
ユニット名 指定ジョブ 固有技 基本技 リアクションアビリティ サポートアビリティ1 サポートアビリティ2 武具1 武具2 武具3 真理念装

カヤ 紅⻯姫 紅⻯技 基本紅⻯技 機紅⻯の逆鱗 真錬種 紅⻯姫の本気 ワダツミの彩筆 ファランクスの刻鎧 朴念仁のカンテラ 在りし⽇の⼆⼈と憧れと
ドロシア 恋してネクロマンサー 死霊技 基本死霊技 ラプティオアニマ 燃え上がる恋⼼ 恋⼼研ぎ 時⽌縛の⼤鎌 ⽉星の胴 シルマお⼿製髪飾り 断崖ディスティニー
デイジー 機甲槍師 聖槍技 基本拳技 ジュエルハック じゃじゃ⾺魂 刺突の達⼈+2 セントサクリファイス お忍びの⽻織 デイジー栄光の写真 期待の新星、現る︕
ヘイゼル レンジャー【鷹】 猟兵技 基本猟兵技 リアクティブアーマー メタルアームズ ブースター+2 ライルの⼸ お忍びの⽻織 対巨獣魔導具 期待の新星、現る︕
ノア マジカル優等⽣ 鎧魔技 基本鎧魔技 リフレクション 優等⽣の怒り 毒の知識+2 ワダツミの彩筆 ファランクスの刻鎧 セイントミーティア 魔法少⼥のランチタイム
イヴ 純⽩の花嫁 婚技 基本奇術 クロックカウンター 夢⾒るお嫁さん キラースマイル 愛のブライドソード ⽉星の胴 微笑の姿絵 幸せってこと♪
クレト 隠密 隠密技 基本神⻯技 不動返し 双閃光の継承者 疾⾵ 迅苦無・彗星 双閃光の陣⽻織 セイントミーティア 閃光、交わりし瞬間
エマ シャルマンマージ 天気技 基本天気技 チャートリーディング 銀スプーンマジック 虹彩の架け橋 煌きエナメルボトル お忍びの⽻織 セイントミーティア 魔法少⼥のランチタイム
ヴィヴィ ホルス・マギアシューター 魔銃技 基本魔銃技 クイックドロー 天性のひらめき マジックアップ+2 マギア・クラリック お忍びの⽻織 円環フレアマテリア 私だって守れる︕
クラージュ 銀髪の狙撃⼿ 銃撃 基本銃撃 リアクティブアーマー ⽗親探し ロングスナイプ 忘れ形⾒のライフル マグヌスコート 対巨獣魔導具 憧れの狙撃⼿
オーティマ 蒼氷智将 幻杖技 基本幻杖技 千⾥眼 薄氷の叡智 マジックアップ+2 イリュージョンロッド ファランクスの刻鎧 おめかしアルちゃん いつかまた昼⾷を
ヤウラス 双剣闘将 双剣技 基本拳技 完全回避 不滅の薔薇 フェイント ツインストームエッジ ⽉星の胴 麗⼈の徒然 華麗じゃない剣
シェンメイ 暗殺者【宵】 殺法 基本殺法 三⾓荒波 キャプテン⽅向⾳痴 ブースター+1 ⻁影刃 ⽉星の胴 不思議なぬいぐるみ 砂上での熱き誓い
レティシア ⽔精霊彩師 ⽔精彩技 基本商売術 反彩セイレーン 夢の礎 活彩ドライアード 珠宝杖剣シンシア お忍びの⽻織 光騎⼠の指輪 私だって守れる︕
ラミア 雛芥⼦の槍使い 神⻯技 基本聖槍技 輝槍破天 枯れない雛芥⼦ 聖空の刺突 雛芥⼦の槍 異層の虹鎧 シルマお⼿製髪飾り 千⽇の雛芥⼦
アライア ⽇輪の吟遊詩⼈ 詩歌 基本詩歌 リフレクション ハミングディーバ シェルチャージ グリッターガード 不思議なぬいぐるみ 楽譜「蒼炎の凱旋」 積み重ね、結晶
クリーマ 天候師 天気技 基本天気技 アーミラリフォース ウェザーマイスター ⻘天乱気流 アンブレラスタッフ お忍びの⽻織 クリーマ製天球儀 雪遊びより
エリザベス プロフェッサー【ハニー】 薬法 基本奇術 マジックバリア+2 奇想の秘薬 クロックレジスト 願いのフラスコ ⽉星の胴 セイントミーティア 実験に犠牲はつきもの
ロフィア シュガーウィザード 奇術 基本奇術 カウンターディスペル お砂糖チャージ 精霊の加護 罪の極秘⽂書 お忍びの⽻織 ソフィアの紅茶⽸ 凍れる決意で⼿を伸ばし
ソフィア ⽩雪の星⾒師 占星術 基本占星術 マジックバリア+2 お忍びエルフ エレメントハーモニー ⾦翡翠のタロット お忍びの⽻織 ソフィアの紅茶⽸ とあるエルフの素顔
フィーア ⾹幻術師 ⾹幻術 基本奇術 『泡影』エスケイプ 気まぐれな⾹幻 『快花』コンセレイト 不騙の魔杖 異層の虹鎧 戒めの⾹炉 空腹アンサンブル
ルーシャ 魔弾操師【レクイエム】 魔弾技 基本魔弾技 ペインコントロール 幻想具現 オーバードライブ パフォーマンスタクト 異層の虹鎧 ⾦鈴の髪飾り 尽きる、その⽇まで
オライオン 獅⼦王 獅⼦王技 基本獅⼦王技 覇王の器 胎動「強欲」 斧使いの闘志 レオファルシオン お忍びの⽻織 軍神の⾸飾り パニックハロウィン
ジェラルド 轟雷銃槍師 轟雷銃槍技 基本拳技 イスカンダルの盾 緋炎の鋼⾎ 剛体 キラーガンランス ワンダークロノス ワイルドミート 在りし⽇の緋炎
ユーディッド 機甲技師 機甲技 基本機甲技 トライアンドエラー ブーストフレーム ブースター+2 ワダツミの彩筆 お忍びの⽻織 セイントミーティア スモーキングブルース
ゾフィー 落霹のネクロマンサー 死霊技 基本死霊技 完全回避 ぐねぐねの墓守 フェイント 時⽌縛の⼤鎌 ⽉星の胴 渡り⿃のスカーフ 砂上での熱き誓い
ルクレティア 電撃の花嫁 婚技 基本薬法 オートキュア 不敗の姫騎⼠ 不屈の姫騎⼠ マリアージュセイバー 決意のベール セイントミーティア 幸せってこと♪
ヴァネキス ナイトエージェント 魔道 基本付術 魔法カウンター+2 シークレットリップ ⾼速チャージ ニーナの教杖 異層の虹鎧 おめかしアルちゃん 私だって守れる︕
マグヌス 忍者【⽞武】 忍術 基本砲撃 リアクティブアーマー ワイルドカード ブースター+2 迅苦無・彗星 トリックトランプ 対巨獣魔導具 ⼆⼈のジョーカー
メイファン 機壊・マーシャルマスター 武芸技 基本武芸技 回し受け グリードジェネラル 深淵の渇望 強欲の薙⼑ ⽉星の胴 ⾦鈴の髪飾り パニックハロウィン
バルト 熱砂の覇双 双斬 基本漆⿊剣 完全回避 烈⾵の鷹 オーバードライブ 鷹の双剣 ⽉星の胴 渡り⿃のスカーフ 砂上での熱き誓い
ラメセス ドラゴンナイト【ルドラ】 神⻯技 基本漆⿊剣 ＨＰ吸収+2 ラヴァーシスター 深淵の叡智 戒環・⿊炎 ⽉星の胴 太陽の継承者の証 愛しき家族
ラーフ 奇術師＋ 奇術 基本奇術 カウンターディスペル ランプの魔⼈ クロックレジスト 叡智の翠鍵杖 お忍びの⽻織 セイントミーティア 砂上での熱き誓い
セツナ 剣豪 剣技 基本闘技 ⾶燕返し ⾮業の剣豪 ⾦翅⿃王剣 封⼑『籠紫』 紅い慈愛蒼い情愛 想ひ出の輝⽯ 私のすべて、灰に還る
タマモ レンジャー【蛇】 猟兵技 基本猟兵技 ハイドトラップ ドキドキ妖狐 イーグルアイ ライルの⼸ お忍びの⽻織 セイントミーティア 咲いて散るは憧憬の花
ナタリー プロフェッサー【マッド】 薬法 基本薬法 リフレクション 緋炎の薬華 魔道⼀対 願いのフラスコ ⽉星の胴 セイントミーティア スタディオーダー
アハト 七闘術師 七闘術 基本七闘術 『報襲』スキミング 太陽を仰ぐ隻眼 『耐魔』ジョイント 幻想の⾙殻 異層の虹鎧 戒めの眼帯 私が⾒つけた太陽
ヨミ 籠紫の⽉影 祷術 基本祷術 ⾝代守護 神⻤の器 忍歩 封⼑『籠紫』 ⽉星の胴 夜狐の⾯ 誓い、彼岸の花に
イザヨイ 猛獣使い【妖⼭猫】 猛獣術 基本猛獣術 聖騎⼠の構え+2 ⼆代⽬夜狐 変異進化 獣王の烈⽖ ⽉星の胴 夜狐の⾯ 空駆ける夜狐
ヴィルヘルム 翠⾵のトリックスター 遊戯技 基本遊戯技 ペインプロテクション トラブルメーカー ⼼輝のサン ワダツミの彩筆 異層の虹鎧 軍神の⾸飾り とあるエルフの素顔
ザイン 世界を導く光 陽剣技 基本陽剣技 聖騎⼠の構え+2 正義の体現者 精霊の加護 煌晶剣リュミエール 正義の騎⼠礼装 ロードマスター勲章 ⼤陸の正義、ここに在り
カノン ロードマスター 陽剣技 基本陽剣技 受け継ぎし構え ⼤陸の守護者 対錬⾦術戦技+2 エクスカリバー 正義の騎⼠礼装 聖環・⽩夜 継承されし⼤陸の正義
ヒシャーム ⼤地と⽔の読み⼈ ⾵⽔術 基本海技 コンポジットアーマー 砂漠の救い⼿ ブースター+1 ⾵⽔⽩銀盤 お忍びの⽻織 セイントミーティア 砂上での熱き誓い
ニーナ ティルナノグの召喚師 召喚術 基本魔弾技 ペインプロテクション 緋炎の癒兎 魔道⼀対 ニーナの教杖 ファランクスの刻鎧 おめかしアルちゃん スタディアニマルズ
アルマ 武闘魔⼥ 闘魔技 基本闘魔技 魔法結界 情報通の気概 暗歩 ハス家のガントレット 異層の虹鎧 友情のブレスレット アルマは楽しそう、でも…
スピカ ドラゴンナイト【ガルダ】 神⻯技 基本神⻯技 ＨＰ吸収+2 静寂に舞う蝶 斧使いの闘志 戒環・⿊炎 ⽉星の胴 シルマお⼿製髪飾り 双星の想いは募り
キャロル 機鎧バトルメイド 商売術 基本商売術 ツケを回す お掃除マスター モウカリマッカ 商売繁杖 お忍びの⽻織 セイントミーティア 追えない背中を抱いて
ミエリッキ ビショップ＋ 神聖術 基本付術 カウンターディスペル あたちのそこぢから マジックアップ+1 ニーナの教杖 ⽉星の胴 おめかしアルちゃん 華麗じゃない剣
ライル レンジャー【鷹】 猟兵技 基本猟兵技 完全回避 横着な⼤器 影⾶び ライルの⼸ お忍びの⽻織 対巨獣魔導具 この⽩砂は俺の領域だ
シェリル ホーリーセイジ 賢魔術 基本賢魔術 逆光「アルビオン」 ルールキーパー 叡智のペルソナ ワダツミの彩筆 お忍びの⽻織 罪の極秘⽂書 凍れる決意で⼿を伸ばし
クダンシュタイン 魔闘槍⻤ 魔槍技 基本魔槍技 カウンターランス 魔槍の⿊騎⼠ オーバードライブ 魔鋭槍・暁闇 ⻯神の闘着 ダークマター 漆⿊に揺蕩いしは
バシーニ 機動騎⼠ 機動技 基本機動技 完全回避 機動の刃 制限解放 スピニングブレイド ⽩夜の騎⼠礼装 渡り⿃のスカーフ 次代の⼤陸の正義
ジン 宿業の闇影 隠密技 基本隠密技 不動返し 寡黙な隠密 斧使いの闘志 妖苦無・⾎千界刃 ⽉星の胴 遠い⽇の絆紫 流星に願った頃
ベルタ 旋律の砲撃⼿ 仕掛技 基本仕掛技 コンポジットアーマー 奏でる砲⽕ イーグルアイ ベルタの迫撃砲 ⽉星の胴 対巨獣魔導具 特式お⼿⼊れの成果は
アルベル マシーナリー・パルチザン 砲撃 基本砲撃 リアクティブアーマー マスクの下の微笑 セミオートマチック 戒環・⿊炎 マグヌスコート 対巨獣魔導具 追えない背中を抱いて
リル=ウロボロス ⼤陸の観測者 視極技 基本深淵技 漆⿊の審判 ⼤いなる深淵 ⻩泉の黙⽰録 幻想の⾙殻 異層の虹鎧 戒めの⾹炉 砂上での熱き誓い
ローザ 忍者【⽞武】 忍術 基本神⻯技 ＨＰ吸収+2 ⾚と⿊ オーバーリミット 迅苦無・彗星 ⽉星の胴 ⾎塗られた禁書 魂に刻まれし本能
ソル 真理術師 真理術 基本真理術 『命題』ヴォイド 『⾊彩』コロナ 精霊の加護 戒環・⿊炎 ⽉星の胴 軍神の⾸飾り 私が⾒つけた太陽
ゴルマラス ブラックキールズ⾸領 海技 基本拳技 ＨＰ吸収+1 北の⼤海賊 海神の御魂 オーシャンエスパーダ ⽉星の胴 哀愁のシガー スタディアニマルズ
ビルギッタ 獣操の祈祷師 猛獣術 基本猛獣術 リフレクション ⾹⾵の受取⼈ 魔道⼀対 獣王の烈⽖ ⽉星の胴 ビルギッタの聖夜飾 ファーストクリスマス


