
ユニット 固有技 基本技 リアクション サポ1 サポ2 武具1 武具2 武具3 念装

ギルフォード 神殿剣 基本神殿剣 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 ラムブロード山天然水 異端なき秩序の徒

イコーナ 魔導機技 基本魔導機技 リアクティブアーマー 唯我独尊 筆頭技術者の才覚 アルケモノマスコット グラネシールド 聖花のカチューシャ クリスマスの発見

スルバ 赤剣技 基本赤剣技 防魔インテンスヒート 赤き希望 希望の火花 時止縛の大鎌 暗赤のポーチ ワダツミの彩筆 託すは希望、拓くは赤の剣

デイジー 聖槍技 基本拳技 リアクティブアーマー じゃじゃ馬魂 ブースター+2 デイジー栄光の写真 マグヌスコート 幻想の貝殻 期待の新星、現る！

メラ 無刻技 基本無刻技 「時空」パラドックス タイムトラベラー 時空操術・無刻壱式 カイロススフィア 夏色ビキニ ドレイクイヤリング 刻の架け橋

チハヤ 舞踏 基本奇術 クロックカウンター ワダツミの支え人 時の支配 奉迎の花冠 お忍びの羽織 セイントミーティア 私のすべて、灰に還る

イヴ 婚技 基本奇術 燃える花嫁修業 夢見るお嫁さん クロックヴォイド マリッジエスパーダ 決意のベール 微笑の姿絵 想いを照らす心の灯

ヴェテル 聖剣 基本聖剣 不変の陽光 緋炎の陽光 影刀・金翅鳥王剣 緋炎騎士剣『白銀』 焔陽の盾 アンティークブローチ 陽光の未来に

ラヴィーナ 魔銃技 基本魔銃技 クイックフォッグ 眠れる氷姫 オーバードライブ マギア・クラリック 雪明かりのマフラー シュガートイボックス パーティは雪解けの後に

アインツ 屠竜技 基本屠竜技 『屠撃』スパイラル 先駆者 『先駆』クロッシング 双鋭刃ピオニール スレイプニルマント 軍神の首飾り 世界を壊す、先駆けに

メラ(ダークファントムver) 虚刻技 基本虚刻技 アルカナラットン 怠惰の虚刻 「虚刻」オーバー 堕刻カイロススフィア 罪環・零 ワダツミの彩筆 無限の罪、その身に

レティシア 水精彩技 基本商売術 反彩セイレーン 夢の礎 モウカリマッカ 珠宝杖剣フローラ ファランクスの刻鎧 セイントミーティア 漆黒の野望、未だ叶わず

オーティマ 幻杖技 基本幻杖技 千里眼 薄氷の叡智 独戦条 イリュージョンロッド 叡智のマフラー 蒼氷智将のマフラー 氷塵は終了の合図

ゼン 刀剣術 基本刀剣術 『先剣』アカシ 真を目指す戒刀 『裁知』クロウルシ 不忘の冥刀 追憶の深編笠 忘れ草の手套 抜刀忘れ草

ヤウラス 双剣技 基本双剣技 綺麗な薔薇には 不滅の薔薇 フェイント ロゼットブリンガー 双華の肩甲 麗人の徒然 誰よりも華麗に

ダフネ 盾乙女技 基本盾乙女技 「妨盾」トレイル 宝盾の担い手 紫炎の務め 叡智のマフラー スレイプニルマント 盾乙女の髪飾り 乙女は引かず、盾は輝く

フィーア 香幻術 基本奇術 『泡影』エスケイプ 気まぐれな香幻 『快華』コンセレイト 不騙の魔杖 清香のショール 戒めの香炉 空腹アンサンブル

ク・イエナ 匠技 基本匠技 錬鎖反剛 鍛冶の探求者 鉄鉱神髄 竜宮のツカイ アヴァリの黒錬 軍神の首飾り 練磨、創造、その果て

ニクス 有刻技 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 ドレイクイヤリング 雪上に刻まれた希望

レイチェル 蹴魔技 基本蹴魔技 起刻スペリング 想いの架け橋 ウィッチブレイブ ウィッチグラブ お忍びの羽織 ポスタルバッグ 優しさ配達人

オーティマ(ダークファントムver) 影杖技 基本商売術 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

イシュナ 殺法 基本殺法 一角獣の癒し ユニコーン団の掟 夜影歩 一角獣の刃 モノクロサンダル シルマお手製髪飾り 煌めく特別な時の中で

ユーディット 機甲技 基本機甲技 リアクティブアーマー メカ日和 高感度センサー 兎型メカ「ラビボ」 グリッダーガード アルケモノマスコット 初めての機械工作

ジェラルド 轟雷銃槍技 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 叡智のマフラー 受け継がれた鋼の意志

エウラリア 森霊技 基本森霊技 森羅風陣 スーガ大森林の巫女 疾風 凪読弓アリーズハーン 森霊の聖衣 風翠石の護守 大森林の唱和

タマモ 祷術 基本祷術 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

ツヴァイ 獣影技 基本獣影技 『反喰』アリゲーター 一緒におさんぽ 魔道一対 夏影サンダル ワダツミの彩筆 不敗外套 戒めは青き潮騒に抱かれ

セツナ 剣技 基本拳技 破眼飛燕返し 非業の剣豪 金翅鳥王剣 封刀『籠紫』 紅い慈愛蒼い情愛 ドレイクイヤリング 懐旧は、あたたかく

ヴィルヘルム 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 ディセイブハット 魔導球の髪飾り ワダツミの彩筆 トラブルメーカーの正義

ナタリー 薬法 基本薬法 抗体霊薬 緋炎の薬華 魔道一対 ケミカルインジェクター 抗魔の鎧 ワダツミの彩筆 淡い想い、紅鏡に照らして

ラーフ 奇術 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 ニーナの教杖 グラネシールド 叡智のマフラー 砂上での熱き誓い

リーファ 風精彩技 基本風精彩技 叛彩セイレーン 童顔嫌い 活彩ドライアード 珠宝杖剣フローラ ファランクスの刻鎧 チョコ月餅 将軍の誇りチョコ
スーイー 海砲技 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

アルマ 闘魔技 基本闘魔技 魔法結界 突撃好奇心 情報通の気概 ワダツミの彩筆 レーベカフス 軍神の首飾り 特訓サマービーチ

ニカイア 蒼霊技 基本蒼霊技 蒼霊秘神 古き血の盟約 古き血の目覚め ワダツミの彩筆 ワイルドミート アステリアブローチ 王女の休息、その未来

エンメル 浄化術 基本浄化術 セフィロンの庇護 セフィロンとの契 浄化の器 セフィロンの聖杖 お忍びの羽織 慈愛のバレッタ 願い、光の風に吹かれて

ヒシャーム 風水術 基本風水術 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

アイナンナ 夢境術 基本夢境術 「幻創」ハルモニウム フェアグリンの王女 「霊香」リリス 精霊槍クリンリネス 清香のショール 精華の花飾り 冷たく輝くベッドに

カノン 陽剣技 基本陽剣技 受け継ぎし構え 大陸の守護者 聖教騎士団の絆 エクスカリバー 正義の騎士礼装 ロードマスターの手記 託されし世界を導く光

フレイズ 祝技 基本祝技 聖護の宣誓 ナイツオブプリンス 影刀・金翅鳥王剣 マリッジエスパーダ 微笑の姿絵 リガーレルーツ 想いを照らす心の灯

リュイ 機操技 基本機操技 操対アモルファス ブースター+2 異彩の魔導 魔導機工オーム 魔導球の髪飾り マグヌスコート 血税の正しい使い方

ノイン 爆力術 基本爆力術 『逆討』ジレンマ 鬼一口 斧使いの闘志 ワダツミの彩筆 不壊の脚鎧 不敗外套 一夜の生き血を喰らい

レイドウ 冥刀 基本冥刀 ペインプロテクション 空虚な狂気 闇灯の加護 斬魔刀・鬼切 ファランクスの刻鎧 ワダツミの古文書 古の装い

ネロ 虚黒技 基本商売術 『黒層』ミラージュ 黒の蜃気楼 『異黒』クロッシング ワダツミの彩筆 蜃気楼の影装 ドレイクイヤリング 黒という記憶

リル＝ウロボロス 視極技 基本深淵技 漆黒の審判 大いなる深淵 マジックアップ+2 セフィロンの聖杖 抗魔の鎧 ケミカルインジェクター 淡い想い、紅鏡に照らして

クェンス 遡刻技 基本遡刻技 「反始」レヴル 銀世界からの旅人 時の探求者 ズルワーンスフィア お忍びの羽織 おめかしアルちゃん 戻らざる刻を想いて

ソル 真理術 基本真理術 『命題』ヴォイド 暗歩 『異彩』コロナ 真理新書「戒律ノ篇」 真理新書「朔光ノ篇」 真理新書「太陽ノ篇」 真理への戒めと記録

クダンシュタイン 魔槍技 基本魔槍技 カウンターアビス 魔槍の黒騎士 オーバードライブ 魔鋭槍・暁闇 朱鳳織りマフラー 闇光のバックル 修羅の道を征く魔槍


