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アイテム オプション 

シャドーレージー 

既存 

[9]セット効果 

黒炎のカラクールタイム 18 秒減少、攻撃力 30%増加 / 

月のカーテンパーティーメンバーの闇属性増加量 8 増加、モンスター闇属性抵

抗減少値 8 増加 / 鬼影閃攻撃力 30%増加、無色キューブのかけら消耗量 1 増

加 / 

残影のケイガの鬼影閃追加ダメージ 200%増加 

変更 

[9]セット効果 

黒炎のカラ攻撃力 30%増加 / 黒炎剣クールタイム 18 秒減少 / 

月のカーテンパーティーメンバー闇属性増加量 8 増加、モンスター闇属性抵抗

減少値 8 増加 / 鬼影閃攻撃力 45%増加、無色キューブのかけら消耗量 1 増加 

領域の支配者 

既存 

[9]セット効果 

厄病のラサ物理防御力減少率 2%追加増加、生成間隔 30%減少、適用距離 30%

増加、中毒、暗黒出血レベル 6 増加、無色キューブのかけら消耗量 1 増加/結晶

のサヤ適用距離 30%増加、氷結レベル 6 増加、決定射程距離 50%増加/鬼剣鞭

大きさ 30%増加 

変更 

[9]セット効果 

厄病のラサ物理防御力減少率 2%追加増加、生成間隔 30%減少、適用距離 30%

増加、中毒暗黒、出血レベル 6 増加、無色キューブのかけら消耗量 1 増加 / 鬼

切り : 那落の引き返す機能追加 / 鬼剣鞭大きさ 30%増加 

黒炎の憑依 既存 

[3]セット効果 

残影のケイガ攻撃力 10%増加 / 

黒炎のカラクールタイム 15%減少、攻撃力 10%増加、持続時間 15%減少、MP

消耗量 50%減少 

  

[6]セット効果 

残影のケイガ攻撃力 15%増加 / 

黒炎のカラクールタイム 35%減少、攻撃力 25%増加、持続時間 20%減少 

  



 

4 

 

[9]セット効果 

残影のケイガ攻撃力 25%増加 / 

黒炎のカラクールタイム 50%減少、黒炎剣攻撃力 40%増加、持続時間 40%減

少 

変更 

[3]セット効果 

残影のケイガ攻撃力 10%増加 / 黒炎剣クールタイム 15%減少 / 黒炎のカラ攻

撃力 10%増加、MP 消耗量 50%減少 

  

[6]セット効果 

残影のケイガ攻撃力 15%増加、クリティカル攻撃力増加量 10%追加増加 / 黒

炎剣クールタイム 35%減少 / 黒炎のカラ攻撃力 25%増加 

  

[9]セット効果 

残影のケイガ攻撃力 25%増加 / 黒炎剣攻撃力 40%増加、クールタイム 50%減

少 

夜叉大将の降臨術法 

既存 

[3]セット効果 

カザンの力、知能増加量 75 追加増加、クールタイム 25%減少 

  

[9]セット効果 

結晶のサヤダメージ間隔 50%減少、決定生成個数 5 増加、決定再生性時間

50%減少、決定射程距離 30%増加、持続時間 35%減少、クールタイム 30%減

少、無色キューブのかけら消耗量 2 増加 

変更 

[3] セット効果 

カザンの力、知能増加量 75 追加増加 / 冷気のサヤ氷結確率 15%追加増加 

  

[9] セット効果 

鬼切り : 那落硬直時間 1 秒増加、最大打撃数 1 減少、突き上がる剣攻撃力

200%増加、爆発攻撃力 80%増加、無色キューブのかけら消耗量 2 増加 / 鬼切

り : 狂爆衝撃波大きさ 100%増加 

忘却の墓費 既存 

[6]セット効果 

トゥームストーン落下時間 50%減少、秒当たり落下数 24 増加 / 

トゥームストーントライアングル墓石 1 増加、クールタイム 20%減少 
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次元の緑色気運オプション変更 

・トゥームストーン: 発動範囲減少->発動範囲増加 

・黒炎のカラ: 持続時間増加->黒炎剣 4 打攻撃力増加 

  

変更 

[6] セット効果 

トゥームストーン落下時間 50%減少、秒当たり落下数 18 増加 / 

トゥームストーントライアングル墓石 1 増加、クールタイム 20%減少 

ブレードソウル 

既存 

[3]セット効果 

黒炎のカラ攻撃力 15%増加、クールタイム 10%減少 / 

鬼剣鞭攻撃力 15%増加 

  

[6]セット効果 

黒炎のカラ攻撃力 15%増加、持続時間 20%増加、黒炎のカラ持続時間の間キャ

スティング中も 15%増加 / 

鬼影閃攻撃力 30%増加 

  

[9]セット効果 

黒炎のカラ攻撃力 10%増加、炎ダメージ間隔 20%減少、クールタイム 20%減

少、無色キューブのかけら消耗量 1 増加/残影のケイガ攻撃力 50%増加 

変更 

[3]セット効果 

黒炎のカラ攻撃力 15%増加 / 黒炎剣クールタイム 10%減少 / 鬼剣鞭攻撃力

15%増加 

  

[6]セット効果 

黒炎のカラ攻撃力 15%増加、黒炎のカラ持続時間の間キャスティング速度 15%

増加 / 鬼影閃攻撃力 30%増加 / 鬼切り : 狂爆攻撃力 30%増加、 

クールタイム 25%減少 

  

[9]セット効果 

黒炎のカラ攻撃力 10%増加、炎ダメージ間隔 20%減少、無色キューブのかけら

消耗量 1 増加/黒炎剣クールタイム 20%減少 / 

残影のケイガ攻撃力 50%増加 / 鬼切り : 狂爆攻撃力 20%増加 
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スキル削除及び改編によって次のアイテムが関連オプション変更 

・ボーンブルードラゴン: 結晶のサヤの氷結レベル 6 上昇機能削除 

・超越の武器 7 星-ダークロード : ケイガのカラ降臨に対する内容削除 

 

スキル使用の時アイテムオプション発動条件に'降霊術'が適用されないように変更 

 

 

 

 

アイテム オプション 

魔手の支配者 

既存 

[6]セット効果 

属性の小剣マスタリー魔剣発現クールタイム減少率 20%追加増加 / 

魔剣発現攻撃力 40%増加 / 

爆鳴気剣の立ち上る剣の数 50%増加、クールタイム 15%減少 

変更 

[6]セット効果 

魔剣発現攻撃力 40%増加 / 

爆鳴気剣の立ち上る剣の数 50%増加、クールタイム 15%減少 

エイショントイリュ

ージョン 

既存 

[6]セット効果 

幻剣攻撃回数 2 回減少、クールタイム 70%減少、衝撃波攻撃力 10%増加 / 

爆鳴気剣の立ち上る剣の数 8 増加、無色キューブのかけら減少量 1 増加、剣生

成範囲 10%減少、衝撃波攻撃力 10%増加 

  

[9]セット効果 

幻剣攻撃回数 2 回増加、クールタイム 50%減少 / 

爆鳴気剣クールタイム 30%減少、剣生成範囲 30%減少 

変更 

[6]セット効果 

幻剣攻撃回数 2 回減少、クールタイム 70%減少、衝撃波攻撃力 10%増加 / 

爆鳴気剣の立ち上る剣の数 8 増加、無色キューブのかけら減少量 1 増加、衝撃

波攻撃力 10%増加 

  

[9]セット効果 

幻剣攻撃回数 2 回増加、クールタイム 50%減少 / 
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爆鳴気剣クールタイム 30%減少 

アイテム オプション 

ブリッツグリント 

既存 

[9]セット効果 

太陽のカーテン光属性強化 10%増加 

格闘家(男) : 螺旋の念最大生成個数 2 増加、持続時間 25%減少、攻撃力 20%

増加、防御力 40%減少 

格闘家(女) : 螺旋の念最大生成個数 1 増加、持続時間 25%減少、攻撃力 20%

増加、防御力 40%減少 

変更 

[9]セット効果 

格闘家(男) : 逆血気功光属性強化 10%増加、螺旋の念最大生成個数 2 増加、持

続時間 25%減少、攻撃力 20%増加、防御力 40%減少 

格闘家(女) : 太陽のカーテン光属性強化 10%増加、螺旋の念最大生成個数 1 増

加、持続時間 25%減少、攻撃力 20%増加、防御力 40%減少 

念シューターシリン

の増幅 

既存 

[6]セット効果 

太陽のカーテン光属性強化 20%増加 

格闘家(男) : 念弾クールタイム 40%減少、攻撃力 10%、大きさ 25%増加、射

程距離 30%増加、キャスティング後ディレイ 30%減少 / 

螺旋の念 :出 発射速度 25%増加、発射された螺旋の念の攻撃力 10%増加 

格闘家(女) : 念弾攻撃力 10%増加、大きさ 25%増加、射程距離 30%増加、キ

ャスティング後ディレイ 30%減少 / 

畜念砲クールタイム 40%減少、フルチャージ時間 30%減少、念弾攻撃力増加率

10%増加 

変更 

[6]セット効果 

格闘家(男) : 逆血気功武器攻撃力の割合 10%追加増加 / 

念弾クールタイム 40%減少、攻撃力 10%、大きさ 25%増加、射程距離 30%増

加、キャスティング後ディレイ 30%減少 / 

螺旋の念 :出 発射速度 25%増加、発射された螺旋の念の攻撃力 10%増加 
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格闘家(女) : 太陽のカーテン光属性強化 20%増加、念弾攻撃力 10%増加、大

きさ 25%増加、射程距離 30%増加、キャスティング後ディレイ 30%減少 / 

畜念砲クールタイム 40%減少、フルチャージ 30%減少、念弾攻撃力増加率

10%増加 

光彩の助力者 

既存 

[9]セット効果 

太陽のカーテン光属性強化 20%増加 / 

分身生成数 2 増加、分身間隔 80%減少、キャスティング後ディレイ 30%減少 

/ 

幻影爆砕クールタイム 20%減少、攻撃力 20%増加、ライトエクスプロージョン

拡大率 30%増加、キャスティング後ディレイ 30%減少 

変更 

[9]セット効果 

分身生成数 2 増加、分身間隔 80%減少、キャスティング後ディレイ 30%減少 

/ 

幻影爆砕クールタイム 20%減少、攻撃力 20%増加、ライトエクスプロージョン

拡大率 30%増加、キャスティング後ディレイ 30%減少 

格闘家(男) : 逆血気功光属性強化 20%増加 

格闘家(女) : 太陽のカーテン光属性強化 20%増加 

神聖なる光の志願者 

既存 

[3]セット効果 

息吹攻撃速度 5%追加増加、キャスティング速度 5%追加増加 / 

太陽のカーテン光属性強化 10%増加、魔法防御力 20%増加 

格闘家(男) : 螺旋の念攻撃力 25%増加 

格闘家(女) : カイのエンチャントされた武器の攻撃力の割合 6%増加 

変更 

[3]セット効果 

息吹攻撃速度 5%追加増加、キャスティング速度 5%追加増加 

格闘家(男) : 螺旋の念攻撃力 25%増加 / 逆血気功光属性強化 10%増加、体力

減少量 50%減少 

格闘家(女) : カイのエンチャントされた武器の攻撃力の割合 6%増加 / 

太陽のカーテン光属性強化 10%増加、魔法防御力 20%増加 
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装備アイテムオプション変更 

・オープンファイア: 一斉爆破強化+2Lv->一斉爆破+2Lv に変更 

 

 

 

 

アイテム オプション 

トイアーソニスト 

既存 

[6]セット効果 

RX- 78 ランドランナー攻撃力 30%増加、爆発大きさ 20%増加 

Ez- 8 カウントダウン攻撃力 20%増加、爆発大きさ 10%増加 

一斉爆破クールタイム 1 秒減少、使用時爆発ダメージ増加量 5%追加増加 

変更 

[6]セット効果 

RX- 78 ランドランナー攻撃力 30%増加、爆発大きさ 20%増加 

Ez- 8 カウントダウン攻撃力 20%増加、爆発大きさ 10%増加 

一斉爆破使用時爆発ダメージ増加量 15%追加増加 

ディープインベッド 

既存 

[3]セット効果 

RX- 78 ランドランナー攻撃力 20%増加 

一斉爆破クールタイム 1.3 秒減少 

Ez- 8 カウントダウン攻撃力 20%増加 

変更 

[3]セット効果 

RX- 78 ランドランナー攻撃力 20%増加 

一斉爆破使用時爆発ダメージ増加量 5%追加増加 

Ez- 8 カウントダウン攻撃力 20%増加 

アイテム オプション 

トイアーソニスト 

既存 

[6]セット効果 

RX- 78 ランドランナー攻撃力 30%増加、爆発大きさ 20%増加 

Ez- 8 カウントダウン攻撃力 20%増加、爆発大きさ 10%増加 

一斉爆破クールタイム 1 秒減少、一斉爆破時、爆発ダメージ増加量 5%追加増加 

変更 
[6]セット効果 

RX- 78 ランドランナー攻撃力 30%増加、爆発大きさ 20%増加 
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装備アイテムオプション変更 

・オープンファイア: 一斉爆破強化+2Lv->一斉爆破+2Lv に変更 

 

 

 

 

Ez- 8 カウントダウン攻撃力 20%増加、爆発大きさ 10%増加 

一斉爆破使用時爆発ダメージ増加量 15%追加増加 

ディープインベッド 

既存 

[3]セット効果 

RX- 78 ランドランナー攻撃力 20%増加 

一斉爆破クールタイム 1.3 秒減少 

Ez- 8 カウントダウン攻撃力 20%増加 

変更 

[3]セット効果 

RX- 78 ランドランナー攻撃力 20%増加 

一斉爆破使用時爆発ダメージ増加量 5%追加増加 

Ez- 8 カウントダウン攻撃力 20%増加 

アイテム オプション 

ブラッドバプティズ

ム 
既存 

[3]セット効果 

魂の犠牲キャストの中も 50%増加 / 

勝利の槍大きさ 20%、硬直時間 20%増加 / 

懺悔のハンマークールタイム 20%減少攻撃力 15%増加 

  

[6]セット効果 

クロスクラッシュ啓示スキル攻撃力 5%増加 / 

ディフレクトウォールクールタイム 40%減少、大きさ 30%増加、攻撃力 20%

増加 /懺悔のハンマークールタイム 20%減少攻撃力 10%増加 

  

[9]セット効果 

勝利の槍クールタイム 20%減少、大きさ 30%増加、硬直時間 30%増加 / 

ディフレクトウォール強化クールタイム 30%減少、攻撃力 20%増加、大きさ

30%増加、壁移動速度 60%増加 
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変更 

[3]セット効果 

ハブティズムフィニッシュ大きさ 20%増加 / 

勝利の槍大きさ 20%増加、硬直またはホールド時間 20%増加 / 

懺悔のハンマークールタイム 20%減少攻撃力 15%増加 

  

[6]セット効果 

クロスクラッシュ啓示スキル攻撃力 10%増加 / 

ディフレクトウォールクールタイム 20%減少、大きさ 20%増加、攻撃力 20%

増加 /懺悔のハンマークールタイム 20%減少攻撃力 10%増加 / 

ハブティズム攻撃力 20%増加 

  

[9]セット効果 

勝利の槍クールタイム 10%減少、大きさ 20%増加、メース装着の時のスーパー

ホールド時間 20%増加、攻撃力 30%増加 / 

ハブティズムクールタイム 30%減少、攻撃力 30%増加 / 

懺悔のハンマークールタイム 20%減少攻撃力 20%増加 

リビルメントコンシ

ャス 

既存 

[3]セット効果 

知恵の祝福魔法武器攻撃力 20%増加、知能 10%増加 / 

勝利の槍クールタイム 10%減少、大きさ 30%増加 / 

フラッシュグローブクールタイム 20%減少、攻撃力 10%増加、球体の大きさ

10%増加 

  

[6]セット効果 

勝利の槍地面維持時間 60%増加 / 

フラッシュグローブクールタイム 20%減少、前進の中も 100%減少、多段ヒッ

ト間隔 60%減少、球体大きさ 20%増加 / 

正義の裁きクールタイム 30%減少、多段ヒット間隔 50%減少、持続時間 30%

減少 

  

[9]セット効果 

光の復讐使用後直接攻撃の時サンダーボルト発動確率 100%増加 / 

正義の裁きクールタイム 30%減少、多段ヒット間隔 50%減少、持続時間 30%

減少 /フラッシュスクラップ維持時間削除、爆発攻撃力 40%増加、クールタイ

ム 30%減少 

変更 

[3]セット効果 

正義の裁きクールタイム 20%減少、攻撃力 20%増加 / 

ディフレクトウォールクールタイム 10%減少 
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次元の赤い気運効果変更 

・ハブティズムスキル追加 

  

次の装備アイテムに聖霊のメイスオプション追加 

・サンダークロス : ユピテル : 聖霊のメイス Lv +3 増加オプション追加 

・救援のクラクス: 聖霊のメイス Lv +3 増加オプション追加 

・絶望の時計のねじ: 聖霊のメイス Lv +2 増加オプション追加 

・根深い十字架 : 聖霊のメイス Lv +2 増加オプション追加 

・ラバルム : 聖霊のメイス Lv +2 増加オプション追加 

・沸き立つ腐った血の痕跡 : 聖霊のメイス Lv +1 増加オプション追加 

・コティクルックス : 聖霊のメイス Lv +2 増加オプション追加 

・ヴァルカンのチタニウムアーマー : 聖霊のメイス Lv +1 増加オプション追加 

・栄光のヴァルカンのチタニウムアーマー: 聖霊のメイス Lv +1 増加オプション追加 

  

  

[6]セット効果 

聖霊のメイススキル攻撃力増加量 20%増加 / 

ミラクルスプルリッター攻撃力 30%増加、クールタイム 20%減少 / 

正義の裁き発動速度 30%増加、攻撃力 30%増加 

  

[9]セット効果 

運命の槍クールタイム 30%減少、攻撃力 30%増加 / 

正義の裁き攻撃範囲 20%増加、攻撃力 30%増加、クールタイム 20%減少 / 

ミラクルスプリッタークールタイム 15%減少攻撃力 15%増加 
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アイテム オプション 

マスカレード 

既存 

[6]セット効果 

心臓突きクールタイム 30%減少 / 

ブレードガストの回転切り攻撃モーション削除、最後の斬り攻撃力 55%増加、

クールタイム 30%減少/シャドウムーブクールタイム 20%減少 

  

[9]セット効果 

短剣投擲バックアタック追加フィニッシュ攻撃力 50%増加、クールタイム 30%

減少 / 

ファイナルディストラクション乱舞攻撃削除、最終打攻撃力 55%増加、最終打

攻撃速度増加 / 

アサシネーションクールタイム 30%減少、攻撃力 20%増加 / 

アサシンの心得クリティカル攻撃力増加量 10%追加増加 

変更 

[6]セット効果 

心臓突きクールタイム 30%減少 / 

ブレードガストの回転切り攻撃モーション削除、最後の斬り攻撃力 55%増加、

クールタイム 30%減少/アサシンの心得クリティカル攻撃力増加量 10%追加増

加 

  

[9]セット効果 

短剣投擲バックアタック追加フィニッシュ攻撃力 50%増加、クールタイム 30%

減少 / 

ファイナルディストラクション乱舞攻撃削除、最終打攻撃力 55%増加、最終打

攻撃速度増加/アサシネーションクールタイム 30%減少、攻撃力 20%増加/シャ

ドウムーブクールタイム 20%減少 
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アバター解体、エンブレム合成の時登場する結果物に次のエンブレムを追加 

 

 

既存プラチナエンブレム及び称号付与宝珠スキルが変更 

アイテム オプション 

ソウルブリンガー プラチナエンブレム[鬼切り : 狂爆] 

ダークテンプラー プラチナエンブレム[コンジェスト] 

メカニック(男) 
プラチナエンブレム[RX-60 トラップランナー] 

プラチナエンブレム[アークリアクター] 

スピッドファイア

(男) 

プラチナエンブレム[マガジンドラム] 

プラチナエンブレム[武器熟練] 

プラチナエンブレム[オーバーチャージ] 

プラチナエンブレム[榴弾マスタリー] 

メカニック(女) プラチナエンブレム[トランスフォーメーション] 

スピッドファイア

(女) 

プラチナエンブレム[武器熟練] 

プラチナエンブレム[オーバーチャージ] 

プラチナエンブレム[榴弾マスタリー] 

クルセイダー 
プラチナエンブレム[聖霊のメイス] 

プラチナエンブレム[ハブティズム] 

キャラクター 変更戦スキル 変更後スキル 

スピッドファイ

ア(男) 

フラッシュマイン  

ニールスナイピング 

マスケットマスタリー 

ボウガンマスタリー 

M18 クレイモア 

ロックオンサポート 

武器熟練 

武器熟練 
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アバター上着選択スキル変更 

スピッドファイ

ア(女) 

フラッシュマイン 

ニールスナイピング 

マスケットマスタリー 

ボウガンマスタリー 

サーボニトロ 

M18 クレイモア 

ロックオンサポート 

武器熟練 

武器熟練 

榴弾マスタリー 

クルセイダー 
ディフレクトウォール強化 

フラッシュスクラップ 

ミラクルスプリッター 

運命の槍 

キャラクター アバターオプション 備考 

鬼剣士(男) 鬼切り : 狂爆 スキル追加 

鬼剣士(女) コンジェスト スキル追加 

ガンナー (男) 

フラッシュマイン 

ニールスナイピング 

マスケットマスタリー 

ボウガンマスタリー 

RX-60 トラップランナー 

アークリアクター 

マガジンドラム 

武器熟練 

オーバーチャージ 

榴弾マスタリー 

クレイモア 

ロックオンサポート 

削除 

削除 

スキル追加 

スキル追加 

スキル追加 

スキル追加 

スキル追加 

スキル追加 

ガンナー (女) 

フラッシュマイン 

ニールスナイピング 

マスケットマスタリー 

ボウガンマスタリー 

サーボニトロ 

トランスフォーメーション 

武器熟練 

オーバーチャージ 

クレイモア 

ロックオンサポート 

削除 

削除 

削除 

スキル追加 

スキル追加 

スキル追加 

プリースト 
ディフレクトウォール強化 

フラッシュスクラップ 

ミラクルスプルリッター 

運命の槍 
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ハイテク指輪装備オプション追加/変更 

聖霊のメイス 

ハブティズム 

スキル追加 

スキル追加 

キャラクター 既存 変更 

ハイテクガンガ

ンスリンガー指

輪 

(ガンナー(男/女)) 

デス・バイ・リボルバースキル Lv +1 

ミラクルビジョンスキル Lv +1 

ロボティックススキル Lv +1 

クロスモアスキル Lv +1 

(ガンナー(男/女)) 

デス・バイ・リボルバースキル Lv +1 

ミラクルビジョンスキル Lv +1 

ロボティックススキル Lv +1 

オーバーチャージスキル Lv +1 

ハイテクセイン

ト指輪 

(プリースト) 

栄光の祝福スキル Lv +1 

シャドーボクサースキル Lv +1 

熱情のチャクラスキル Lv +1 

光明のチャクラスキル Lv +1 

堕ちる魂スキル Lv +1 

(プリースト) 

栄光の祝福スキル Lv +1 

聖霊のメイススキル Lv +1 

シャドーボクサースキル Lv +1 

熱情のチャクラスキル Lv +1 

光明のチャクラスキル Lv +1 

堕ちる魂スキル Lv +1 

ハイテクナイト

指輪 

(鬼剣士（男)) 

オーバードライブスキル Lv +1 

虚ろな目のブレーメンスキル Lv +1 

狂乱の宴スキル Lv +1 

鬼門返しスキル Lv +1 

(ダークナイト) 

ダークラストスキル Lv +1 

ダークボールスキル Lv +1 

(鬼剣士(女)) 

身剣合一スキル Lv +1 

狂爆化スキル Lv +1 

五気朝元スキル Lv +1 

リベレイト - バグショットスキル Lv +1 

(鬼剣士（男)) 

オーバードライブスキル Lv +1 

虚ろな目のブレーメンスキル Lv +1 

暴走スキル Lv +1 

鬼神の波動スキル Lv +1 

(ダークナイト) 

ダークラストスキル Lv +1 

ダークボールスキル Lv +1 

(鬼剣士(女)) 

身剣合一スキル Lv +1 

狂爆化スキル Lv +1 

五気朝元スキル Lv +1 

コンジェストスキル Lv +1 

ハイテクファイ

ター指輪 

(格闘家(女)) 

カイスキル Lv +1                                             

強拳スキル Lv +1                                             

(格闘家(女)) 

カイスキル Lv +1                                             

強拳スキル Lv +1                                             
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72 レベルユニーク小剣 真:タウキャプテンの角アイテムオプション変更 

・コンジェスト重複可能回数 1 増加->コンジェスト攻撃力増加値 3%追加増加 

 

毒塗りスキル Lv +1                                         

スパイラルハンマースキル Lv +1 

(格闘家(男)) 

螺旋の念:週スキル Lv +1           

強拳スキル Lv +1                                             

毒瓶投擲スキル Lv +1            

スパイラルハンマースキル Lv +1 

毒塗りスキル Lv +1                                         

パワーホールドスキル Lv +1 

(格闘家(男)) 

逆血気功スキル Lv +1           

強拳スキル Lv +1                                             

裏通りの戦い方スキル Lv +1           

パワーホールドスキル Lv +1 

ハイテクシーフ

指輪 

(シーフ) 

バンディットカットスキル Lv +1                    

亡者の恨みスキル Lv +1          

火遁:紅炎スキル Lv +1                                     

アサシンの心得スキル Lv +1    

(シーフ) 

バンディットカットスキル Lv +1                    

暗黒の儀式スキル Lv +1           

火遁:紅炎スキル Lv +1                                     

アサシンの心得スキル Lv +1    

ハイテクマジッ

ク指輪 

(メイジ(女)) 

サンバーストスキル Lv +1              

契約召喚:黒騎士サンドルスキル Lv +1            

チェイサー:火スキル Lv +1                

アシッドクラウドスキル Lv +1  

(メイジ(男)) 

エレメンタルシールドスキル Lv +1                

回転投槍スキル Lv +1                                     

ブラッドバーンスキル Lv +1                           

ウィンドネススキル Lv +1                               

境界妄想スキル Lv +1    

(クリエイター) 

冷気スキル Lv +1                        

(メイジ(女)) 

エレメンタルバーンスキル Lv +1               

契約召喚:黒騎士サンドルスキル Lv +1            

チェイサー:火スキル Lv +1                

古代の図書館スキル Lv +1    

(メイジ(男)) 

マナバーストスキル Lv +1                

共鳴スキル Lv +1                                    

ブラッドバーンスキル Lv +1                           

ウィンドネススキル Lv +1                               

境界妄想スキル Lv +1     

(クリエイター) 

冷気スキル Lv +1      

ハイテクディメ

ンション指輪 

(ナイト(女)) 

圧倒スキル Lv +1   

邪悪な輸血スキル Lv +1 

(ナイト(女)) 

ウォークライスキル Lv +1 

ブレーンストームスキル Lv +1 


