
ユニット ジョブ 基本技 リアクション 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

ヘイゼル 鉄肢の砲撃手 基本砲撃 クリムゾンアームズ メタルアームズ ブースター+2 ガジェットランチャー マグヌスコート 夏音ビーチボール 想いを映す銀の月

アドレイ 機工の錬金術師 基本戦機技 「奪機」リストア 魔導の情熱 魔導モジュール マキナセスタス マグヌスコート ワダツミの彩筆 伸ばした指先に

メラ 無刻の錬金術師 基本無刻技 リフレクション タイムトラベラー 時空操術・無刻壱式 カイロススフィア お忍びの羽織 時計仕掛けの惑星儀 刻の架け橋

クレト 隠密【朧雲】 基本殺法 ヴリトラチャージ 双閃光の継承者 陰走り 迅苦無・彗星 双閃光の陣羽織 軍神の首飾り 閃光、交わりし瞬間

【闇】セツナ 嫉妬の剣豪 基本拳技 不動逆撃 嫉妬の刀刃 羨刀・金翅鳥王剣 罪環・零 紅い慈愛蒼い情愛 軍神の首飾り 懐旧は、あたたかく

イコーナ 魔導機技師 基本魔導機技師技 リアクティブアーマー 唯我独尊 筆頭技術者の才覚 ヴァリアブルグローブ マグヌスコート ワダツミの彩筆 色違いの涙

ギルフォード 断罪の騎士 基本漆黒剣 リフレクション 冷厳なる異端審問官 聖戦の福音 パニッシュブレイド スレイプニルマント ワダツミの彩筆 異端なき秩序の徒

【闇】メラ 怠惰の無刻術師 基本虚刻技 時空操術・無尽ノ鐘 怠惰の虚刻 「虚刻」オーバー 堕刻カイロススフィア 罪環・零 おめかしアルちゃん 無限の罪、その身に

レティシア 水精霊彩師 基本商売術 反彩セイレーン 夢の礎 活彩ドライアード 珠宝杖剣フローラ お忍びの羽織 セイントミーティア 漆黒の野望、未だ叶わず

ロフィア シュガーウィザード 基本奇術 カウンターディスペル お砂糖チャージ 時を駆ける 異層の虹鎧 ソフィアの紅茶缶 罪の極秘文書 凍れる決意で手を伸ばし

シェンメイ 潮騒のキャプテン 基本海技 三角荒波 キャプテン方向音痴 ブースター+2 キールズサーベル お忍びの羽織 大海原の財宝 お宝は海図のその先に

ケヴィン 放浪の念動使い 基本念動術 リフレクション トラストスマイル 念動拍車 破顔の手套 異層の虹鎧 ホワイトスターギフト 感謝を込めた花束を

ジューリア 蒼水のヴァンガード 基本蒼水斧絶技 反戒破壁 器の盾 威信ガレアス 忠義の護斧 スレイプニルマント セイントミーティア 手向け、願いを乗せて

ミナリオ 蒼水のガルシューター 基本照銃技 マギア感知シャフト 面倒事収集 専任捜査官の技量 アルスハンドガン マグヌスコート 軍神の首飾り 交差する覚悟の銃身

セツナ 青藍の剣豪 基本拳技 破眼飛燕返し 非業の剣豪 金翅鳥王剣 斬魔刀・鬼切 紅い慈愛蒼い情愛 想ひ出の輝石 懐旧は、あたたかく

マシュリ 姫巫女 基本姫巫女技 癒しの風 祈望の巫女 水精霊神の寵愛 ユーンの精霊杖 金砂の珠飾 セイントミーティア 近くて遠いふれあい

ツヴァイ 獣影術師 基本獣影技 リフレクション 一緒におさんぽ 『獣心』ノーチラス ワダツミの彩筆 不敗外套 軍神の首飾り 九杯分の命

【闇】ニクス 怠惰の有刻術師 基本空刻技 時空操術・無為ノ鐘 怠惰の空刻 「空刻」オーバー 堕刻クロノススフィア 罪環・零 ワダツミの彩筆 歪な刻は氷の檻に沈んで

タマモ クズノハの九尾 基本猟兵技 身代守護 ドキドキ妖狐 イーグルアイ ライルの弓 お忍びの羽織 白兎のお月見団子 咲いて散るは憧憬の花

ラーフ ランプの魔人 基本奇術 カウンターディスペル ランプの魔人 時を駆ける イースタースターロッド お忍びの羽織 セイントミーティア 砂上での熱き誓い

モカ アリーズの風槍士 基本風槍技 ガルーダチャージ 風麗の賢人 アリーズ族の飛風 螺旋風狼 スレイプニルマント アリーズの霊玉 優しき風を纏いて

【闇】オーティマ 強欲のファントムマスター 基本影杖技 影無者 強欲の叡智 天変才 イリュージョンロッド 叡智のマフラー 罪環・零 終わりない宴

ドライ 葬咲術師 基本魔弾技 ペインプロテクション 煌めき剪定者 『具象』エルディスト リバースカード 異層の虹鎧 イリーガルジェイル 剪定、収穫、その開花

ニクス 有刻の錬金術師 基本有刻技 「逆行」サイクル タイムキーパー 時空操術・有刻壱式 クロノススフィア お忍びの羽織 時計仕掛けの惑星儀 雪上に刻まれた希望

ユーディッド 機甲技師 基本機甲技 トライアンドエラー メカ日和 ブーストフレーム 光騎士の指輪 マグヌスコート セイントミーティア 追えない背中を抱いて

ジェラルド 緋炎の鋼槍将 基本轟雷銃槍技 イスカンダルの盾 緋炎の鋼血 雷神攻装アイオロス バトラーガンランス 受け継がれし肩当 ニーナの手作り人形 受け継がれた鋼の意志

エドガー ザ・ハードボイルド 基本銃帝技 スイーパーの勘 進まぬ時を撃ち抜く力 射撃の天稟 エレインの羽帽子 白狼の円環 夏音ビーチボール 酒と涙と乙女心

ルクレティア 電撃の花嫁 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♪
モア 狂気のキューピッド 基本暁光羅刹技 羅刹光輪 暴走サービス 獰猛進化 強制縁結びミトン スレイプニルマント 軍神の首飾り 出撃、狂気のキューピッド

ズィーヴァ 双刃戒師 基本双刀術 『緋昇』ディスピア 絢爛たる双剣 金翅鳥王剣 不惑の棘双剣 ファランクスの刻鎧 絢爛な煌き 白き花、黒き花

ザイン 世界を導く光 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 笑顔の先に望む世界

スーイー シーバスター 基本海砲技 応砲バーナクル 小さな航海図 青海のテレスコープ オートタルタロス砲 お忍びの羽織 金鈴の髪飾り 船上の厄膳料理

ヒシャーム 大地と水の読み人 基本海技 リアクティブアーマー 砂漠の救い手 ブースター+2 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

カスミ 共鳴のアルケミスト 基本共鳴技 マジックバリア+2 心の共鳴者 共鳴の光 共鳴のティアラ ラディウスミーティア セイントミーティア 弱さもみんな抱きしめて

アルマ 武闘魔女 基本闘魔技 魔法結界 突撃好奇心 情報屋の気概 ハス家のガントレット レーベカフス 友情のブレスレット アルマは楽しそう、でも…
ベルタ 旋律の砲撃手 基本猟兵技 びっくり箱 イーグルアイ ブースター+2 ベルタの迫撃砲 お忍びの羽織 夏音ビーチボール 打ち上げる夏の思い出

アンブロシア 永刻の魔女 基本永刻技 「夜命」ミッシングリンク 銀世界の魔女 マギルの天秤 アイオーンスフィア お忍びの羽織 ワダツミの彩筆 罪、その地に積もりて

ノイン 爆鬼戒師 基本爆力術 『逆討』ジレンマ 鬼一口 斧使いの闘志 竜頭の手甲 不壊の脚鎧 不敗外套 一夜の生き血を喰らい

クウザ 任侠刀士 基本義侠技 黒衣 不倒の仁義 鎌研ぎ 灰琥左文字 暗紅の煙管 朱鳳織りマフラー 誓いの刃

ホオズキ プロフェッサー【マッド】 基本薬法 第六感 煌き負けず嫌い 念動加速 願いのフラスコ お忍びの羽織 ケミカルインジェクター パニックハロウィン

レイドウ 魔弾操師【セレナーデ】 基本魔弾技 ペインプロテクション 精霊の加護 マジックアップ+2 パフォーマンスタクト 異層の虹鎧 ワダツミの古文書 古の装い

ローザ 堕天の闇騎士 基本暗黒剣 ヴリトラチャージ 赤と黒 オーバードライブ ブラッドデスサイズ スレイプニルマント 血塗られた禁書 あの日見た堕天使


