………………『基本』ｐ73

肉弾武器／形状：剣
愛染国俊 …………………………………………『時空』p23
明石国行 …………………………………………『時空』p25
秋田藤四郎 ………………………………………『時空』p22
厚藤四郎 …………………………………………『時空』p22
アンテニークリス ………………………………『原初』p44
異界の覇剣 ………………………………………『機神』p45
生贄の聖剣 ………………………………………『混沌』p72
石切丸 ……………………………………………『時空』p26
和泉守兼定 ………………………………………『時空』p26
一期一振吉光 ……………………………………『時空』p27
古の直刀 …………………………………………『時空』p22
今剣 ………………………………………………『時空』p23
イレムの古剣 ……………………………………『混沌』p72
陰剣 …………………………………………『R&R』Vol.135
鶯丸 …………………………『R&R』Vol.143、『時空』p26
浦島虎徹 …………………………………………『時空』p25
怨み包丁 ………………………………………『邪神』p242
エクスキューショナー …………………………『原初』p44
エルダースレイヤー ……………………………『機神』p45
大倶利伽羅広光 …………………………………『時空』p27
鬼斬丸 ………………………『機神』p44、『R&R』Vol.108
オリハルコンの大剣 ……………………………『混沌』p72
界渡りの聖剣 ……………………………………『機神』p45
影斬り ……………………『四神』ｐ58、『R&R』Vol.125
加州清光 …………………………………………『時空』p24
歌仙兼定 …………………………………………『時空』p24
片手剣 …………………………………………『基本』ｐ114
カランビットナイフ ……………………………『熾火』p15
儀式のコピス ……………………………………『時空』p22
亀甲貞宗 …………………………………………『時空』p26
強化カランビット ………………………………『熾火』p15
強化新刀 ……………………………………『R&R』Vol.149
強化ツーハンデッドソード ………………『R&R』Vol.151
強化バスターソード ………………………『R&R』Vol.151
強化フランベルジェ ………………………『R&R』Vol.151
強化ブロードソード ………………………『R&R』Vol.149
強化ロングソード …………………………『R&R』Vol.149
巨剣 ………………………………………………『神魂』ｐ47
キリングダガー …………………………………『神魂』ｐ47
銀腕の宝剣 ………………………………………『機神』p44
蜘蛛切 ……………………………………………『時空』p26
グラディウス …………………………………『邪神2』p253
クリスタルスラッシャー ………………………『機神』p45
クレイモア ………………………………………『時空』p23
剣鞭 ………………………………………………『時空』p23
高位魔術剣 ………………………………………『原初』p44



高周波ブレード …………………………………『機神』p44
江雪左文字 ………………………………………『時空』p26
高炭素ブレード …………………………………『機神』p45
降魔剣 ……………………………………………『神魂』ｐ47
小烏丸 ……………………………………………『時空』p27
小狐丸 ……………………………………………『時空』p25
黒曜石の剣 ………………『四神』ｐ58、『R&R』Vol.125
古剣 ……………………………………………『黒剣』ｐ262
五虎退の御剣 ……………………………………『時空』p23
古刀 …………………………………………『R&R』Vol.151
後藤藤四郎 ………………………………………『時空』p22
コルヴァズの炎剣 ………………………………『混沌』p72
五郎入道正宗 ……………………………………『時空』p27
小夜左文字 ………………………………………『時空』p23
三千世界の剣 ……………………………………『機神』p45
斬鉄 ………………………………………………『神魂』ｐ47
獅子王 ……………………………………………『時空』p25
七支刀 ………………………『機神』p44、『R&R』Vol.108
信濃藤四郎 ………………………………………『時空』p22
ジャイアントキラー …………………………『邪神2』p253
燭台切光忠 ………………………………………『時空』p27
次郎太刀 …………………………………………『時空』p25
白銀のクレイモア ………………………………『原初』p44
神威のフランベルジュ …………………………『原初』p44
神仙刀 ……………………………………………『原初』p44
神秘の古刀 ………………『四神』ｐ58、『R&R』Vol.130
崇拝者の剣 ………………………………………『混沌』p72
スモールソード …………………………………『神魂』ｐ47
千子村正 …………………………………………『時空』p25
宗三左文字 ………………………………………『時空』p24
ソードブレイカー ……………………………『邪神2』p253
ソハヤノツルキ …………………………………『時空』p27
太鼓鐘貞宗 ………………………………………『時空』p24
太古の剣 …………………………………………『神魂』ｐ47
大般若長光 ………………………………………『時空』p27
ダマスカスナイフ …………『機神』p44、『R&R』Vol.108
ダマスカスブレード ……………………………『混沌』p72
魂喰の妖刀 …………………………………『R&R』Vol.138
太郎太刀 …………………………………………『時空』p25
断平 ……………………………………………『黒剣』ｐ262
鶴丸 …………………………………………『R&R』Vol.143
鶴丸 ………………………………………………『時空』p26
伝説の木剣 …………………………………『R&R』Vol.143
童子切り ………………………………………『黒剣』ｐ262
瞳神の古剣 ………………………………………『機神』p44
胴田貫 ………………………『機神』p44、『R&R』Vol.108
トツカノツルギ …………『四神』ｐ58、『R&R』Vol.130
長曾根虎徹 ………………………………………『時空』p25
啼狐 ………………………………………………『時空』p24
鯰尾 ………………………………………………『熾火』p15
にっかり青江 ……………………………………『時空』p23
博多藤四郎 ………………………………………『時空』p23
破山剣 ………………………………………『R&R』Vol.138
破邪一文字 ………………………………………『機神』p45
破邪のレイピア …………………………………『原初』p44
蜂須賀虎徹 ………………………………………『時空』p23
破魔の霊剣 ………………『四神』ｐ58、『R&R』Vol.130
バルザイの新月刀 ………………………………『混沌』p72
万象刀 ……………………………………………『神魂』ｐ47
ヒートナイフ ……………………………………『機神』p44
人斬り刀 …………………………………………『時空』p24
平野藤四郎 ………………………………………『時空』p22
不死鳥の長剣 ……………………………………『混沌』p72
フツノミタマ ………………………………『R&R』Vol.138
不動行光 …………………………………………『時空』p24
武用刀 ………………………………………『R&R』Vol.149
ベイオネット ………………………………『R&R』Vol.135
丙子椒林剣 ………………………………………『四神』ｐ58
圧切長谷部 ………………………………………『時空』p26
ペネトレイトレイピア ……………………『R&R』Vol.135
防護剣 ……………………………………………『神魂』ｐ47
蛍丸 ………………………………………………『時空』p26
堀川国広 …………………………………………『時空』p25
前田藤四郎 ………………………………………『時空』p22
魔術剣 ……………………………………………『原初』p44
幻の定規 ………………………………………『邪神』p243
マンゴーシュ …………………………………『邪神』p243
三日月宗近 ………………………………………『時空』p27
ミスティックサーベル …………………………『原初』p44
乱藤四郎 …………………………………………『時空』p22
御使いの大剣 ……………………………………『機神』p45
明王利剣 …………………………………………『機神』p45
武者の野太刀 ……………………………………『時空』p24
陸奥守吉行 …………………『R&R』Vol.143、『時空』p26
無銘の神刀 ………………………………………『機神』p44
村雨 ………………………………………………『時空』p27
物吉貞宗 …………………………………………『時空』p24
刃の扇 …………………………………………『邪神』p242
薬研藤四郎 ………………………………………『時空』p23
大和守安定 ………………………………………『時空』p24
山伏国広 …………………………………………『時空』p25
山姥切国広 ………………………………………『時空』p27
ユゴスの小剣 ……………………………………『混沌』p72
陽剣 …………………………………………『R&R』Vol.135
龍の剣 ……………………『四神』ｐ58、『R&R』Vol.125
両片手剣 ………………………………………『基本』ｐ114
両手剣 …………………………………………『基本』ｐ114
良業物の太刀 ……………………………………『機神』p45
理力剣 ……………………『四神』ｐ58、『R&R』Vol.130

ルーンセイバー ……………………………『R&R』Vol.138
霊威の木刀 ……………………………………『邪神』p242
霊光の古剣 ………………『四神』ｐ58、『R&R』Vol.125
レッドセイバー ………………………………『邪神』p243
業物の太刀 ………………………………………『機神』p44

肉弾武器／形状：槍
アブローラ …………………………………『R&R』Vol.151
嵐の咆哮 …………………………………………『機神』p47
戦槍 ………………………………………………『熾火』p15
一部ヒヒイロカネの槍 ………………………『邪神2』p254
一寸法師の鋭槍 ………………………………『黒剣』ｐ263
岩融 ………………………………………………『時空』p28
エーテルエイミング ………………………『R&R』Vol.135
エーテルストック …………………………『R&R』Vol.145
エーテルハルベルト ……………………………『原初』p46
御手杵 ……………………………………………『時空』p28
オリハルコンの槍 ………………………………『混沌』p73
輝く三叉槍 ………………………………………『混沌』p73
活殺針 ……………………『四神』ｐ59、『R&R』Vol.125
鬼角の長槍 ………………………………………『時空』p28
ギベオンランス ……………………………『R&R』Vol.151
強化釵 ……………………………………………『神魂』ｐ48
強化霊尖槍 ………………『四神』ｐ59、『R&R』Vol.130
空鬼の鉤爪 ………………………………………『混沌』p73
串刺し槍 ……………………………………『R&R』Vol.143
グラーキの棘 ……………………………………『混沌』p73
グレイブ …………………………………………『神魂』ｐ48
グローリーハスタ ………………………………『機神』p46
高位術式槍 ………………『四神』ｐ59、『R&R』Vol.130
降魔針 ……………………『四神』ｐ59、『R&R』Vol.130
降魔槍 ……………………………………………『神魂』ｐ48
荒野の森王 ………………………………………『機神』p47
五鈷杵 ……………………………………………『機神』p47
古式ギサルメー …………………………………『原初』p46
近衛のバルチザン ………………………………『原初』p46
逆鉾 ………………………………………………『機神』p46
刺又 ………………………………………………『神魂』ｐ48
三鈷杵 ……………………………………………『機神』p46
斬馬剣 ……………………………………………『神魂』ｐ48
斬妖槍 ……………………………………………『機神』p46
仕込み槍 …………………『四神』ｐ59、『R&R』Vol.130
漆黒の薙刀 …………………『機神』p46、『R&R』Vol.108
ジャマダハル ………………………………『R&R』Vol.143
術式槍 ……………………『四神』ｐ59、『R&R』Vol.125
白木の杭 …………………『四神』ｐ59、『R&R』Vol.125
神秘のグレイブ …………………………………『原初』p46
神氷の薙刀 ………………………………………『機神』p47
スティレット ………………………………『R&R』Vol.145
スティンガーランス ………………………『R&R』Vol.135
スパイラルエストック ……………………『R&R』Vol.145
寸鉄 ………………………………………………『熾火』p15
戦略釵 ……………………………………………『機神』p46
太古のメリッサ …………………………………『原初』p46
ダマスカススピア ………………………………『混沌』p73
超重槍 …………………………………………『黒剣』ｐ263
ツインスラッシャー …………………………『邪神2』p254
手槍 ……………………………………………『基本』ｐ116
天印槍 ……………………………………………『機神』p47
伝説の竹槍 ……………………………………『邪神』p245
独鈷杵 ……………………………………………『神魂』ｐ48
ドラゴンイーター …………………………『R&R』Vol.151
トラペゾヘドロンの魔槍 ………………………『混沌』p73
ドリルスピア …………………………………『邪神』p245
蜻蛉切 ……………………………………………『時空』p28
長柄武器 …………………………………………『神魂』ｐ48
長槍 ……………………………………………『基本』ｐ116
沼矛 ………………………………………………『機神』p47
脳削り ………………………………………『R&R』Vol.138
パイルバンカー ………………………………『邪神』p245
白銀のハルバード …………………………『R&R』Vol.135
破軍のコルセルカ ………………………………『原初』p46
破邪釵 ……………………………………………『機神』p46
破神針 ……………………………………………『四神』ｐ59
パタ …………………………………………『R&R』Vol.143
破魔の大槍 ………………………………………『時空』p28
ハリケーンエストック ……………………『R&R』Vol.151
バルザイの偃月刀 ………………………………『混沌』p73
万軍の大槍 …………………………………『R&R』Vol.138
日本号 ……………………………………………『時空』p28
ファキールズホーン ……………………………『原初』p46
封魔針 …………………………………………『邪神』p244
フェッチ棒 ………………………………………『混沌』p73
古矛 …………………………………………『R&R』Vol.143
変動式多節槍 ……………………………………『機神』p46
ポイズンニードル …………………………『R&R』Vol.135
報復者の棘 ………………………………………『機神』p47
鉾 ………………………………………………『黒剣』ｐ263
骨喰 ………………………………………………『機神』p47
魔獣の槍 …………………………………………『機神』p47
マドウ ……………………………………………『原初』p46
招き猫の手 ……………………………………『邪神』p244
卍釵 ………………………………………………『熾火』p15
ミキサースピア ……………………………『R&R』Vol.145
無双の矛 …………………………………………『時空』p28
名匠の鋭槍 ………………………………………『時空』p28
猛将の朱槍 …………………『機神』p46、『R&R』Vol.108

槍 ………………………………………………『基本』ｐ116
ランス …………………………………………『邪神2』p254
両鎌槍 ……………………………………………『神魂』ｐ48
猟犬の舌 …………………………………………『混沌』p73
霊威のビル ………………………………………『原初』p46
霊尖槍 ………………………『四神』ｐ59,『R&R』Vol.125
霊力釵 ………………………『機神』p46、『R&R』Vol.108
霊力モップ ……………………………………『邪神』p244
レッドコンドル …………………………………『機神』p47
連結槍 ………………………………………『R&R』Vol.138
連結双槍 ……………………………………『R&R』Vol.138
ローチン …………………………………………『時空』p28

肉弾武器／形状：斧
アビスサイズ ……………………………………『原初』p48
アンサタアンク …………………………………『混沌』p74
ヴァラシュカ ………………………………『R&R』Vol.145
ヴァンパイアスローター ………………………『機神』p49
ウォーサイズ …………………………………『黒剣』ｐ268
鋭腕双刃 …………………………………………『機神』p48
黄金斧 ………………………………………『R&R』Vol.151
大鋏 ……………………………………………『邪神』p246
オリハルコンアックス …………………………『混沌』p74
改造チェーンソー ………………………………『混沌』p74
回転式鉄腕 ………………………………………『機神』p49
鎌ヌンチャク …………………………………『邪神』p246
刈祓機 …………………………………………『邪神』p247
ガンアックス ………………………………『R&R』Vol.135
キラーチェーンソー ………『機神』p48、『R&R』Vol.108
鎖鎌 ……………………………………………『黒剣』ｐ268
首狩りの鎌 …………………………………『R&R』Vol.151
首刈り鋸 ………………………………………『邪神』p247
蜘蛛神の大鎌 ……………………………………『混沌』p74
曇り硝子の斧 ……………………………………『混沌』p74
苦悶の大鎌 …………………………………『R&R』Vol.147
グランプージ ………………………………『R&R』Vol.135
クリムゾンラスト ………………………………『四神』ｐ60
クレセントトマホーク …………………………『原初』p48
携帯式断頭台 …………………………………『邪神』p247
激震のヘヴィアクス ……………………………『熾火』p16
高周波マチェテ …………………………………『機神』p49
降妖宝杖 …………………………………………『時空』p29
コマンドアックス …………………………『R&R』Vol.147
サンダーブローヴァ ………『機神』p48、『R&R』Vol.108
地獄鋏 ……………………『四神』ｐ60、『R&R』Vol.130
シックル …………………………………………『神魂』ｐ49
漆黒の鎖鎌 ………………『四神』ｐ60、『R&R』Vol.130
死神の大鎌 ………………………………………『機神』p49
障壁斧 ………………………………………『R&R』Vol.138
白銀のククリ ………………………………『R&R』Vol.147
シングルアクス ………………………………『基本』ｐ118
神獣爪 ……………………………………………『機神』p49
水晶の大鎌 …………………………………『R&R』Vol.145
スコッチ・メイデン ……………………………『時空』p29
聖獣爪 ……………………………………………『機神』p49
青龍破神刀 ………………………………………『原初』p48
赤龍の鉞 ………………………………………『黒剣』ｐ268
戦闘用スコップ ………………………………『邪神』p246
旋風刃 ……………………『四神』ｐ60、『R&R』Vol.125
鷹の爪 ………………………………………『R&R』Vol.145
ダマスカスサイズ ………………………………『混沌』p74
チェーンギロチン ………『四神』ｐ60、『R&R』Vol.130
チェーンサイズ ……………………………『R&R』Vol.147
チェーンシンカー ……………………………『邪神2』p255
チェーンソー ……………………………………『神魂』ｐ49
ディスペアサイズ …………………………『R&R』Vol.151
伝説のチェーンソー ……………………………『機神』p49
伝来のフランキスカ ……………………………『原初』p48
銅鉞 ………………………………………………『時空』p29
トップマン ……………………………………『邪神2』p255
鉈 …………………………………………………『神魂』ｐ49
バーストの銀爪 …………………………………『混沌』p74
白銀のコラ ………………………………………『原初』p48
白銀斧 ………………………………………『R&R』Vol.151
破邪の鉞 …………………………………………『機神』p49
バトルアクス ……………………………………『神魂』ｐ49
バニシングチェーンソー ………………………『神魂』ｐ49
破滅の熱風 ………………………………………『機神』p49
ハルパー …………………………………………『神魂』ｐ49
バルバロス …………………………………『R&R』Vol.135
ハンドアクス …………………………………『基本』ｐ118
ハンドチャクラム ………………………………『機神』p48
ヒートチェーンソー ……………………………『機神』p48
白夜の大鎌 ………………………………………『機神』p48
ピンガ ………………………………………『R&R』Vol.145
ブラッドサイズ ……………『機神』p48、『R&R』Vol.108
ペインイーター ……………………………『R&R』Vol.138
ヘヴィアクス …………………………………『基本』ｐ118
へヴィハルパー …………『四神』ｐ60、『R&R』Vol.130
ベルセルク …………………………………『R&R』Vol.135
ヘルメスの銀斧 …………………………………『時空』p29
方天戟 ……………………………………………『原初』p48
ホーリーアックス ………『四神』ｐ60、『R&R』Vol.125
ホーリーセルティス ……………………………『原初』p48
魔狩人の斧 ………………………………………『機神』p48
魔獣爪 ……………………………………………『機神』p48
マチェテ …………………………………………『神魂』ｐ49



魔力付与マチェテ ………………………………『混沌』p74
貪るモノ ……………………………………『R&R』Vol.138
モートランの大鎌 ………………………………『混沌』p74
黙示録の大鎌 ……………………………………『時空』p29
ラージチャクラム ………………………………『時空』p29
ラージリーパー …………………………………『熾火』p16
ラース ………………………………………『R&R』Vol.138
雷神の鉞 …………………………………………『時空』p29
ラブリュス ………………………………………『時空』p29
ランカースレイヤー ……………………………『機神』p48
リリスカッター ………………………………『邪神2』p255
ルーンサイズ ………………『機神』p49、『R&R』Vol.108
霊威のククリ ……………………………………『原初』p48
霊威の鎖鎌 ………………『四神』ｐ60、『R&R』Vol.125
霊光のバルディシュ ……………………………『原初』p48
霊動丸鋸 …………………………………………『神魂』ｐ49
霊力鋏 ……………………『四神』ｐ60、『R&R』Vol.125
烈風のハンドチャクラム ………………………『熾火』p16

肉弾武器／形状：鎚
アークエネミー ……………………………『R&R』Vol.151
アースシェイカー …………………………『R&R』Vol.135
アームズガード …………………………………『神魂』ｐ50
アイアンメイデン …………………………『R&R』Vol.138
アタックシールド ………………………………『時空』p30
アルビオンの石柱 ………………………………『混沌』p75
忌まわしきバール的何か ………………………『機神』p51
打出の槌 ………………………………………『黒剣』ｐ269
英雄の棍棒 ………………………………………『時空』p30
エキスプローラーガード …………………『R&R』Vol.149
大いなる銀鍵 ……………………………………『混沌』p75
大鬼の金砕棒 ……………………………………『熾火』p16
大型スレッジハンマー …『四神』ｐ61、『R&R』Vol.125
オープンフィンガー …………………………『邪神』p248
オグルガントレット …………………………『邪神』p249
オリハルコンセスタス …………………………『混沌』p75
オリハルコンメイス ……………………………『混沌』p75
御柱 ………………………………………………『機神』p51
ガード …………………………………………『基本』ｐ120
格闘用トンファー …『R&R』Vol.149、『R&R』Vol.147
金砕棒 …………………………………………『黒剣』ｐ269
ギガントハンマー ………『四神』ｐ61、『R&R』Vol.130
起源甲 ……………………………………………『機神』p50
強化特殊警棒 ……………………………………『熾火』p16
クォータースタッフ ………………………『R&R』Vol.147
玄翁の鎚 …………………………………………『機神』p51
剣豪の木刀 …………………………………『R&R』Vol.151
剛柔手袋 …………………『四神』ｐ61、『R&R』Vol.125
鋼鉄扇 ……………………………………………『時空』p30
ゴールデンハンマー …………………………『邪神』p249
黒焔王の瞳 ………………………………………『機神』p51
黒曜石の杖 ………………………………………『原初』p50
ジェントリステッキ ………………………『R&R』Vol.147
仕込み杖 ………………………………………『邪神2』p256
司祭のメイス ……………………………………『時空』p30
ジャッジ・ガベル …………………………『R&R』Vol.135
重力波動甲 ………………………………………『機神』p51
守護者のトンファー ……『四神』ｐ61、『R&R』Vol.125
神威鋭棍 …………………『四神』ｐ61、『R&R』Vol.130
神威警棒 ……………………………………『R&R』Vol.151
神像 ………………………………………………『機神』p51
神秘の鉄棍 …………………………………『R&R』Vol.149
水晶鎚 ……………………………………………『混沌』p75
素手 ……………………………………………『基本』ｐ112
スレッジハンマー …………『機神』p50、『R&R』Vol.108
青銅機人 …………………………………………『時空』p30
戦鬼のウォーハンマー …………………………『原初』p50
仙気の簡 …………………………………………『原初』p50
仙気の鎚 …………………………………………『原初』p50
即興武具 …………………………………………『神魂』ｐ50
大帝の戦鎚 ………………………………………『機神』p51
退魔甲 ……………………………………………『四神』ｐ61
堕魂の黒柱 ………………………………………『混沌』p75
ダマスカスガード ………………………………『混沌』p75
ダマスカスハンマー ……………………………『混沌』p75
チェーン …………………………………………『神魂』ｐ50
蹄鉄槌 ……………………………………………『機神』p51
ディバインシールド ……………………………『時空』p30
手頃な要石 ……………………………………『邪神2』p256
鉄球 ………………………………………………『神魂』ｐ50
討神スコップ ………………………………『R&R』Vol.135
闘神のトンファー …………………………『R&R』Vol.151
特殊警棒 ………………………………………『邪神』p248
トライエレメント …………………………『R&R』Vol.138
ナックルダスター ………………………………『神魂』ｐ50
ヌンチャク ………………………………………『神魂』ｐ50
破城戦槌 ……………………………………『R&R』Vol.138
バトルハンマー …………………………………『神魂』ｐ50
バニッシュガード ………………………………『機神』p50
ハンマー ………………………………………『基本』ｐ120
彼岸の丸太 ………………………………………『原初』p50
100tハンマー ………………………………『邪神2』p256
武将の金棒 ………………………………………『時空』p30
プタハの神鎚 ……………………………………『混沌』p75
ブラジオン ………………………………………『時空』p30
ブラストフィスト …………………………『R&R』Vol.135
フレイムバッシュ …………………………『R&R』Vol.149

炮烙の火柱 ………………………………………『時空』p30
マジックガード ……………『機神』p50、『R&R』Vol.108
マジックチャンパー ………………………『R&R』Vol.138
魔毒のモルゲンステルン ………………………『原初』p50
ミーティア ………………………………………『機神』p50
明王霊甲 …………………『四神』ｐ61、『R&R』Vol.130
ミラージュフレイル ……………………………『原初』p50
メテオール ………………………………………『機神』p51
紋章甲 ……………………………………………『機神』p50
ユークリッドハンマー …………………………『四神』ｐ61
妖力の杖 …………………………………………『機神』p50
雷帝の憤怒 ………………………………………『機神』p50
竜神のトンファー ………『四神』ｐ61、『R&R』Vol.130
流星錘 ………………………『機神』p50、『R&R』Vol.108
竜脈のメイス ……………………………………『原初』p50
龍紋三節棍 ………………………………………『原初』p50
ルーンロッド ………………『機神』p51、『R&R』Vol.108
霊威警棒 ……………………………………『R&R』Vol.125
霊威のスレッジハンマー ………………………『熾火』p16
霊木バット ……………………………………『邪神』p248
霊力鋭棍 …………………………………………『神魂』ｐ50
霊力トンファー ………………………………『邪神』p249
霊力の丸太 ……………………………………『黒剣』ｐ269
六尺棒 ………………………………………『R&R』Vol.147
ロケットハンマー ………………………………『機神』p50
ロッド …………………………………………『基本』ｐ120

射撃武器
A.W.S………………………………………『R&R』Vol.149
アーティラリー・システム ………………『R&R』Vol.151
アシッドウィップ ………………………………『機神』p52
アトランティスの大弓 ……………………『R&R』Vol.141
アトランティスの炎 ……………………………『混沌』p76
アラクネストリングス ………………………『邪神2』p257
戦比礼 ……………………………………………『四神』ｐ62
イモータルバニッシュ ……………………『R&R』Vol.151
ヴァローナ ………………………………………『原初』p52
ヴィルトカッツェ ………………………………『原初』p52
ウェポン10 ……………………………………『機神』p53
ウォータースプラッシュ …………………『R&R』Vol.145
ヴォルクメーチ …………………………………『機神』p52
ウルタールの猫 ……………『混沌』p76、『R&R』Vol.140
ウルトラホーク …………………………………『機神』p52
英雄の大弓 …………………………………『R&R』Vol.130
英雄の愛馬 ………………………………………『時空』p31
エーテルボード ……………………………『R&R』Vol.135
エンジェルハウル ………………………………『機神』p53
エンハンスドカービン ……………………『R&R』Vol.147
エンフォースメントⅡ ……『機神』p52、『R&R』Vol.108
オーガキラー …………………………………『黒剣』ｐ270
大筒 ………………………………………………『時空』p31
オリハルコンの大弓 ……………………………『混沌』p76
火器類 …………………………………………『基本』ｐ122
かるとへるつぃひ …………………………『R&R』Vol.143
ギャンブラー ………………………………『R&R』Vol.147
強化契約獣 ………………………………………『神魂』ｐ51
強化拳銃 …………………………………………『神魂』ｐ51
強化霊力銃 …………………………………『R&R』Vol.123
キリングゴースト ………………………………『原初』p54
クラリック ………………………………………『原初』p52
グリーフハウル ……………………………『R&R』Vol.145
グレネードランチャー ……………………『R&R』Vol.135
軽火器類 ………………………………………『基本』ｐ122
契約獣 ……………………………………………『神魂』ｐ51
ゲシュペンスト …………………………………『機神』p52
コフィンアームズ …………………………『R&R』Vol.149
サイレントチーフ ………………………………『原初』p52
サルペイション …………………………………『原初』p53
サングエフォラータ ……………………………『原初』p54
散華する巨石 ……………………………………『機神』p53
サンダーレイン ……………『機神』p52、『R&R』Vol.108
シーリアルダイス …………………………『R&R』Vol.138
ジェノサイドプレッジ ……………………『R&R』Vol.149
疾風手裏剣 ………………………………………『四神』ｐ62
ジャスティス ……………………………………『原初』p52
シャドウストライク ……………………………『原初』p53
重火器類 ………………………………………『基本』ｐ122
守護獣王 ……………………………………『R&R』Vol.130
守護双神 ……………………………………『R&R』Vol.149
呪装人形 ………………………………………『基本』ｐ122
シュタルクヴィレ ………………………………『原初』p52
駿馬 ………………………………………………『時空』p31
上級契約獣 ………………………………………『神魂』ｐ51
ショットガン …………………………………『邪神2』p257
ジョンスミス ………………………………『R&R』Vol.123
神格契約獣 ………………………………………『神魂』ｐ51
スクリーム …………………………………『R&R』Vol.123
スタンバスター ……………………………『R&R』Vol.147
すてぃりぜいしょん ………………………『R&R』Vol.143
すとーむくらっかー ………………………『R&R』Vol.143
スリングショット ……………………………『邪神』p250
聖銀の鞭 …………………………………………『機神』p52
善鬼 ……………………………………………『黒剣』ｐ270
戦闘バイク ……………………………………『基本』ｐ122
ソードオフ …………………………………『R&R』Vol.143
ダークタワー ……………………………………『原初』p53
ダスクキラー ……………………………………『原初』p52

ダマスカスボウ ……………『混沌』p76、『R&R』Vol.140
単分子鞭 …………………………………………『機神』p53
ツヴァイシュトーツァン …………………『R&R』Vol.138
ディザスター ……………………………………『原初』p54
ディスクソーサー …………………………『R&R』Vol.138
ディバインハンター ……………………………『原初』p53
デモンブルース ……………………………『R&R』Vol.123
電気銃 ………………………『混沌』p76、『R&R』Vol.140
電撃連射銃 …………………『混沌』p76、『R&R』Vol.141
電磁投射砲 ………………………………………『機神』p53
伝来の戦弓 …………………………………『R&R』Vol.125
投射武器 ………………………………………『基本』ｐ122
ドゥルヒプルフ …………………………………『原初』p53
ドーンハンター …………………………………『機神』p52
ドラゴンスレイヤー ……………………………『原初』p54
ドラゴンドライヴ ………『神魂』ｐ51、『R&R』Vol.108
ドラゴンブレス …………………………………『機神』p53
ドンナーシュラーク ………………………『R&R』Vol.125
ナイトゴーント ……………『混沌』p76、『R&R』Vol.141
ニトクリスの鏡 ……………『混沌』p76、『R&R』Vol.141
バーンアウト ………………………………『R&R』Vol.135
パイルカノン ………………………………『R&R』Vol.147
鋼弓 ………………………………………………『熾火』p15
爆烈打根 …………………………………………『四神』ｐ62
ハチノヒレ ………………………………………『四神』ｐ62
八幡大弓 ……………………………………『R&R』Vol.151
バニッシュメント ………………………………『原初』p54
破魔弓 ………………………『機神』p52、『R&R』Vol.108
破滅の角笛 ………………………………………『機神』p53
ハンティングボウ ………………………………『神魂』ｐ51
ハンドキャノン …………………………………『原初』p54
ビークルアニマル ………………………………『時空』p31
ピースメイカー …………………………………『原初』p52
ビルボケットガン ………………………………『時空』p31
ファイアドラゴン …………………………『R&R』Vol.130
フィアナードナー …………………………『R&R』Vol.151
風車手裏剣 ……………………………………『邪神』p251
フェアトラオエン …………………………『R&R』Vol.145
フォルコメン ……………………………………『機神』p53
吹き荒む風 ………………………………………『機神』p53
吹き矢 …………………………………………『邪神』p250
福豆鉄砲 ………………………………………『黒剣』ｐ270
フューリーロード …………………………『R&R』Vol.145
ブラストカービン ………………………………『原初』p54
ブラックプレデター ……………………………『機神』p52
ブラックペガサス …………………………『R&R』Vol.125
フリントロックガン ……………………………『時空』p31
フレアバースト …………………………………『原初』p53
ブレイブボウ ……………………………………『原初』p53
フンガムンガ …………………………………『邪神』p250
噴霧銃 ………………………『混沌』p76、『R&R』Vol.140
ペイルホース ……………………………………『機神』p53
ヘビノヒレ ………………………………………『四神』ｐ62
ヘルファイア ……………………………………『原初』p52
ボーラー ………………………………………『邪神』p251
マックスパワー ……………………………『R&R』Vol.123
マッチロックガン ………………………………『時空』p31
マッドブル …………………………………『R&R』Vol.123
武者の大弓 ………………………………………『時空』p31
メイジキラー ……………………………………『原初』p54
黙示録の大弓 ……………………………………『時空』p31
金枝の聖銃 ………………………………………『原初』p53
弓 ………………………………………………『基本』ｐ122
ライトウォーリア ………………………………『原初』p54
雷鳴の大弓 ………………………………………『原初』p54
ラパス ……………………………………………『原初』p53
リベリオン …………………………………『R&R』Vol.125
リュジアレニエ …………………………………『原初』p53
霊威閃剣 …………………………………………『四神』ｐ62
霊剣札 ……………………………………………『四神』ｐ62
霊糸 ………………………………………………『四神』ｐ62
霊力暗器 …………………………………………『神魂』ｐ51
霊力戦輪 ………………………………………『邪神』p251
霊力名刺 ………………………………………『邪神2』p257
烈糸 …………………………………………『R&R』Vol.123
レッドグリフォン …………………………『R&R』Vol.130
烈風苦無 …………………………………………『四神』ｐ62
レプディギットダイス ……………………『R&R』Vol.138
ワイヤーダガー ……………………………『R&R』Vol.135

魔法武器
Eの断章 …………………………………………『機神』p54
蒼の系譜 …………………………………………『機神』p55
アデプタスジュエル ……………………………『原初』p57
異界秘奥書 ………………………………………『機神』p55
エーテルガード ……………………………『R&R』Vol.123
エーテル2000 ……………『機神』p54、『R&R』Vol.108
エメラルド陶片 ……………『混沌』p77、『R&R』Vol.140
エルダーチャリス ………………………………『原初』p58
エルトダウン・シャーズ ………………………『混沌』p77
大いなる聖杯 ……………………………………『時空』p32
大いなる秘法 ………………『機神』p54、『R&R』Vol.108
おぞましいマスコット ………………………『邪神』p253
恐るべき魔法生物 …………………………『R&R』Vol.145
鬼太鼓 …………………………………………『黒剣』ｐ271
陰陽霊符 …………………………………………『四神』ｐ63
カースドジュエル …………………………『R&R』Vol.145



ガールン断章 ………………『混沌』p77、『R&R』Vol.141
開拓者の杖 …………………………………『R&R』Vol.135
風袋 ……………………………………………『黒剣』ｐ271
喰霊カメラ …………………………………『R&R』Vol.130
希少契約獣 ………………………………………『神魂』ｐ52
奇跡のロザリオ …………………………………『機神』p54
究極の魔法生物 ……………………………『R&R』Vol.149
強化型モバイル …………………………………『原初』p58
強化攻性式神 ……………………………………『四神』ｐ63
強化式神 …………………………………………『原初』p57
強化魔弾拳銃 ……………………………………『四神』ｐ63
強襲用スマートフォン ……………………『R&R』Vol.143
金枝篇 ………………………『混沌』p77、『R&R』Vol.140
グラーキの黙示録 …………『混沌』p77、『R&R』Vol.141
クリスタルスカル ………………………………『時空』p32
グリモワール …………………………………『基本』ｐ124
クロノスシザー ……………………………『R&R』Vol.135
幻獣の頭骨 ………………………………………『原初』p58
幻想契約獣 …………………………………『R&R』Vol.123
高位式神 …………………………………………『四神』ｐ63
高位術式符 ………………………………………『神魂』ｐ52
高位神格獣 …………………………………『R&R』Vol.123
黄衣の王 …………………………………………『混沌』p78
高位魔弾拳銃 ……………………………………『四神』ｐ63
攻性式神 …………………………………………『四神』ｐ63
降魔錫杖 …………………………………………『原初』p57
蝙蝠傘 ……………………………………………『機神』p54
護衛用ゴーレム …………………………………『時空』p32
護神霊符 …………………………………………『四神』ｐ63
古代の楽器 ………………………………………『時空』p32
言魂の弓 …………………………………………『神魂』ｐ52
ザ・クリエイター …………………………『R&R』Vol.138
ザ・デトネイター …………………………『R&R』Vol.138
ザンツゥー陶片 ……………『混沌』p77、『R&R』Vol.141
サンの七秘聖典 …………………………………『混沌』p78
屍食経典儀 …………………『混沌』p77、『R&R』Vol.140
七秘の聖典 ………………………………………『機神』p55
邪眼グローブ …………………………………『邪神2』p258
守護神格 ……………………………………『R&R』Vol.149
呪言の巻物 ……………………………………『邪神2』p258
術式符 ……………………………………………『神魂』ｐ52
術式モバイル ……………………………………『原初』p56
呪物人形 …………………………………………『原初』p56
召喚電脳銃 ………………………………………『神魂』ｐ52
上級霊符 …………………………………………『四神』ｐ63
死霊英雄 …………………………………………『原初』p58
死霊戦鬼 ……………………………………『R&R』Vol.125
死霊戦士 …………………………………………『原初』p56
神威タブレット …………………………………『原初』p58
神将 ………………………………………………『原初』p58
人皮禁書 ……………………………………『R&R』Vol.147
神秘の勾玉 ………………………………………『時空』p32
神秘の巻物 ………………………………………『原初』p57
森羅の宝珠 ………………………………………『機神』p55
神力楽器 ………………………………………『基本』ｐ124
神力コンパクト ………………………………『邪神』p252
水神クタアト ……………………………………『混沌』p78
聖遺物の断片 ………………………………『R&R』Vol.147
精霊楽器 …………………………………………『原初』p57
石碑の人々 …………………『混沌』p77、『R&R』Vol.140
ゼバオトの指輪 …………………………………『機神』p55
セフィロトスクロール …………………………『時空』p32
セラエノ断章 ……………………………………『混沌』p78
戦術用スマートフォン ……………………『R&R』Vol.145
善童鬼 …………………………………………『黒剣』ｐ271
象牙の書 …………………………………………『混沌』p78
ソウルアンカー ……………………………『R&R』Vol.138
太古の神鏡 ………………………………………『原初』p58
退魔念珠 …………………………………………『機神』p54
多重詠唱機 ………………………………………『機神』p55
多重世界の輝石 …………………………………『機神』p54
ディバインウェポン ………………………『R&R』Vol.143
ディバインブースター ……………………『R&R』Vol.147
デジタルブラスター ……………………………『時空』p32
弟子の箒 ……………………………………『R&R』Vol.135
伝承契約獣 …………………………………『R&R』Vol.123
伝説のマスコット …………………………『R&R』Vol.149
電脳召喚銃 …………………………………『R&R』Vol.123
伝来の写本 ………………………………………『熾火』p16
伝来の魔境 ………………………………………『原初』p56
時の砂時計 ………………………………………『原初』p57
刻の秘密 …………………………………………『原初』p58
特殊契約獣 ………………………………………『神魂』ｐ52
ナコト写本 ………………………………………『混沌』p78
ネクロノミコン …………………………………『混沌』p78
発動体 …………………………………………『基本』ｐ124
破魔の大幣 …………………………………『R&R』Vol.125
ハングドワイア ……………………………『R&R』Vol.123
秘伝の巻物 ………………………………………『原初』p57
秘伝霊符 …………………………………………『四神』ｐ63
秘宝の指輪 ………………………………………『機神』p54
祓魔のロザリオ …………………………………『原初』p56
ヘカテの水銀 ……………………………………『機神』p55
防衛用スマートフォン ……………………『R&R』Vol.143
暴虐の鞄 …………………………………………『機神』p55
宝鐸 ………………………………………………『時空』p32
ホーリーシンボル ……………………………『基本』ｐ124
ポナペ教典 …………………『R&R』Vol.141、『混沌』p77
禍祓いの大幣 ………………………………『R&R』Vol.130

マギジュエル …………………………………『基本』ｐ124
マジカルコンパウンド …………………………『原初』p56
マジカルマスケット ………………………『R&R』Vol.143
魔術師の杖 …………………………………『R&R』Vol.130
魔術タブレット …………………………………『原初』p56
魔術武装 ……………………『機神』p54、『R&R』Vol.108
魔術用タクト …………………………………『邪神』p252
魔女の使い魔 ……………………………………『時空』p32
魔法生物 ………………………………………『基本』ｐ124
魔法のステッキ ………………………………『邪神』p253
ミスティックアームズ ……………………『R&R』Vol.123
ミスティックタロット ………………………『邪神』p253
身悶えのポエム帖 ……………………………『邪神2』p258
無名祭祀書 ………………………………………『混沌』p78
迷宮の護符 ………………………………………『機神』p55
モバイル ………………………………………『基本』ｐ124
金枝の魔杖 ………………………………………『原初』p58
勇敢なマスコット ………………………………『原初』p57
妖蛆の秘密 ………………………………………『混沌』p78
螺湮城本伝 ………………………………………『混沌』p78
ルーンメダル ……………………………………『原初』p56
霊威時計 …………………………………………『原初』p56
霊威爆弾 …………………………………………『原初』p57
霊威ミサイル ………………………………『R&R』Vol.125
霊光の大幣 ………………………………………『機神』p55
霊光の指輪 …………………………………『R&R』Vol.130
霊陣炉 ………………………………………『R&R』Vol.149
霊奪カメラ …………………………………『R&R』Vol.125
霊力火砲 …………………………………………『原初』p57
霊力楽器 …………………………………………『神魂』ｐ52
霊力機関銃 ………………………………………『機神』p54
霊力剣 …………………………………………『邪神』p252
霊力光輪 ……………………………………『R&R』Vol.123
霊力銃 ……………………………………………『神魂』ｐ52
霊力封印石 …………………………………『R&R』Vol.123
霊力連装砲 ………………………………………『原初』p58
歴戦のマスコット …………………………『R&R』Vol.145
ロルロージュ ………………………………『R&R』Vol.138
ロルロージュ ･ドゥ ･リュヌ ……………『R&R』Vol.147
渡し守のランタン …………………………『R&R』Vol.135

武装システム
SLS……………………………………………『基本』ｐ123
悪鬼の暴露 ………………………………………『混沌』p79
圧縮霊力 …………………………………………『原初』p51
一触両断 ………………………………………『基本』ｐ119
移動魔法陣 ………………………………………『原初』p59
茨の鋲 …………………………………………『基本』ｐ120
威力浸透 ………………………………………『基本』ｐ119
岩返し …………………………………………『基本』ｐ120
唸る刃 ……………………………………………『原初』p45
羽毛の刃 …………………………………………『原初』p45
詠唱強化 ………………………………………『基本』ｐ125
エンブレム ………………………………………『原初』p55
延命の秘密 ………………………………………『混沌』p80
大型化 ……………………………………………『原初』p55
斧の霊力 ………………………………………『基本』ｐ118
外殻 ……………………………………………『基本』ｐ121
回復強化 ………………………………………『基本』ｐ125
輝く刀身 ………………………………………『基本』ｐ115
輝く穂先 ………………………………………『基本』ｐ117
輝く刃 ……………………………………………『原初』p49
鉤改造 ……………………………………………『原初』p47
拡散魔法陣 ………………………………………『原初』p59
加護の刻印 ……………………………………『基本』ｐ119
加速照準 ………………………………………『基本』ｐ123
片手特化 …………………………………………『原初』p45
結界砕き ………………………………………『基本』ｐ125
金縛り ……………………………………………『混沌』p80
兜割り …………………………………………『基本』ｐ115
岩石招来 ………………………………………『基本』ｐ121
貫通強化 …………………………………………『原初』p47
貫通効果 …………………………………………『原初』p55
貫通増強 …………………………………………『原初』p47
記憶の霧 …………………………………………『混沌』p79
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シールドソー ……………………………………『原初』p64
シールドパペット …………………………『R&R』Vol.141
七難護符 …………………………………………『時空』p35
七難護符 ……………………………………『R&R』Vol.145
疾風の鉄鞘 …………………『R&R』Vol.145、『時空』p35
祝福の十字架 ……………………………………『時空』p34
守護識神 …………………………………………『熾火』p17
上級式鬼 …………………………………………『時空』p36
迅雷の鉄鞘 …………………『時空』p36、『R&R』Vol.149
スクトゥム ……………………………………『基本』ｐ130
スパルタンシールド ……………………………『時空』p36
戦闘媒体 …………………………………………『熾火』p17
増強媒体 ……………………『時空』p35、『R&R』Vol.147
力の篭手 …………………………………………『原初』p64
ティンベー ………………………………………『時空』p34
データベースコンプ ………『時空』p35、『R&R』Vol.149
鉄環 …………………………………………『R&R』Vol.141
鉄鞘 …………………………『R&R』Vol.140、『時空』p34
デュエリングシールド …………………………『原初』p64
闘士の篭手 ……………………………………『基本』ｐ130
特製の鞘 …………………………………………『時空』p36
ナイトシールド …………………………………『原初』p64
ナザールシールド ……………………………『基本』ｐ130
呪いの操り人形 ……………『時空』p36、『R&R』Vol.149
バックラー ………………………………………『原初』p64
八卦鏡 ……………………………………………『時空』p34
疾抜の鉄鞘 …………………………………『R&R』Vol.143
パルマ ……………………………………………『時空』p34
蛮牌 ………………………………………………『時空』p34
ヒーターシールド ……………………………『基本』ｐ130
不屈の盾 ………………………………………『基本』ｐ130
ブレードホルダー …………『時空』p35、『R&R』Vol.145
ヘイトチャージ ……………『R&R』Vol.143、『時空』p34
補助媒体 …………………………………………『熾火』p17
ボディブンカー ………………………………『基本』ｐ130
マインドアンカー ………………………………『時空』p36
マスコットの親友 …………………………『R&R』Vol.141
マスコットの仲間 …………………………『R&R』Vol.140
マニカ …………………………………………『基本』ｐ130



魔法生物の戦友 ……………『時空』p35、『R&R』Vol.147
魔法生物の友 ………………『時空』p34、『R&R』Vol.143
魔法生物の仲間 …………………………………『熾火』p17
魔力の篭手 ………………………………………『原初』p64
ミラーシールド ………………………………『基本』ｐ130
ムレータ …………………………………………『原初』p64
ランタンシールド ………………………………『時空』p36
霊壁の指輪 …………………………………『R&R』Vol.140
霊力偏向シールド ……………………………『基本』ｐ130

装飾
アクアマリンバンクル ……………………『R&R』Vol.140
アゲートバングル ………………………………『熾火』p17
アシストボディアーマー ………………………『機神』p59
阿修羅帳 …………………………………………『神魂』ｐ54
アダマティンジャケット …………………『R&R』Vol.141
暗視眼鏡 ………………………………………『基本』ｐ131
アンダーボディアーマー ……………………『基本』ｐ132
異界のサークレット ……………………………『機神』p59
いらたか数珠 ………………『原初』p67、『R&R』Vol.116
印籠 ……………………………………………『邪神』p255
ウェアラブル端末 ………………………………『機神』p59
ウォレットチェーン ……………………………『神魂』ｐ54
宇賀神の護符 …………『R&R』Vol.124、『凶歌譚』p245
保食の稲穂 ……………『R&R』Vol.124、『凶歌譚』p247
腕輪念珠 ……………………………………『R&R』Vol.141
ウレキサイトバンクル ……………………『R&R』Vol.140
詠唱ヘッドホン …………………………………『神魂』ｐ54
英知の指輪 …………………『原初』p65、『R&R』Vol.116
英雄のカメオ ………………『原初』p67、『R&R』Vol.116
干支人形 ………………『R&R』Vol.124、『凶歌譚』p243
絵馬 ……………………『R&R』Vol.124、『凶歌譚』p242
縁結び …………………『R&R』Vol.124、『凶歌譚』p244
黄金のカフリンクス ………『原初』p65、『R&R』Vol.116
オシャレな時計 ………………………………『基本』ｐ131
オブシディアンバングル ………………………『熾火』p17
お守り …………………………………………『基本』ｐ131
外部式ALU ……………………………………『機神』p59
怪力リスト …………………『R&R』Vol.143、『時空』p37
格闘用ブーツ ………………『時空』p37、『R&R』Vol.145
滑空マント ………………………………………『機神』p59
仮面 ……………………………………………『基本』ｐ132
唐草の衣 ………………『R&R』Vol.124、『凶歌譚』p248
土器 ……………………『R&R』Vol.124、『凶歌譚』p243
カンフーシューズ ……………………………『基本』ｐ132
強化型ALU ……………………………………『機神』p60
強化弾倉 ……………………『原初』p67、『R&R』Vol.116
九頭龍の玉 ……………『R&R』Vol.124、『凶歌譚』p247
黒紋付羽織 ……………『R&R』Vol.124、『凶歌譚』p245
結晶ベルト …………………『時空』p37、『R&R』Vol.147
結晶リスト …………………『時空』p37、『R&R』Vol.145
血蟲環 ………………………………………『凶歌譚』p244
ケブラーヘッド ………………………………『基本』ｐ131
賢者のペアピン ……………『原初』p65、『R&R』Vol.116
幻獣エクステ ………………『原初』p67、『R&R』Vol.116
幻想灯 ………………………『時空』p38、『R&R』Vol.147
幸運のミサンガ ……………『原初』p65、『R&R』Vol.116
小型召喚器 …………………『原初』p66、『R&R』Vol.116
護鬼 ……………………………………………『黒剣』p268
護身のお守り ………………『R&R』Vol.143、『時空』p37
御陵守り ………………『R&R』Vol.124、『凶歌譚』p247
酸素供給装置 ……………………………………『機神』p60
ジェットシューズ ………………………………『神魂』ｐ54
ジェットブーツ …………………………………『機神』p60
識別ゴーグル ………………………………『邪神2』ｐ259
士道の下緒 …………………………………『R&R』Vol.143
士道の下緒 ………………………………………『時空』p37
注連縄 …………………『R&R』Vol.124、『凶歌譚』p243
ジャケット ……………………………………『基本』ｐ131
邪視眼鏡 …………………… 『原初』p67『R&R』Vol.116
術式アンクレット ………… 『原初』p66『R&R』Vol.116
術式眼鏡 …………………………………………『機神』p59
呪力の腕輪 ………………………………………『機神』p60
召喚カード ………………………………………『神魂』ｐ54
召喚時計 ……………………『時空』p38、『R&R』Vol.147
神威灯 ………………………『時空』p38、『R&R』Vol.151
神威の下緒 …………………『時空』p38、『R&R』Vol.151
神威のヘアピン ……………『原初』p67、『R&R』Vol.116
神器の鞘 …………………………………………『神魂』ｐ54
神玉の腕輪 …………………『時空』p38、『R&R』Vol.151
神通布 ……………………………………………『神魂』ｐ54
神秘のカメオ ………………『原初』p66、『R&R』Vol.116
神秘の黒帯 ………………………………………『時空』p38
神秘の黒帯 …………………………………『R&R』Vol.151
神秘の根付 …………………………………『R&R』Vol.140
神秘の弓懸 ……………………………………『黒剣』p268
ストラ ……………………………………………『原初』p65
聖銀の腕輪 …………………『原初』p65、『R&R』Vol.116
セフィラグラス ……………『時空』p38、『R&R』Vol.147
戦術強化ヘルム …………………………………『機神』p60
装甲ネクタイ ……………… 『原初』p66『R&R』Vol.116
ソロモンの楽器 ………………………………『邪神』p255
大黒小槌 ………………『R&R』Vol.124、『凶歌譚』p246
退魔の腕章 …………………………………『R&R』Vol.141
宝船 ……………………『R&R』Vol.124、『凶歌譚』p248
タクティカルブーツ …………………………『基本』ｐ132
タクティカルホルスター ……………………『基本』ｐ132

弾帯 …………………………………………『R&R』Vol.141
提灯 ……………………『R&R』Vol.124、『凶歌譚』p242
鍔眼帯 …………………………………………『邪神』p254
デジタルグラス …………………………………『時空』p37
デジタルグラス ……………………………『R&R』Vol.145
天神の護り ……………『R&R』Vol.124、『凶歌譚』p246
電脳眼鏡 …………………………………………『神魂』ｐ54
伝来胴衣 …………………………………………『熾火』p17
頭部装具 ………………………………………『基本』ｐ132
特殊弾倉 ……………………『原初』p66、『R&R』Vol.116
ハイテクシューズ ……………………………『基本』ｐ132
白山の札 ………………『R&R』Vol.124、『凶歌譚』p246
爆進長靴 …………………………………………『機神』p60
破邪の銀鎖 …………………『原初』p66、『R&R』Vol.116
八幡神札 ………………『R&R』Vol.124、『凶歌譚』p248
パワーベルト …………………………………『基本』ｐ132
パワーリスト …………………………………『基本』ｐ131
飛翔シューズ ……………………………………『機神』p59
変異リスト …………………『原初』p67、『R&R』Vol.116
宝玉の腕輪 …………………『時空』p37、『R&R』Vol.145
宝石の指輪 ………………………………………『機神』p60
ホルダースリング …………………………『R&R』Vol.140
梵字リング ………………………………………『神魂』ｐ54
勾玉の腕輪 ……………………………………『基本』ｐ131
勾玉の首飾り ………………『原初』p65、『R&R』Vol.116
まじかるハット ………………………………『邪神』p254
マジックスニーカー …………………………『基本』ｐ131
マジックリング …………………………………『機神』p59
魔人ベルト ………………………………………『時空』p38
魔神リスト ………………………………………『時空』p38
招き猫 …………………『R&R』Vol.124、『凶歌譚』p242
魔力の瞳 ……………………『原初』p65、『R&R』Vol.116
妙童鬼 …………………………………………『黒剣』p268
モノクルディスプレイ …………………………『機神』p59
モノノケ耳 ……………………………………『邪神』p255
紋付訪問着 ……………『R&R』Vol.124、『凶歌譚』p245
勇気の証 …………………………………………『機神』p59
妖力パーカー ………………『原初』p66、『R&R』Vol.116
竜鱗の指輪 ………………………………………『機神』p60
霊威シューズ ………………『原初』p66、『R&R』Vol.116
霊威灯 ………………………『R&R』Vol.143、『時空』p37
霊威の下緒 ………………………………………『時空』p38
霊威のリボン ………………『原初』p67、『R&R』Vol.116
霊威ベルト …………………『原初』p67、『R&R』Vol.116
霊毛エクステ ………………『原初』p66、『R&R』Vol.116
霊毛ネクタイ ………………『原初』p66、『R&R』Vol.116
霊毛の帯 ……………………『原初』p65、『R&R』Vol.116
霊毛パーカ …………………『原初』p67、『R&R』Vol.116
霊紋偽造ツール ……………………………『凶歌譚』p244
霊紋ワッペン ………………………………『R&R』Vol.116
霊力封入ボール …………………………………『神魂』ｐ54
霊力ベルト ……………………………………『基本』ｐ132
霊力偏光グラス ……………………………『邪神2』ｐ259
霊力マント ……………………………………『邪神』p254
霊力モバイル …………………………………『基本』ｐ132
霊力リスト ……………………………………『基本』ｐ131
ローラーギア ……………………………………『機神』p60
ロケットベルト ……………………………『邪神2』ｐ259

常備
アクセサリー ………………『機神』p61、『R&R』Vol.117
アルハザードのランプ …………………………『混沌』p82
異食体質 …………………………………………『四神』ｐ67
エルダーサイン …………………………………『混沌』p82
黄金一本分の宝 …………………………………『四神』ｐ69
おしゃれな服 …………………………………『基本』ｐ133
隠れ家 …………………………………………『基本』ｐ133
かばん …………………………………………『基本』ｐ133
壁歩き ……………………………………………『四神』ｐ68
カメラ …………………………………………『基本』ｐ133
着替え …………………………………………『基本』ｐ133
基地 ………………………………………………『四神』ｐ66
キャンピングカー …………『機神』p61、『R&R』Vol.117
救急セット ……………………………………『基本』ｐ134
休息領域 …………………………………………『神魂』ｐ56
共存者 ……………………………………………『四神』ｐ69
携帯ゲーム …………………『機神』p61、『R&R』Vol.117
化粧道具 ………………………………………『基本』ｐ133
月石の青龍 ………………………………………『神魂』ｐ56
幻影能力 …………………………………………『機神』p62
幻覚能力 …………………………………………『四神』ｐ68
後援団体 …………………………………………『四神』ｐ66
高級住居 ………………………………………『基本』ｐ134
神々しい美貌 ……………………………………『四神』ｐ68
高性能霊力計 ……………………………………『機神』p62
高速移動 …………………………………………『四神』ｐ67
根源的恐怖 ………………………………………『四神』ｐ68
視界装置 …………………………………………『機神』p62
施設 ……………………………………………『基本』ｐ134
自転車 …………………………………………『邪神』p257
自動車 …………………………………………『基本』ｐ133
自動二輪 ………………………………………『基本』ｐ133
住居 ……………………………………………『基本』ｐ134
従業員 ……………………………………………『四神』ｐ66
呪符 ……………………………………………『基本』ｐ134
小妖精 ……………………………………………『四神』ｐ66
神器の化身 ………………………………………『四神』ｐ67

神社 ………………………………………………『四神』ｐ66
伸縮部位 …………………………………………『四神』ｐ67
深蒼石の黄龍 ……………………………………『神魂』ｐ56
神鳥の瞳 …………………………………………『機神』p62
心霊カメラ ……………………………………『基本』ｐ134
心霊手術具 ………………………………………『四神』ｐ66
水晶球 ………………………『機神』p61、『R&R』Vol.117
スパイグッズ …………………………………『基本』ｐ133
船舶 ………………………………………………『四神』ｐ66
大規模結界 ………………………………………『機神』p62
体色変化 …………………………………………『四神』ｐ67
太陽石の朱雀 ……………………………………『神魂』ｐ56
調合キット …………………『機神』p61、『R&R』Vol.117
超軟体 ……………………………………………『四神』ｐ68
追加部位 …………………………………………『四神』ｐ67
邸宅・屋敷 ……………………………………『邪神』p257
停滞キューブ ……………………………………『混沌』p82
転移能力 …………………………………………『機神』p62
天候変化 …………………………………………『四神』ｐ69
電磁干渉 …………………………………………『四神』ｐ69
天上の音曲 ………………………………………『四神』ｐ69
搭載可能 …………………………………………『四神』ｐ68
動物変化 …………………………………………『四神』ｐ67
特殊車輌 …………………………………………『機神』p62
特殊毒素 …………………………………………『四神』ｐ69
虎の瞳 …………………………………………『基本』ｐ134
乳石の白虎 ………………………………………『神魂』ｐ56
配下の妖怪 ………………………………………『四神』ｐ68
美味礼賛 …………………………………………『四神』ｐ69
百鬼夜行図 …………………『機神』p61、『R&R』Vol.117
憑依の異能 ………………………………………『四神』ｐ68
フックロープ ………………『機神』p61、『R&R』Vol.117
浮遊能力 …………………………………………『機神』p62
分離可能 …………………………………………『四神』ｐ67
ヘリコプター ……………………………………『四神』ｐ66
防寒着 ………………………『機神』p61、『R&R』Vol.117
豊穣媒体 …………………………………………『四神』ｐ68
水着 …………………………『機神』p61、『R&R』Vol.117
無力化兵器 ………………………………………『機神』p62
モバイル ………………………………………『基本』ｐ133
社・祠 …………………………………………『邪神』p257
夢使い ……………………………………………『四神』ｐ67
妖力念話 …………………………………………『四神』ｐ69
予知の異能 ………………………………………『四神』ｐ68
緑石の玄武 ………………………………………『神魂』ｐ56
霊威衝 ……………………………………………『神魂』ｐ56
霊気感知 …………………………………………『神魂』ｐ56
霊光放出 …………………………………………『神魂』ｐ56
霊糸の繭 …………………………………………『四神』ｐ66
霊鳥の羽 ………………………………………『基本』ｐ134
礼服 …………………………『機神』p61、『R&R』Vol.117
霊木ベッド ……………………………………『基本』ｐ134
霊毛シュラフ …………………………………『基本』ｐ134
霊薬作用 …………………………………………『四神』ｐ69
霊薬セット ……………………………………『基本』ｐ134
霊力計 ……………………………………………『機神』p62
霊力手袋 ………………………………………『基本』ｐ134
霊力転移 …………………………………………『神魂』ｐ56
霊力分体 …………………………………………『四神』ｐ67
録音機器 ………………………………………『基本』ｐ133

消耗
青の章 ……………………………………………『神魂』ｐ55
紅の章 ……………………………………………『神魂』ｐ55
アムリタ ………………………………………『基本』ｐ136
イブン＝ハジの粉末 ……………………………『混沌』p82
英知の秘薬 ………………『R&R』Vol.149『基本』ｐ136
栄養カプセル ……………………………………『原初』p68
エキストラ …………………………………『R&R』Vol.141
エリクシル剤 …………………………………『基本』ｐ136
黄金の蜂蜜酒 ……………………………………『混沌』p82
おちみず ………………………………………『基本』ｐ135
お弁当 …………………………………………『邪神』p256
御神酒 ………………………………………『凶歌譚』p253
おみくじ ………………『R&R』Vol.124、『凶歌譚』p249
外食 …………………………………………『R&R』Vol.140
怪力の秘薬 ………………『R&R』Vol.149『黒剣』ｐ269
影人形 ………………………………………『凶歌譚』p249
影符 ……………………………………………『邪神』p256
河童の妙薬 ……………………………………『黒剣』ｐ269
神殺しの塵 ………………………………………『混沌』p82
カロリーブロック ……………………………『基本』ｐ135
簡易フーム ……………………………………『基本』ｐ136
偽造戸籍 …………………………………………『四神』ｐ65
黍団子 …………………………………………『黒剣』ｐ269
機敏の秘薬 ………………『R&R』Vol.149『基本』ｐ135
狂化エーテル ……………………………………『神魂』ｐ55
ギリシアの火 ……………………………………『神魂』ｐ55
金枝の楔 ………………………………………『基本』ｐ135
銀丹 ……………………………………………『基本』ｐ136
黒の章 ……………………………………………『神魂』ｐ55
結界符 ………………………………………『凶歌譚』p250
高級外泊 ……………………………………『R&R』Vol.141
高級料理 ……………………………………『R&R』Vol.141
攻式符 ……………………………………………『四神』ｐ65
五石散 …………………………………………『基本』ｐ136
護符 …………………………………………『凶歌譚』p253
独楽 ……………………『R&R』Vol.124、『凶歌譚』p251



式神符 …………………………………………『基本』ｐ135
七福神符 ………………『R&R』Vol.124、『凶歌譚』p254
支配血清 …………………………………………『混沌』p82
修復素材 …………………………………………『原初』p68
宿泊施設 ……………………………………『R&R』Vol.140
白の章 ……………………………………………『神魂』ｐ55
神鏡 …………………………………………『凶歌譚』p253
神具オオカムヅミ ………………………………『四神』ｐ65
神具クロミカズラ ………………………………『四神』ｐ65
神具ユツツナクシ ………………………………『四神』ｐ65
神便鬼毒酒 ……………………………………『黒剣』ｐ269
随神 ……………………『R&R』Vol.124、『凶歌譚』p254
スラー酒 ………………………………………『基本』ｐ136
清浄薬 ……………………………………………『神魂』ｐ55
聖水 ……………………………………………『基本』ｐ135
聖餅 ………………………………………………『原初』p68
属性強化剤 ………………………………………『神魂』ｐ55
タクシー ……………………………………『R&R』Vol.140
弾霊符 ………………………………………『邪神2』ｐ260
力餅 ……………………『R&R』Vol.124、『凶歌譚』p249
追尾香 ……………………………………………『四神』ｐ65
使い捨て呪物 …………………………………『基本』ｐ135
天狗の握り飯 ……………………………………『原初』p68
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天斑馬 ………………………………………『R&R』Vol.146
アマビエ …………………『四神』ｐ99、『R&R』vol.133
網切 …………………………………………『R&R』Vol.142
雨神 ………………………『四神』ｐ107、『R&R』vol.133
アメミット …………………………………『R&R』Vol.146
荒覇吐 …………………………………………『機神』p103
アリエル …………………………………………『混沌』p97
アルゴス ……………………………………『R&R』Vol.148
アルミラージ ……………………………………『時空』p94
アルラウネ ………………『機神』p101、『R&R』Vol.115
イーリディーム …………………………………『混沌』p94
イオド ……………………………………………『混沌』p95
イクチ ……………………………………………『時空』p85
イシス ……………………………………………『混沌』p96
イスの偉大なる種族 ……………………………『混沌』p91
異星の精 …………………『四神』ｐ108、『R&R』vol.133
イタクァ …………………………………………『混沌』p99
一目入道 ……………………………………『R&R』vol.144
一目連 ……………………………………………『四神』ｐ99
一反木綿 …………………………………………『神魂』ｐ74
イヅナ …………………………………………『基本』ｐ220
イツマデ ………………………………………『基本』ｐ221
井戸神 ……………………『四神』ｐ107、『R&R』vol.133
古のもの …………………………………………『混沌』p90
犬神 ………………………『四神』ｐ97、『R&R』vol.133
射貫く英魂 ………………………………………『時空』p93
異能者 ……………………『熾火』p118、『R&R』vol.122
インキュベーター ……………………………『基本』ｐ232
インキュベーター・コマンド …………………『時空』p97
インキュベーター・チーフ ……………………『時空』p96
一本ダタラ ………………………………………『神魂』ｐ67
ヴァンパイア ………………………………『R&R』vol.144
ヴィゾフニル …………………………………『原初』p113
ヴェーダラ ……………………………………『原初』p110
於上不葺御門 ……………………………………『神魂』ｐ73
魚人 ………………………………………………『神魂』ｐ66
ヴォルヴァドス …………………………………『混沌』p96
動く甲冑 …………………………………………『時空』p90
後神 …………………………………………『R&R』Vol.148
宇宙からの色 ……………………………………『混沌』p91
姑獲鳥 ……………………『四神』ｐ97、『R&R』vol.128
海坊主 ……………………………………………『神魂』ｐ81
温羅 ………………………………………………『神魂』ｐ67
雲外鏡 …………………………………………『基本』ｐ226
英傑 ………………………………………………『時空』p83
英魂の影 …………………………………………『時空』p93
エンプーサ ……………………………………『基本』ｐ233
煙羅煙羅 …………………『熾火』p124、『R&R』vol.122
黄金蟲 …………………………………………『基本』ｐ222
応龍 …………………………………………『R&R』Vol.148
大猪 ………………………………………………『機神』p97
大型無人機 ……………………………………『機神』p102
大蝦蟇 ……………………『神魂』ｐ68、『R&R』Vol.109
大口真神 …………………………………………『神魂』ｐ69
大首 ……………………………………………『四神』ｐ100
大入道 ………………………………………『R&R』Vol.146
オーパーツ兵 ……………………………………『時空』p91
大百足 …………………………………………『原初』p105
送り犬 ……………………………………………『神魂』ｐ68
長壁 ……………………………………………『四神』ｐ103
オシラサマ ………………………………………『神魂』ｐ72
堕ちた人造神器 …………………………………『神魂』ｐ75
堕ちた女神 …………………………………『R&R』Vol.148
鬼 ………………………………………………『基本』ｐ219
鬼熊 ………………………………………………『神魂』ｐ69
鬼火 ………………………………………………『神魂』ｐ76
鬼一口 ………………………………………『R&R』vol.144
朧車 ………………………………………………『神魂』ｐ75
けらけら女 ……………………………………『四神』ｐ101
怨念 ……………………………………………『邪神』p271
陰摩羅鬼 …………………………………………『時空』p92
怨霊 …………………………………………『R&R』Vol.109
怨霊蟲 ……………………………………………『神魂』ｐ70
怪哉 ………………………………………………『四神』ｐ98
カイチ …………………………………………『邪神2』p270
怪蟲人 ……………………………………………『神魂』ｐ70
開明獣 ……………………………………………『時空』p95
怪力怨霊 ………………………………………『四神』ｐ105

混血種 ……………………………………………『混沌』p84
混沌の悪夢 ……………………………………『熾火』p114
混沌の仔山羊 …………………………………『四神』ｐ109
混沌の卵 …………………『熾火』p125、『R&R』vol.128
最高傑作 ………………………………………『基本』ｐ223
最新鋭空母 ……………………………………『原初』p109
ザイトル・クァエ ………………………………『混沌』p91
サイボーグ ……………………………………『基本』ｐ227
逆柱 ……………………………………………『基本』ｐ225
座敷童 ……………………………………………『神魂』ｐ78
サスカッチ ………………………………………『時空』p95
ザックーム ……………………………………『原初』p107
殺人鬼 ……………………『熾火』p118、『R&R』vol.122
座天使 …………………………………………『原初』p113
覚（人型） ……………………………………『邪神2』p264
覚（植物） …………………………………『R&R』Vol.142
サニド ……………………………………………『混沌』p89
サラマンダー …………………………………『機神』p106
三尸 ………………………『熾火』p120、『R&R』vol.128
山神 ……………………………………………『四神』ｐ101
山精 ………………………『四神』ｐ101、『R&R』vol.133
シームルグ ……………………………………『機神』p107
尸解仙 …………………………………………『原初』p110
屍獅子 ……………………『神魂』ｐ76、『R&R』Vol.109
屍人 ……………………………………………『基本』ｐ228
時空改竄者 ………………………………………『時空』p83
時空魔竜 …………………………………………『時空』p97
屍獣 ……………………………………………『機神』p104
次世代兵士 ……………………………………『機神』p103
七人岬 ……………………………………………『神魂』ｐ77
自動人形 ………………………………………『基本』ｐ227
死人憑 …………………………………………『熾火』p123
四不象 ……………………………………………『時空』p95
地盆蟲 ……………………………………………『時空』p87
ジャージーデビル ……………………………『原初』p114
邪神の落とし仔 …………………………………『混沌』p85
邪神の従者 ……………………………………『四神』ｐ109
鯱 ………………………………………………『基本』ｐ231
シャッガイ ………………………………………『混沌』p89
ジャック・オ・ランタン 『機神』p100、『R&R』Vol.115
邪魅 ……………………………………………『邪神2』p268
シャン ……………………………………………『混沌』p88
シャンタク鳥 ……………………………………『混沌』p87
獣魔 ………………………『原初』p102、『R&R』vol.122
熟練の魔法少女 …………………………………『神魂』ｐ66
守護霊 ……………………………………………『神魂』ｐ76
呪術師 …………………………………………『原初』p101
出世螺 ………………………………………『R&R』Vol.146
撞木の怪 …………………………………………『四神』ｐ98
鍾馗 ……………………………………………『原初』p111
しょうけら …………………………………『R&R』vol.122
しょうけら ……………………………………『熾火』p120
小神格 ……………………『原初』p112、『R&R』vol.122
情欲の魔性 ………………………………………『混沌』p94
精霊風 …………………………………………『四神』ｐ105
初期型アンドロイド ……『原初』p108、『R&R』vol.122
食屍鬼 ……………………………………………『混沌』p86
食人植物 ………………………………………『基本』ｐ224
ショゴス・ロード ………………………………『混沌』p85
女郎蜘蛛 …………………………………………『神魂』ｐ71
屍竜 ……………………………………………『機神』p105
死霊部隊 …………………『機神』p105、『R&R』Vol.115
死霊魔術師 ……………………………………『基本』ｐ229
シルキー …………………………………………『時空』p93
蜃 ………………………………………………『基本』ｐ231
神岩 …………………………………………『R&R』vol.144
神仙凶手 ………………………………………『四神』ｐ95、
神兎 …………………………………………『R&R』Vol.142
人面蛆 ……………………『邪神』p265、『R&R』Vol.109
人面痩 ……………………………………………『神魂』ｐ80
人狼 …………………………………………『R&R』Vol.142
水虎 ……………………………………………『基本』ｐ219
スカラベ …………………………………………『時空』p87
すなかけばばあ ……………………………『R&R』vol.128
砂かけ婆 ………………………………………『熾火』p121
スパルトイ ……………………………………『熾火』p122
スフィンクス …………………………………『原初』p109
スプライト ……………………………………『機神』p100
スペクター …………………………………『R&R』Vol.148
スペクトラル・ハンター ………………………『混沌』p92
聖務執行者 ………………………………………『機神』p95
石妖 ……………………………………………『四神』ｐ100
瀬戸大将 ………………………………………『四神』ｐ103
戦士の英魂 ………………『原初』p110、『R&R』vol.122
戦車 ……………………………………………『基本』ｐ227
戦術家 ……………………………………………『四神』ｐ94
戦闘員 ……………………『原初』p100、『R&R』vol.122
戦闘機 …………………………………………『原初』p109
戦闘ヘリ …………………『邪神』p270、『R&R』Vol.109
仙人 ………………………『原初』p107、『R&R』vol.122
千の顔を持つ月 …………………………………『混沌』p95
総帥狸 ………………………………………『R&R』Vol.146
相柳 ……………………………………………『邪神2』p271
ダイダラボッチ …………………………………『神魂』ｐ75
大天黄神 …………………………………………『神魂』ｐ81
大天狗 ………………………………………『R&R』vol.144
大蟷螂 …………………………………………『基本』ｐ223
退魔戦士 ………………………………………『基本』ｐ219
退魔部隊 …………………『邪神』p262、『R&R』Vol.109



多邇具久 ……………………………………『R&R』vol.144
狸囃子 ……………………………………………『四神』ｐ96
タロース ………………………………………『原初』p109
短剣の九十九神 …………………………………『時空』p90
断片の囚人 ……………………………………『基本』ｐ218
智天使 ………………………………………『R&R』Vol.148
血塗られた舌 …………………………………『混沌』p100
チャクライ ………………………………………『混沌』p94
チャコタ …………………………………………『混沌』p92
チュウチ …………………………………………『時空』p86
嘲笑する茫漠の獣 ……………………………『基本』ｐ233
超精鋭隊員 …………………………………『R&R』vol.128
超精鋭隊員 ………………………………………『四神』ｐ94
チョンチョン ……………………………………『時空』p96
塵人間 ……………………………………………『混沌』p92
鴆 …………………………………………………『時空』p85
ツァトゥグアの末裔 ……………………………『混沌』p99
塚人 ……………………………………………『基本』ｐ229
土蜘蛛 …………………………………………『原初』p104
ツチノコ ………………………………………『機神』p106
ツツガムシ ………………………………………『時空』p86
椿天女 ……………………………………………『神魂』ｐ73
ティラノサウルス ………………………………『時空』p85
ティンダロスの王 ………………………………『混沌』p87
手負い蛇 ………………………………………『四神』ｐ104
テスカトリポカ ………………………………『原初』p115
デスマスク ……………………………………『基本』ｐ228
鉄鼠 ………………………………………………『時空』p84
手長足長 …………………………………………『神魂』ｐ67
手の眼 ……………………『四神』ｐ105、『R&R』vol.133
デモンデッド ………………………………『R&R』Vol.146
天狗 ………………………『R&R』vol.128、『四神』ｐ107
天狐 ……………………………………………『基本』ｐ231
天使 ……………………………………………『原初』p106
電精 ………………………………………………『神魂』ｐ74
導師 ……………………………………………『原初』p101
どうもこうも …………………………………『四神』ｐ104
ドール ……………………………………………『混沌』p89
時の腐肉喰らい …………………………………『混沌』p98
特殊警護 ………………………………………『基本』ｐ218
特殊魂魄 …………………………………………『時空』p92
土地神 ……………………………………………『神魂』ｐ79
超常変異体 ………………………………………『機神』p99
トップエージェント ………………………『R&R』Vol.142
巴蛍 ………………………………………………『神魂』ｐ71
トライスフィア …………『機神』p102、『R&R』Vol.115
ドリュアス ……………………………………『機神』p101
泥田坊 ………………………………………『R&R』vol.144
なゐのかみ ………………………………………『神魂』ｐ71
ナタ ……………………………………………『原初』p107
七尋女 ……………………………………………『神魂』ｐ80
名もなき賢者 ……………………………………『時空』p83
ナンディ ………………………………………『原初』p112
肉吸い ……………………………………………『神魂』ｐ81
虹色に泡立つもの ……………………………『基本』ｐ233
人魚 ………………………………………………『神魂』ｐ78
人間兵器 ……………………………………『R&R』Vol.148
鵺 …………………………………………………『機神』p97
ぬらりひょん ……………………………………『神魂』ｐ81
塗壁 ………………………『R&R』vol.128、『四神』ｐ103
塗仏 ………………………『四神』ｐ99、『R&R』vol.133
猫又 ……………………………………………『基本』ｐ221
能天使 …………………………………………『原初』p106
ノーデンス ………………………………………『混沌』p97
ノスフェラトゥ ………………………………『原初』p111
野槌 ………………………『邪神』p266、『R&R』Vol.109
ノフ＝ケー ………………………………………『混沌』p86
呪いの楽器 ……………………………………『邪神2』p269
バースト …………………………………………『混沌』p87
ハーピー ………………………………………『原初』p102
白蔵主 ……………………『四神』ｐ97、『R&R』vol.133
白澤 ………………………『原初』p113、『R&R』vol.122
化け狸 ………………………………………『R&R』Vol.142
化け灯篭 ……………………………………『R&R』Vol.142
化け猫 ……………………『熾火』p119、『R&R』vol.122
橋姫 …………………………………………『R&R』vol.122
橋姫 ……………………………………………『四神』ｐ102
芭蕉精 ……………………………………………『時空』p89
ハスター ………………………………………『混沌』p100
畑怨霊 …………………………………………『四神』ｐ105
爬虫類人間 ………………………………………『混沌』p84
「果てへの門」の守護者 ……………………『原初』p115
埴輪戦士 ………………………………………『基本』ｐ226
バフォメット …………………………………『原初』p115
破滅の化身 ………………………………………『混沌』p85
ハルキゲニア ………………『機神』p98、『R&R』Vol.115
バロン ……………………………………………『時空』p95
反逆の魔法少女 ………………………………『原初』p101
ビジンサマ ………………………………………『時空』p89
歪みの魔女 ………………………………………『時空』p97
ひだる神 ………………………………………『機神』p105
筆頭騎士 ……………………………………『R&R』Vol.146
飛頭蛮 ………………………………………『R&R』Vol.142
人食い蟻 ………………………………………『邪神2』p266
人魂 ……………………………………………『機神』p104
ヒドラ ………………………………………『R&R』Vol.148
火鼠 …………………………『機神』p96、『R&R』Vol.115
飛縁魔 …………………………………………『基本』ｐ219
狒々 ………………………………………………『神魂』ｐ69

ヒプノス …………………………………………『混沌』p97
火間虫入道 ………………『四神』ｐ99、『R&R』vol.128
罷免達人 ……………………………………『R&R』vol.144
ビヤーキー ………………………………………『混沌』p88
ファラリスの雄牛 ……………………………『原初』p108
フェアリー ………………………………………『時空』p88
フォルネウス ………………………………『R&R』Vol.148
深きものの支配者 ………………………………『混沌』p99
武器の九十九神 …………………………………『時空』p91
不死司祭 …………………………………………『混沌』p95
不浄の猟犬 ……………………………………『機神』p109
扶桑樹の若木 ……………………………………『神魂』ｐ73
船魂 ………………………………………………『神魂』ｐ75
船幽霊 ……………………『四神』ｐ102、『R&R』vol.128
ブラックボックス ………『邪神』p269、『R&R』Vol.109
プロフェッショナル ……『熾火』p118、『R&R』vol.128
フンババ ………………………………………『原初』p113
文福茶釡 …………………………………………『四神』ｐ96
ペガサス ………………………………………『基本』ｐ230
べとべとさん ……………『熾火』p124、『R&R』vol.128
ベルータ ……………………………………『R&R』vol.144
封 …………………………『原初』p106、『R&R』vol.122
鳳凰 ………………………………………………『神魂』ｐ79
彭侯 ………………………………………………『時空』p88
冒涜的な粘獣 …………………………………『機神』p109
亡霊 ……………………………………………『基本』ｐ229
ボードレール …………………………………『機神』p101
木人 ………………………『邪神』p267、『R&R』Vol.109
炎をもたらすもの ……………………………『四神』ｐ109
ポルターガイスト ………『熾火』p122、『R&R』vol.122
舞首 ……………………………………………『機神』p105
マイナードラゴン ……………………………『機神』p107
マイナートリフィド ……………………………『混沌』p90
魔術王 ……………………………………………『時空』p83
魔術師 ………………………『機神』p95、『R&R』Vol.115
マシンドラゴン ………………………………『基本』ｐ227
マタンゴ …………………『邪神』p268、『R&R』Vol.109
マッドゴーレム …………『熾火』p122、『R&R』Vol.115
魔導の英魂 ……………………………………『原初』p111
魔法少女 ………………………………………『基本』ｐ218
魔法少女リーダー …………………………『R&R』Vol.142
豆狸 ………………………………………………『四神』ｐ96
丸蟲 ………………………………………………『時空』p87
マンドラゴラ …………………………………『基本』ｐ225
ミ＝ゴ ……………………………………………『混沌』p90
見えざる馬 ………………………………………『混沌』p87
蛟 …………………………………………………『神魂』ｐ69
密教司祭 …………………………………………『混沌』p85
御宕さま …………………………………………『神魂』ｐ73
無形の落胤 ……………………………………『四神』ｐ109
骸武者 …………………………………………『基本』ｐ228
無貌の悪鬼 ……………………………………『機神』p109
蟲使い …………………………………………『基本』ｐ223
ムシュマッヘ …………………………………『原初』p105
無人機 …………………………………………『機神』p102
無双兜 ……………………………………………『機神』p99
無貌の悪鬼 …………………………………『R&R』Vol.109
馬頭 ………………………………………………『機神』p95
魍鬼 ……………………………………………『基本』ｐ220
木人 …………………………………………『R&R』Vol.109
目目連 ……………………………………………『四神』ｐ98
モケーレ・ムベンベ …………………………『原初』p103
ヤード＝サダジ …………………………………『混沌』p97
夜行さん ………………………………………『邪神2』p263
瘦鬼 ………………………………………………『時空』p82
八咫烏 ……………………………………………『神魂』ｐ78
ヤ＝テ＝ベオ …………………………………『基本』ｐ225
山犬 ………………………『熾火』p119、『R&R』vol.128
山爺 ………………………………………………『時空』p89
ヤマビコ ………………………………………『基本』ｐ225
山姥 ………………………………………………『時空』p89
幽魚 ………………………………………………『機神』p96
幽霊屋敷 ……………………………………『R&R』Vol.148
雪女 …………………………………………『R&R』Vol.142
ユニコーン ………………『機神』p107、『R&R』Vol.115
妖狐 ………………………『邪神』p264、『R&R』Vol.109
妖樹 ……………………………………………『基本』ｐ224
妖蟲の群体 ……………………『機神』p98、『熾火』p115
幼鵬 ………………………………………………『神魂』ｐ79
ヨーウィー …………………『機神』p98、『R&R』Vol.115
ヨグ＝ソトース ………………………………『混沌』p100
夜雀 ……………………………………………『邪神』p263
夜泣き石 ……………………………………『R&R』Vol.142
黄泉軍 ……………………………………………『神魂』ｐ77
予母都志許売 ……………………………………『神魂』ｐ77
雷獣 ………………………………………………『機神』p99
来訪者 ……………………………………………『神魂』ｐ67
羅刹 ………………………………………………『四神』ｐ95
ラタトスク ……………………………………『基本』ｐ230
ラプラスの悪魔 …………………………………『時空』p97
ラルヴァ ……………………『基本』ｐ232、『熾火』p112
ラルヴァ・ウォーリア …『原初』p114、『R&R』vol.122
ラルヴァ・エンハンサー ……………………『四神』ｐ108
ラルヴァ・オルタナティブ ………………『R&R』Vol.142
ラルヴァ・キャスター …『機神』p108、『R&R』Vol.115
ラルヴァ・グラップラー ………………………『時空』p96
ラルヴァ・コンジャラー … 『原初』p114、『熾火』p116
ラルヴァ・サクリファイス …… 『熾火』p125、『R&R』
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