
1 ウィル・ナイツ編
1.1 ウィルの旅立ち

コンフィグでバトルスタイルを L2、プレイヤーノートを R2に設定。

■拾得 ハンマーヘッド、ポケットドラゴン、アンバーマリーチ

■装備変更 ランドアーチンとのデュエル前に：

タイラー 狩人の弓→ハンマーヘッド
ナルセス (N/A)→狩人の弓、火成岩の腕飾り→結界石
ウィル (N/A)→火成岩の腕飾り、帽子→アンバーマリーチ

■技術習得

コーデリア 活殺獣閃衝、草伏せ／グール
ウィル 焼殺／ランドアーチン
タイラー 高速ナブラ／ランドアーチン

1.2 大砂漠のメガリス

■技術装備 パーティーがそろった直後：

ウィル 焼殺
コーデリア 草伏せ、活殺獣閃衝
ナルセス 焼殺
タイラー 高速ナブラ

敵とは戦わない。

1.3 潜入！ アレクセイ一味

■買い物（テルム） 術戦士の鎧 (550 CR)、ストーンナイフ (100 CR)
タイラーを潜入させる。

■拾得 古木の槍

1.4 対決！ アレクセイ

■拾得 銀環の杖

■装備変更 アーマーンとのデュエル 1回目の前に：

ウィル 若木の杖→ストーンナイフ、革鎧→術戦士の鎧

1



コーデリア 木槍→古木の槍

アーマーンとのデュエル 2回目の前に：

ウィル ストーンナイフ→銀環の杖

■技術拾得

ウィル ベアクラッシュ／アーマーン 1、かめごうら割り／アーマーン 2

デュエルが終わるたびにクイックセーブ。アーマーンには焼殺でとどめをさす。

■技術装備 アレクセイ手前で：

ウィル かめごうら割り

■バトルスタイル アレクセイ手前で：

ニーナ ナルセス コーデリア ウィル

自己最速 自己最速 自己最速 自己最速
回復 術強化 エース スカウト

■vsアレクセイ アレクセイを集中狙い。焼殺× 2、活殺獣閃衝で攻撃。

1.5 鉱山にて

■バトルスタイル 鉱山に入る前に：

タイラー ナルセス コーデリア ウィル

自己最速 自己最速 自己最速 自己最速
威嚇 術強化 エース スカウト

■vsグレムリン ウィルとナルセスの焼殺、コーデリアの活殺獣閃衝で道をあけて、タイラーが「つめ寄る」。
デュエルになったら高速ナブラ。

■拾得 石片の盾

1.6 グラン・ヴァレを越えて

ラベールを仲間にする。

■装備変更 ラベール加入直後に変更：

ラベール 水樹の斧→ストーンナイフ
タイラー 石斧→水樹の斧
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■バトルスタイル ラベール加入後に変更：

タイラー ナルセス コーデリア ウィル

2nd 3rd 4th 1st
エース 術強化 威嚇 スカウト

■vsヴォルカノイド 「かめごうら高速焼獣閃衝」を狙う。

■拾得 氷の槍

■装備変更

コーデリア 古木の槍→氷の槍

1.7 タイクーン・ウィル

パトリックを仲間に加える。この段階では装備とバトルスタイル変更はまだ。ヴァイスランドでウィリアム
を仲間に加える。
雑魚処理はファイアストームなどで。

■装備変更 ウィリアム加入直後：

ウィル 銀環の杖→若木の杖、バックラー→石斧
パトリック 氷晶の杖→銀環の杖、鋼鉄の鎧→革鎧

■技術装備

ウィル ファイアストーム
パトリック かめごうら割り

■バトルスタイル ウィリアム加入直後：

タイラー パトリック コーデリア ウィル

自己最速 自己最速 自己最速 自己最速
威嚇 鉄壁 スカウト 術強化

■拾得（氷河、氷のメガリス） バーサーカーの斧、グリーングラス、ビーストランス、夢魔のメダリオン

■装備変更 メガリスビースト 1前：

タイラー 水樹の斧→バーサーカーの斧、ハンマーヘッド→石片の盾
コーデリア 氷の槍→ビーストランス、(N/A)→夢魔のメダリオン

■バトルスタイル メガリスビースト 1前：
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タイラー パトリック コーデリア ウィル

2nd 1st 4th 3rd
エース 鉄壁 攻撃重視 術強化

■vsメガリスビースト 1、2 「かめごうら高速焼獣閃衝」でたたみかける。

■バトルスタイル メガリスビースト 2が終わったら落ち着いて変更：

タイラー パトリック コーデリア ウィル

2nd 1st 自己最速 3rd
エース 鉄壁 自由行動 術強化

変更後クイックセーブ。

■vsメガリスビースト 3 コーデリアが草伏せ→スウィングを閃く。閃いたらスウィングでお供を足止めそれ
以外の 3人は「かめごうら高速殺」を狙っていく。

1.8 アニマ教の噂

■装備回収（ヴェスティア）

コーデリア ビーストランス、夢魔のメダリオン

■装備変更 レイモン加入後：

レイモン レンジャーボウ→氷の槍、ストーンナイフ→氷晶の杖、木ぐつ→グリーングラス、(N/A)→夢魔の
メダリオン、(N/A)→ポケットドラゴン

パトリック ハンマーヘッド→ビーストランス

■技術装備 レイモン加入後：

レイモン ファイアストーム、焼殺、スウィング、活殺獣閃衝
パトリック スウィング、活殺獣閃衝

■バトルスタイル レイモン加入後：

タイラー パトリック レイモン ウィル

自己最速 自己最速 自己最速 自己最速
エース 鉄壁 自由行動 術強化

■vs魚人× 3 ファイアストーム× 2、スウィング、高速ナブラ。
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1.9 南の砦で

ヨハンが自殺。

1.10 ウィル対エッグ

■装備変更 ギュスターヴ加入後：

ギュスターヴ 鉄の胸当て→鋼鉄の鎧、(N/A)→バックラー

■技術装備 ギュスターヴ加入後：

ギュスターヴ ベアクラッシュ

■バトルスタイル ギュスターヴ加入後：

タイラー パトリック レイモン ギュスターヴ

自己最速 自己最速 自己最速 自己最速
威嚇 スカウト 術強化 軍神

■vs海賊、モンスター 10 連戦 タイガービートルなど HP の高い敵は焼殺で一撃必殺を狙う。それ以外は
ファイアストーム、スウィング、高速ナブラ、ベアクラッシュ。

■バトルスタイル ワイバーン戦直前：

タイラー パトリック レイモン ギュスターヴ

1st 3rd 2nd 4th
鉄壁 攻撃重視 術強化 軍神

■vsワイバーン 「高速焼活殺クラッシュ」でたたみかける。

■海賊船の雑魚 ファイアストーム。

■拾得 デッドストーン
ウィルと海賊のデュエル前にクイックセーブ。

■vs海賊 ウィルが 3ターンめまでに疾風打を合成。4ターンめに「振り回す」× 4。

2 リッチ・ナイツ編
2.1 樹海へ

■装備変更 シナリオ開始直後：

パトリック ビーストランス→ハンマーヘッド
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レイモン 氷の槍→ビーストランス、夢魔のメダリオン→木ぐつ、ポケットドラゴン→帽子
エレノア バックラー→氷の槍、木ぐつ→夢魔のメダリオン、(N/A)→ポケットドラゴン
リッチ 術士服→鉄の胸当て

■技術装備 シナリオ開始直後：

パトリック 疾風打
エレノア ファイアストーム、焼殺、かめごうら割り、疾風打
リッチ ベアクラッシュ、烈風剣、ファイアストーム、焼殺

■バトルスタイル シナリオ開始直後：

パトリック レイモン リッチ エレノア

1st 3rd 4th 2nd
スカウト 切り込み 軍神 術強化

■拾得 アンスリウム、木霊のグラール

■vs樹精 1ターン目「かめごうら割り」＋「焼活殺クラッシュ」、2ターン目以降「疾風焼活殺クラッシュ」

2.2 モンスターの巣へ

■拾得 湖水のローブ、黒の石鎧

■装備変更 ガーゴイル戦前：

エレノア 施術士のローブ→湖水のローブ
リッチ ウインドシェル→木霊のグラール、ワーカーグラブ→アンスリウム、灯の槍→バックラー
レイモン 氷晶の杖→灯の槍

バトルスタイルは樹精と同じでよい。

■vsガーゴイル 1,2 ターン目「かめごうら割り」＋「焼活殺クラッシュ」、3 ターン目以降「疾風焼活殺ク
ラッシュ」

2.3 生命の木の島

■装備変更 シナリオ開始直後：

リッチ 鉄の胸当て→黒の石鎧

■拾得 生命の木の種× 5
マザーグレンデル戦前にいちおうクイックセーブ。

■vsマザーグレンデル リッチがここで「疾風剣」合成。運が良ければロブスターメイルゲット。
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生命の木の種は 4つリッチが装備する。

2.4 化石洞窟へ

■装備変更 パーティーが 4人になった直後：

リッチ 生命の木の種× 4→木霊のグラール、黒の石鎧、アンスリウム、木ぐつ
ディアナ (N/A)→氷晶の杖、術士服→施術士のローブ、(N/A)→ウインドシェル、(N/A)→ワーカーグラブ

■技術装備 パーティーが 4人になった直後：

ディアナ かめごうら割り、疾風打

■バトルスタイル パーティーが 4人になった直後：

レイモン リッチ エレノア ディアナ

自己最速 自己最速 自己最速 自己最速
スカウト 軍神 術強化 切り込み

■バトルスタイル 化石獣戦前

レイモン リッチ エレノア ディアナ

3rd 4th 2nd 1st
攻撃重視 軍神 術強化 切り込み

■vs化石獣、スケルトンレフト、スケルトンライト 化石獣だけを集中的に狙う。1ターン目「かめごうら割
り」＋「焼活殺クラッシュ」、2ターン目以降「疾風焼活殺クラッシュ」。

2.5 あの空に虹を

■拾得 湧水の宝珠、水晶のつばさ、ジュエルバンド

2.6 エッグ再び

イベントシナリオ。

2.7 ミスティの企み

■vsアニマ獣 リッチが 1 ターン目「生命力強化」、2 ターン目「ガードビースト」合成。以降は「疾風剣」
連発。

2.8 エッグとの死闘

■拾得 星くずのローブ、プリムスラーヴス
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■vsランドクラーケン 2連戦 「疾風剣」のみ。

3 ジニー・ナイツ編
3.1 ジニーの旅立ち

イベントシナリオ。

3.2 ジニーの冒険

洞窟に入って戻るだけ。

3.3 巨虫のメガリス

重要！ 　ここでチップをクラウンに換金すること！

■買い物（ノースゲート） 獣骨の小手 (350 CR)

■装備回収（ノースゲート）

ウィル アンバーマリーチ
エレノア ポケットドラゴン、ひいらぎの杖、氷の槍、夢魔のメダリオン、湖水のローブ、ファイアフレーク
リッチ 黒の石鎧、木霊のグラール、アンスリウム
レイモン ビーストランス、ワニ革の鎧
ディアナ 氷晶の杖

■装備変更 開拓村で：

プルミエール 水樹の斧→ビーストランス、スクリーマー→氷の槍、鋼鉄の鎧→ワニ革の鎧、ガントレット→
ファイアフレーク、ヘッドバンド→ジュエルバンド

ジニー 銀環の杖→プリムスラーヴス、バックラー→氷晶の杖、術士服→星くずのローブ、木ぐつ→夢魔のメ
ダリオン、(N/A)→木霊のグラール

ロベルト 炎のロッド→ひいらぎの杖、シルクトーガ→湖水のローブ、(N/A) →アンスリウム、(N/A) →ポ
ケットドラゴン

グスタフ 革鎧→黒の石鎧、獣角の護印→湧水の宝珠、木ぐつ→アンバーマリーチさんごの腕輪→水晶のつ
ばさ

■技術装備 開拓村で：

ジニー かめごうら割り、疾風打、ガードビースト、生命力強化
プルミエール 活殺獣閃衝、スウィング、焼殺、ファイアストーム、ガードビースト、生命力強化
ロベルト 焼殺、ファイアストーム、ガードビースト、生命力強化
グスタフ ベアクラッシュ、烈風剣、疾風剣、ガードビースト、生命力強化
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■バトルスタイル 開拓村で：

プルミエール ロベルト グスタフ ジニー

自己最速 自己最速 自己最速 自己最速
鉄壁 術強化 軍神 攻撃重視

■vsリーディング＋おとも ファイアストーム、焼殺、疾風打、烈風剣

3.4 エッグを追って

イベントシナリオ。

3.5 ギュスターヴの陣営へ

■買い物（テルム） セラミックメイル× 2 (7200 CR)、黒曜石の腕輪× 4 (2200 CR)

■買い物（ハン・ノヴァ） 騎士の盾× 2 (1500 CR)

■装備変更 騎士の盾購入後：

グスタフ 水晶のつばさ→黒曜石の腕輪、黒の石鎧→セラミックメイル
ジニー さんごの腕輪→黒曜石の腕輪
ロベルト ポケットドラゴン→黒曜石の腕輪、毛皮のブーツ→水晶のつばさ
プルミエール 木ぐつ→ポケットドラゴン
ミーティア レンジャーボウ→騎士の盾、術士服→黒の石鎧、(N/A)→獣骨の小手
ウィル 石斧→騎士の盾、術戦士の鎧→鋼鉄の鎧、(N/A)→黒曜石の腕輪、火成岩の腕飾り→獣角の護印

■バトルスタイル 上の装備変更後：

プルミエール ロベルト グスタフ ジニー

自己最速 自己最速 自己最速 自己最速
突撃 術専心 軍神 スカウト

3.6 サウスマウンドトップの戦い

イベントシナリオ。

3.7 北大陸奥地へ

■バトルスタイル 開拓村で：
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プルミエール ロベルト グスタフ ジニー

自己最速 自己最速 自己最速 自己最速
鉄壁 術強化 軍神 突撃

■vsモンスターの群れ 焼殺、ファイアストーム、烈風剣、疾風打で倒していく。

■バトルスタイル 4戦目の直前：

プルミエール ロベルト グスタフ ジニー

3rd 2nd 4th 1st
突撃 術専心 軍神 術強化

■vsメガリスドラゴン 1ターン目「かめごうらナーガ活殺クラッシュ」、2ターン目以降「疾風焼活殺クラッ
シュ」。

3.8 最後のメガリス

プレイヤーノートの連携履歴で「かめごうらナーガ活殺クラッシュ」と「疾風焼活殺クラッシュ」をお気に
入りに入れておく。

■vs水の将魔 1ターン目「かめごうらナーガ活殺クラッシュ」、2ターン目以降「疾風焼活殺クラッシュ」。

■ミーティア vs石の将魔 1ターン目「ガードビースト」、2ターン目「生命力強化」。以降は適宜 HPを回復
しながらずっと「身を守る」。

■ウィル vs樹の将魔 石の将魔と戦い方は同じ。

■vs炎の将魔 1ターン目「かめごうら焼活殺クラッシュ」、2ターン目以降は「メガ焼活殺クラッシュ」。

■装備変更 ラストバトル直前：

プルミエール ファイアフレーク→デッドストーン、ポケットドラゴン→イターナルロック
ジニー 木霊のグラール→ラストリーフ
グスタフ 湧水の宝珠→ディープブルー

■バトルスタイル ラストバトル直前：

プルミエール ロベルト グスタフ ジニー

3rd 2nd 4th 1st
突撃 鉄壁 軍神 術強化

ラストバトル手前でクイックセーブ、生命の木の種を全員に使用

■vsエッグ 1ターン目全員に「ガードビースト」、2ターン目全員に「生命力強化」。3ターン目「かめごう
ら焼活殺クラッシュ」、以降は「疾風焼活殺クラッシュ」。
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形態変化するごとに、「かめごうら焼活殺クラッシュ」→「疾風焼活殺クラッシュ」とする。
死者が出たら「水」で復活させて補助術をかけ直す。その間、グスタフは「疾風剣」で攻撃。
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