
頭(防)

ATSP ST 移動
ビスク ジェネラル クラウン 21.0 3.00 鋼鉄 -5.0 War Age アクセル Drop (たまに売りが出る)
エルガディン ジェネラル クラウン 21.0 3.00 鋼鉄 -5.0 War Age ミクル Drop (たまに売りが出る)
望月のヘッドドレス +8 13.0 0.20 絹 -2.5 -7.5 PM/CA/女性専用 精錬の泉(素材アイテムはガチャ)
プレート ヘルメット オブ レゾナンス +8 76.0 6.50 銀 -2.0 +4.0 CS 精錬の泉(素材アイテムは生産)
隠密の笠 +9 21.0 0.10 綿 -2.0 PM/CA 精錬の泉(素材アイテムはガチャ)
望月のヘッドドレス +6 13.0 0.20 絹 -2.0 -4.5 PM/女性専用 精錬の泉(素材アイテムはガチャ)
望月のヘッドドレス 13.0 0.20 絹 -2.0 -5.0 女性専用/精錬不可 裁縫(課金材料使用)
望月のヘッドドレス +7 13.0 0.20 絹 -2.0 -6.0 PM/CA/女性専用 精錬の泉(素材アイテムはガチャ)
プレート ヘルメット オブ レゾナンス +7 76.0 6.50 銀 -1.5 +3.0 CS 精錬の泉(素材アイテムは生産)
隠密の笠 +8 21.0 0.10 綿 -1.5 PM/CA 精錬の泉(素材アイテムはガチャ)
望月のヘッドドレス +4 13.0 0.20 絹 -1.5 -2.0 女性専用 精錬の泉(素材アイテムはガチャ)
望月のヘッドドレス +5 13.0 0.20 絹 -1.5 -3.0 女性専用 精錬の泉(素材アイテムはガチャ)
プレート ヘルメット オブ レゾナンス +6 76.0 6.50 銀 -1.0 +2.0 CS 精錬の泉(素材アイテムは生産)
バトル ヘッドバンド 26.0 0.20 綿 -1.0 +2.0 PM/染色不可品 課金SHOP
サベージスカルヘルム 41.0 2.10 骨 -1.0 +1.0 不明
ヘルム オブ フィヨルヴァル 41.0 4.20 鉄 -1.0 -1.0 ランステイル Drop
隠密の笠 +7 21.0 0.10 綿 -1.0 PM/CA 精錬の泉(素材アイテムはガチャ)
ヘルム オブ ヴァルキリー 56.0 2.40 ミス -1.0 CS/PM/女性専用 課金SHOP/旧ガチャ
望月のヘッドドレス +2 13.0 0.20 絹 -1.0 -1.0 女性専用 精錬の泉(素材アイテムはガチャ)
望月のヘッドドレス +3 13.0 0.20 絹 -1.0 -2.0 女性専用 精錬の泉(素材アイテムはガチャ)
プレート ヘルメット オブ レゾナンス +5 76.0 6.50 銀 -0.5 +1.0 CS 精錬の泉(素材アイテムは生産)
望月のヘッドドレス +1 13.0 0.20 絹 -0.5 女性専用 精錬の泉(素材アイテムはガチャ)

ナイトロード サークレット 51.0 1.60 綿 -0.5 PM/染色不可品 課金SHOP

胴(防)

ATSP ST 移動
プレート アーマー オブ レゾナンス +8 76.0 7.40 銀 -2.0 +4.0 CS 精錬の泉(素材アイテムは生産)
隠密半被 +9 21.0 0.30 綿 -2.0 PM/CA 精錬の泉(素材アイテムは現在入手不可能)
プレート アーマー オブ レゾナンス +7 76.0 7.40 銀 -1.5 +3.0 CS 精錬の泉(素材アイテムは生産)
隠密半被 +8 21.0 0.30 綿 -1.5 PM/CA 精錬の泉(素材アイテムは現在入手不可能)
プレート アーマー オブ レゾナンス +6 76.0 7.40 銀 -1.0 +2.0 CS 精錬の泉(素材アイテムは生産)
バトル チュニック 26.0 0.50 綿 -1.0 +2.0 PM/染色不可品 課金SHOP
アーマー オブ フィヨルヴァル 41.0 7.60 鉄 -1.0 -1.0 スコーピオンキング Drop
隠密半被 +7 21.0 0.30 綿 -1.0 PM/CA 精錬の泉(素材アイテムは現在入手不可能)
アーマー オブ ヴァルキリー 56.0 3.20 ミス -1.0 CS/PM/女性専用 課金SHOP/旧ガチャ
プレート アーマー オブ レゾナンス +5 76.0 7.40 銀 -0.5 +1.0 CS 精錬の泉(素材アイテムは生産)

ナイトロード チェストアーマー 51.0 2.40 綿 -0.5 PM/染色不可品 課金SHOP

手(防)

ATSP ST 移動
エルガディン ジェネラル フィスト 21.0 1.50 鋼鉄 -3.0 竜の試練[Quest]
プレート アームガード オブ レゾナンス +8 76.0 6.00 銀 -2.0 +4.0 CS 精錬の泉(素材アイテムは生産)
龍の籠手 +9 21.0 0.10 綿 -2.0 PM/CA 精錬の泉(素材アイテムは現在入手不可能)
プレート アームガード オブ レゾナンス +7 76.0 6.00 銀 -1.5 +3.0 CS 精錬の泉(素材アイテムは生産)
龍の籠手 +8 21.0 0.10 綿 -1.5 PM/CA 精錬の泉(素材アイテムは現在入手不可能)
プレート アームガード オブ レゾナンス +6 76.0 6.00 銀 -1.0 +2.0 CS 精錬の泉(素材アイテムは生産)
バトル リストバンド 26.0 0.20 綿 -1.0 +2.0 PM/染色不可品 課金SHOP
グローブ オブ フィヨルヴァル 41.0 2.20 鉄 -1.0 -1.0 ランステイル Drop
龍の籠手 +7 21.0 0.10 綿 -1.0 PM/CA 精錬の泉(素材アイテムは現在入手不可能)
グローブ オブ ヴァルキリー 56.0 2.30 ミス -1.0 CS/PM/女性専用 課金SHOP/旧ガチャ
プレート アームガード オブ レゾナンス +5 76.0 6.00 銀 -0.5 +1.0 CS 精錬の泉(素材アイテムは生産)

ナイトロード グローブ 51.0 1.60 綿 -0.5 PM/染色不可品 課金SHOP

部位別 攻撃速度修正ランキング（１ぺーじ）

PM: 消耗度で威力が減少しない　　CA: Chaos Ageで死亡しても消えない　　CS: NPCに売ることができない
望月のヘッドドレスには生産品（精錬不可能）とガチャまたはSHOP品（精錬可能）があります
赤字は予測値です

追加効果
その他効果 入手先名前 着 重 素材

追加効果
その他効果 入手先名前 着 重 素材

素材 その他効果 入手先
追加効果

名前 重着
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パンツ(防)

ATSP ST 移動
プレート グリーブス オブ レゾナンス +8 76.0 7.10 銀 -2.0 +4.0 CS 精錬の泉(素材アイテムは生産)
豹柄の腰巻き +9 21.0 0.20 綿 -2.0 PM/CA/女性専用 精錬の泉(素材アイテムは現在入手不可能)
虎の股引 +9 21.0 0.20 綿 -2.0 PM/CA/男性専用 精錬の泉(素材アイテムは現在入手不可能)
プレート グリーブス オブ レゾナンス +7 76.0 7.10 銀 -1.5 +3.0 CS 精錬の泉(素材アイテムは生産)
豹柄の腰巻き +8 21.0 0.20 綿 -1.5 PM/CA/女性専用 精錬の泉(素材アイテムは現在入手不可能)
虎の股引 +8 21.0 0.20 綿 -1.5 PM/CA/男性専用 精錬の泉(素材アイテムは現在入手不可能)
プレート グリーブス オブ レゾナンス +6 76.0 7.10 銀 -1.0 +2.0 CS 精錬の泉(素材アイテムは生産)
バトル パンツ 26.0 0.60 綿 -1.0 +2.0 PM/染色不可品 課金SHOP
レギング オブ フィヨルヴァル 41.0 6.10 鉄 -1.0 -1.0 スコーピオンキング Drop
豹柄の腰巻き +7 21.0 0.20 綿 -1.0 PM/CA/女性専用 精錬の泉(素材アイテムは現在入手不可能)
虎の股引 +7 21.0 0.20 綿 -1.0 PM/CA/男性専用 精錬の泉(素材アイテムは現在入手不可能)
レギング オブ ヴァルキリー 56.0 2.80 ミス -1.0 CS/PM/女性専用 課金SHOP/旧ガチャ
プレート グリーブス オブ レゾナンス +5 76.0 7.10 銀 -0.5 +1.0 CS 精錬の泉(素材アイテムは生産)

ナイトロード パンツ 51.0 2.20 綿 -0.5 PM/染色不可品 課金SHOP

靴(防)

ATSP ST 移動
プレート カリガ オブ レゾナンス +8 76.0 6.30 銀 -2.0 +4.0 CS 精錬の泉(素材アイテムは生産)
ねずみ草鞋 +9 21.0 0.10 綿 -2.0 +3.0 PM/CA 精錬の泉(素材アイテムは現在入手不可能)
プレート カリガ オブ レゾナンス +7 76.0 6.30 銀 -1.5 +3.0 CS 精錬の泉(素材アイテムは生産)
ねずみ草鞋 +8 21.0 0.10 綿 -1.5 +2.0 PM/CA 精錬の泉(素材アイテムは現在入手不可能)
プレート カリガ オブ レゾナンス +6 76.0 6.30 銀 -1.0 +2.0 CS 精錬の泉(素材アイテムは生産)
バトル ブーツ 26.0 0.40 綿 -1.0 +2.0 PM/染色不可品 課金SHOP
ブーツ オブ フィヨルヴァル 41.0 3.10 鉄 -1.0 -1.0 スコーピオンキング Drop
ねずみ草鞋 +7 21.0 0.10 綿 -1.0 PM/CA 精錬の泉(素材アイテムは現在入手不可能)
ブーツ オブ ヴァルキリー 56.0 2.40 ミス -1.0 CS/PM/女性専用 課金SHOP/旧ガチャ
プレート カリガ オブ レゾナンス +5 76.0 6.30 銀 -0.5 +1.0 CS 精錬の泉(素材アイテムは生産)

ナイトロード ブーツ 51.0 2.00 綿 -0.5 PM/染色不可品 課金SHOP

肩(防)

ATSP ST 移動
隠密の肩当て +9 21.0 0.10 綿 -6.0 PM/CA 精錬の泉(素材アイテムは現在入手不可能)
隠密の肩当て +8 21.0 0.10 綿 -4.0 PM/CA 精錬の泉(素材アイテムは現在入手不可能)
プレート ショルダー オブ レゾナンス +8 76.0 6.30 銀 -2.0 +4.0 CS 精錬の泉(素材アイテムは生産)
隠密の肩当て +7 21.0 0.10 綿 -2.0 PM/CA 精錬の泉(素材アイテムは現在入手不可能)
プレート ショルダー オブ レゾナンス +7 76.0 6.30 銀 -1.5 +3.0 CS 精錬の泉(素材アイテムは生産)
プレート ショルダー オブ レゾナンス +6 76.0 6.30 銀 -1.0 +2.0 CS 精錬の泉(素材アイテムは生産)
アームガード オブ フィヨルヴァル 41.0 2.10 鉄 -1.0 -1.0 スコーピオンキング Drop
ショルダー オブ ヴァルキリー 56.0 2.00 ミス -1.0 CS/PM/女性専用 課金SHOP/旧ガチャ
プレート ショルダー オブ レゾナンス +5 76.0 6.30 銀 -0.5 +1.0 CS 精錬の泉(素材アイテムは生産)

ナイトロード ショルダー 51.0 1.40 綿 -0.5 PM/染色不可品 課金SHOP

腰(防)

ATSP ST 移動
隠密の腰当て +9 21.0 0.10 綿 -6.0 PM/CA 精錬の泉(素材アイテムは現在入手不可能)
隠密の腰当て +8 21.0 0.10 綿 -4.0 PM/CA 精錬の泉(素材アイテムは現在入手不可能)
プレート レッグガード オブ レゾナンス +8 76.0 6.20 銀 -2.0 +4.0 CS 精錬の泉(素材アイテムは生産)
隠密の腰当て +7 21.0 0.10 綿 -2.0 PM/CA 精錬の泉(素材アイテムは現在入手不可能)
プレート レッグガード オブ レゾナンス +7 76.0 6.20 銀 -1.5 +3.0 CS 精錬の泉(素材アイテムは生産)
プレート レッグガード オブ レゾナンス +6 76.0 6.20 銀 -1.0 +2.0 CS 精錬の泉(素材アイテムは生産)
バトル プロテクター 26.0 0.30 綿 -1.0 +2.0 PM/染色不可品 課金SHOP
レッグガード オブ フィヨルヴァル 41.0 2.10 鉄 -1.0 -1.0 ランステイル Drop
レッグガード オブ ヴァルキリー 56.0 2.30 ミス -1.0 CS/PM/女性専用 課金SHOP/旧ガチャ
プレート レッグガード オブ レゾナンス +5 76.0 6.20 銀 -0.5 +1.0 CS 精錬の泉(素材アイテムは生産)

ナイトロード リアスカート 51.0 2.00 綿 -0.5 PM/染色不可品 課金SHOP

名前

PM: 消耗度で威力が減少しない　　CA: Chaos Ageで死亡しても消えない　　CS: NPCに売ることができない
赤字は予測値です

部位別 攻撃速度修正ランキング（２ぺーじ）

着 重 素材
追加効果

その他効果 入手先

その他効果 入手先

名前 着 重 素材
追加効果

その他効果 入手先

着 重 素材
追加効果

素材
追加効果

その他効果 入手先名前 着 重

名前
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顔(装)

ATSP ST 移動
黒猫のお面 +9 21.0 1.10 綿 -2.0 PM/CA 精錬の泉(素材アイテムはガチャ)
黒猫のお面 +8 21.0 1.10 綿 -1.5 PM/CA 精錬の泉(素材アイテムはガチャ)

黒猫のお面 +7 21.0 1.10 綿 -1.0 PM/CA 精錬の泉(素材アイテムはガチャ)

耳(装)

ATSP ST 移動
オリハルコン デザイン イヤリング 21.0 0.02 オリ -3.0 装飾細工

神速の耳飾り 1.0 0.03 コバ -3.0 錬金の森(第一弾)

指(装)

ATSP ST 移動
オリハルコン スクエア リング 11.0 0.03 オリ -3.0 装飾細工

神速の指輪 1.0 0.03 コバ -3.0 錬金の森(第一弾)

胸(装)

ATSP ST 移動

スカル ブローチ 1.0 0.15 骨 -2.0 -5.0 錬金の森(第三弾+)

腰(装)

ATSP ST 移動

剣豪の鞘 1.0 2.20 鋼鉄 -3.0 錬金の森(第三弾+)

素材
追加効果

その他効果 入手先

重

名前 着 重

PM: 消耗度で威力が減少しない　　CA: Chaos Ageで死亡しても消えない　　CS: NPCに売ることができない
赤字は予測値です

追加効果
その他効果 入手先名前 着

入手先

部位別 攻撃速度修正ランキング（３ぺーじ）

追加効果
その他効果

追加効果
その他効果 入手先

名前 着 重 素材

名前 着 重 素材

素材

素材
追加効果

その他効果 入手先名前 着 重
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