アプレンティス

と採掘基地の秘密が明らかに!?
【若人】

電撃
警備保障画 最新情報＆「世界を壊す流転の徒花」攻略をお届け
チーム

載企

連
『 PSO2 』

5thシーズン

12月9日配信

第31回

ＥＰ３の物語がついにクライマッ
クスを迎え、さらなる強敵も登場し
てますます盛り上がる本作。今回は

12月９日の配信情報に加えて、「世
界を壊す流転の徒花」で戦う２体の
ボス攻略＆ドロップ情報をお届け。

【深遠なる闇】との戦いの裏で、別の物語が幕を
開ける。アウロラとユクリータ、ダークファルス
【若人】になった２人の少女は何を語るのか!?
PC

PS Vita サービス中（2012年7月4日配信）

ファンタシースターオンライン２
●RPG ●セガゲームス ●ゲームダウンロード無料、エピソード3デラックスパッケージ
版¥4,980（＋税） ●基本プレイ無料（一部有料アイテムあり） ●オンライン専用
●シリーズプロデューサー：酒井智史、シリーズディレクター：木村裕也、PS Vita版＆エピ
ソード3開発ディレクター：菅沼裕

冬の中規模アップデート「煌き舞う絶対防衛戦［Part.2］」

新ボスが登場する緊急クエストや

外伝ストーリーなど盛りだくさん！

ど見逃せないコンテンツがめじろ押しだ。

ストーリークエスト EP3外伝「此処に在る意味」
新たなストーリークエストは、【若人】にまつ
わる物語が展開。原初の【若人】を名乗るアウロ

◀マターボードの報酬では、『ＰＳＯ』と『ＰＳＰ２ ◀シオンを知る人物ということは、
彼女はフォトナーなのだろうか？
∞』に登場したレア武器が入手できる。

る。さらに、ストーリークエストの外伝な

カラミティソウル
（★ 長杖）

今年もクリスマスに合わせて期間限定緊
急クエストやビンゴカードなどが配信され

12

アウロラ

ラと、ユクリータがストーリーの中心となるよう
だ。物語の舞台は惑星リリーパ。採掘基地や壊世
区域リリーパの秘密、そして【若人】の力の由来
も明らかに!?

今後のアップデートにもかかわり

そうな内容だけに絶対に見逃せない！

▲今年のクリスマスロビーは、飾り付けが以前
よりも華やかになっている。

ユクリータの言う
責任とは……!?

主な配信内容
●ACスクラッチ
「レジェンドオブヒーローズ」
●期間限定ロビー「クリスマスロビー」
●ビンゴカード「クリスマスビンゴ」
●期間限定緊急クエスト
「氷上のメリークリスマス４」
●ストーリークエストEP3外伝
「此処に在る意味」
●ＦＵＮスクラッチ更新 ほか

▲壊世区域で対峙する原初の【若人】と出来損ないの【若人】、２人の責任とは!?

電撃警備保障
チーム 隊員紹介
お題 「ファンタシースター感謝祭2016」で期待することは？
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レトロ

ステラ

種族：ヒューマン♂
メイン：ガンナーLv.75
サブ：ハンターLv.75

種族：キャスト♀
メイン：レンジャーLv.75
サブ：ハンターLv.75

来場者数！ 取材時に現地で感
じる熱気はかなりのもの。全国の
アークスと一緒に、新情報やアー
クスグランプリを堪能したい！

過去２回のアークスＧＰでは打
撃クラスが主流だったので、今回
は法撃クラスの活躍に期待。それ
からＰＳ４版の続報も待ってます。

ユウヒ

スーザンアントン子

ホロ＝ロゥ

野良

種族：ニューマン♂
メイン：ファイターLv.75
サブ：ハンターLv.75

種族：ヒューマン♂
メイン：ガンナーLv.51
サブ：レンジャーLv.37

種族：キャスト♀
メイン：ハンターLv.49
サブ：ファイターLv.20

種族：デューマン♀
メイン：バウンサーLv.75
サブ：ファイターLv.75

アークスグランプリで、どんぐ
らい興奮させてくれるかかな〜。
なんやかんや毎回すごいけど、ぜ
ひこれまで以上のものを！

フローズンシューター（★12長銃）

なんといってもEP４の詳細発
年々クオリティアップしている
表があるかが気になります。サモ
気がするコスプレコンテストが地
ナーはもちろん、世界設定やシス
味に楽しみです。王道もいいです
テム関連がどうなるかも興味津々。 が、突飛なコスプレにも期待大！

物販もＡＧＰも新情報も楽しみ
だけど、いちばんは「たくさんの
人と交流できるイベントになるこ
と」
。わくわくするニャー！

誌面版

チーム・電撃警備保障

プレイ日記

Vol.25

今回の担当

レトロ

久々に自分のクローンに
出会えました！ まずはア
ブダクションされるために
タイムアタッククエストに
挑み、12回ほどクリアした
あたりで成功。無事にクエ
ストを完遂し、あらためて
自分に出会うためにアドバ ▲【若人】、【仮面】、ファルス・ア
ンスクエストへ！ って、 ンゲル、不時着ばかりで心が折れそ
全然出ない！ 話が違う！ うでしたが、なんとか会えた！
電撃警備保障
ブログはこちら

ⒸSEGA Ⓒ2014 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
マンガ：荒木風羽 ※写真はPS Vita版＆PC版で、一部開発中のものです。また、記事は11月17日時点でのもので、アップデートなどにより変更になる可能性があります

http://dps.dengeki.com/pso2/

ACスクラッチ レジェンドオブヒーローズ
12月に『英雄伝説 空の
軌跡SC Evolution』の発
売を控えた日本ファルコム
の大人気ＲＰＧ『軌跡』シ
リーズとのコラボが実現。
今回のコラボでは、『英雄
伝説 閃の軌跡Ⅱ』の主要
キャラクター４人のコスチ
ュームや武器迷彩などが配
信される。さらに、クリス
マスシーズンに合わせた新
アイテムやドラゴンをモチ
ーフにしたダークな雰囲気

アリサ・レプカ＋アリサロングヘア＋
＊アリサの導力弓（武器迷彩／強弓）

のコートなども登場！

リィン・レプカ＋リィンショートヘア＋＊リィンの太刀（武器迷彩／抜剣）
ラウラ・レプカ＋ラウラポニーテール＋
＊ラウラの両手剣（武器迷彩／大剣）

フィー・レプカ＋フィーショートヘア＋
＊フィーの双銃剣（武器迷彩／双小剣、銃剣、飛翔剣、双機銃）

ドラグナーコートＦ＋ドラグナーハット

ハピネスノエル＋ハピネスフード＋
ハピネスニーソックス

角付きトナカイ耳

FUNスクラッチ更新
にぴったりのアクセサリーが多数。ルームグッズ
はレトロシリーズの新色などが配信される。
FUNスクラッチラインナップ

期間限定緊急クエスト 氷上のメリークリスマス４
今年で４回目となるクリスマス
緊急は、「トリックオアトリート

◀ストーリークエストの
ヴィエル・ヒューナルと
似ているが別のボスだ。

FUNスクラッチの新アイテムは、クリスマス

ミニサンタ帽

ディーオ・ヒューナル

４」などと同じく同時スタート方
式に。登場するエネミーは玩具系
ダーカーが中心で、Ｅトライアル
では中ボス形態のダークファルス
たちも出現する。さらに、ディー

新たな
ボスも登場！

オ・ヒューナルという名の新ボス
も登場。新ボスは、アーレス系武
器と交換できる「幻

CHECK

精石アーレス」をド
アシメセミロング

頭乗せプレゼント 赤

ロップする。ガル・
グリフォンも出現す

ムが入手できる。注目はシャープ

るので、★13武器入

なシルエットが美しい武器迷彩だ。

手の大チャンスだ！
▲◀ＮＰＣがクリスマスコスチュ
ームで登場。会話も見逃せない。

マウントキャノン

プレゼント袋

ビンゴ報酬も注目

今回のビンゴでも多彩なアイテ

▲＊イクスシュレイラは攻撃時に雪の
結晶のエフェクトが発生するのが特徴。

ステラが語る「煌き舞う絶対防衛戦［Part.2］」 「氷上のメリークリスマス４」に登場するディーオ・ヒューナルは、ストーリークエストEP３-７で戦ったヴィエル・ヒューナルとは別ものです。
ヴェイル・ヒューナルよりも攻撃が激しく、かなりの強敵とのこと。また、この緊急クエストではコスチュームPSEが発生します。対象のコ
氷上のメリークリスマス 編 スチュームはサンタ服系とトナカイスーツ系で、今回のＡＣスクラッチアイテムだけでなく、過去に配信されたものでもＯＫ。 （ステラ）
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緊急クエスト
「世界を壊す流転の徒花」攻略
せかい

本クエストならではの
特徴がいくつか存在
「世界を壊す流転の徒花」で覚えておき
たい特徴は３つ。独自のシステムもある
ので、頭に入れて戦いを優位に運ぼう。
なお、本クエストも一部の緊急クエスト
と同様に、公式プレイヤーズサイトなど

こわ

るてん

あだばな

＂A.R.K.S.＂の力を結集して、ついに降
臨した【深遠なる闇】を撃退せよ！

特徴１ 連戦形式で進行
本クエストは各シップにつき１回の
みクリア可能。テレポーターの起動に
よって開始され、途中参加は不可能と
なっている。クエストが開始されると
右の流れで進行。アイテムドロップも
クリア時にまとめて行われる形式だ。

に掲載される予告イベント専用のクエス

ダークファルス・ダブル戦

インターバル

特徴2 達成率に応じて特殊効果が発動

トとなっている。挑戦したい人は発生日
時をチェックしておこう！

【深遠なる闇】戦

特徴3 「ウィークバレット」の効果が低下

シップの撃破達成率が一定値を

破時に少し、【深遠なる闇】撃破

ダークファルス・ダブル、【深遠なる闇】双方に対して、

越えるたびに、特殊効果「A.R.K.

時に大きく上昇。また、
「LEVEL.

レンジャーのスキル「ウィークバレット」の効果が通常より

S.」が発動。達成率30％、50％、 １」発動時はレギアスかカスラ、

も低下。ダメージ倍率が2.55倍から1.2倍に低下してしまう。

100％の３段階で発動するほか、

「LEVEL.２」はクラリスクレイス

各効果は重複して受けられる。達

かマリア、
「LEVEL.３」ではヒュ

成率はダークファルス・ダブル撃

ーイかゼノの演出が入る。

◆特殊効果「A.R.K.S.」の効果と必要な達成率

「世界を壊す流転の
徒花」での「ウィーク
バレット」のマーカー

●A.R.K.S. LEVEL.1（30％）……最大ＰＰが＋20
▲特典などはない遊び要素として、シップ内
でクリア時間を競うランキング機能も。

●A.R.K.S. LEVEL.2（50％）……最大ＨＰが＋30％
●A.R.K.S. LEVEL.3（100％）…最大ＨＰ＋50％、ＨＰ＆ＰＰ回復量ＵＰ

VS.

▶通常は赤色だが薄い紫色に変
化し、ややノイズがかった状態
となる。

ダークファルス・ダブル

弱点：氷、光
破壊可能部位：城壁塔のコア×6
有効状態異常：パニック（特殊）

激化していく攻撃をかいくぐってコアを攻撃せよ！
中枢となる中央塔と、足のような

えるには城壁塔のコアと中央塔に出

役目を担う６本の城壁塔によって構

現する弱点コアを攻撃する必要があ

成。ほかのダークファルス本体と比

る。城壁塔のコアを破壊してダウン

べ、フィールドを縦横無尽に動き回

させ、中央塔に現れる弱点コアを攻

るのが特徴だ。また、ダメージを与

撃するという流れで撃破を目指そう。

攻撃アクションと要注意攻撃
城壁塔のコアを破壊するごとに攻撃アクションが
増加。キャッスルデッドゴーランドなど、最初と城

POINT1

壁塔破壊後で危険性が大きく変わるものもあるため、

素早く行動しよう。同時破壊に成功してダウンしたらすぐに中央塔へ。

攻撃内容
2本の城壁塔で踏みつける。同時に衝撃波も発生
前方に突進する
城壁塔を外側に突き出す
中央塔を軸にすべての城壁塔を回転させる周囲攻撃
周囲に花火を飛び散らせる。落下場所は地面のエフェクトで把握可能
城壁塔からビームを発射。通常は6方向。城壁塔が横に並んでいる場合は前方に発射される
地面に表示される円の軌道をポンタ・ベアッダが回転。後半はビクダ・ラビッダが混ざり、当たるとバーン状態に
城壁塔を横に並べたのち、門を前方に高速移動させる
中央塔からマーダ・トカッタが排出され、フィールドを走り回る。後半は消滅時にパニック効果を持つダメージ床が発生
空中に飛び上がり、十字に高速突進。その後、地面に城壁塔をたたきつける
フィールドの中央で城壁塔を左右に展開し、その間を乗り物が高速滑走。その後、赤い塊が降り注ぐ

要注意攻撃１

の高速突進を行う。緑か紫のどちらかの門が開いて

もダメージ判定があるので、地面に表示される攻撃

いるので、開いているほうに移動して回避しよう。

範囲を見逃さないように。

◀攻撃範囲外に逃げるか、回
避アクションでかわそう。

城壁塔を４本破壊し、怒り状態になった際に必ず
使ってくる。十字突進に加えてその後の踏みつけに

◀ステップなどの回避アクシ
ョンで避けることも可能だ。

フィールドの端にジャンプしてから使用。緑と紫
の門が出現し、前方に対してガード不能かつ高威力

ダークファルス・ダブル編

◀コアが出現し
ている城壁塔は
電飾が灯される。
敵と距離を取っ
たあとなどは、
光っている城壁
塔を目印に。

POINT2

ジェットパレード

ユウヒが語る「世界を壊す流転の徒花」

光っている
城壁塔が
目印

使用開始タイミング
最初から
最初から
最初から
最初から
最初から
最初から
最初から
コアを2個破壊後
コアを2個破壊後
コアを4個破壊後
コアを6個破壊後

要注意攻撃2

キャッスルデッドウォール

198

城壁塔のコアは、未破壊の城壁塔のなかから2本に出現。片方のコ
ア破壊後から一定時間内にもう片方も壊さないと再生してしまうため、

敵の状態を把握しつつ戦っていこう。

■ダークファルス・ダブルの攻撃アクション
アクション名
キャッスルクラッシュ
キャッスルマーチ
キャッスルパンチ
キャッスルターン
ファイアワークス
キャッスルレーザー
キャッスルデッドゴーランド
キャッスルデッドウォール
キャッスルデッドカート
ジェットパレード
キャッスルデッドスプラッシュ

２カ所のコアを一定時間内に破壊

攻撃が激化する終盤は攻めすぎ厳禁

城壁塔のコアをすべて破壊すると中央塔の弱点コアが常に出現。ダ
メージを与えやすくなるぶん敵の攻撃も強力になっているため、ある
程度は予備動作や攻撃範囲にも気を配って戦うこと。

中央塔の正面
で攻撃するの
は避ける
◀接近時は内側
や側面から攻撃
し、状態異常を
付与してくるキ
ャッスルデッド
ゴーランドなど
を回避しよう。

敵がフィールドの端にジャンプしたらデッドウォールとレーザーの二択。デッドウォールは城壁塔に接近していれば攻撃し放題になるから、す
ぐに敵の位置に向かうこと。ただし城壁塔の正面を走るとレーザーだった場合に攻撃に当たってしまうので、城壁塔と城壁塔の間を進むイメー
ジで。また、ジェットパレードの範囲から逃げ切れなかった場合のためにミラージュエスケープが行える武器を持っておくと安心。 （ユウヒ）

VS.【深遠なる闇】 破壊可能部位：花びら
有効状態異常：パニック（特殊）
弱点：光

残り体力に応じて３形態に変化

■形態変化の流れ

戦艦のような形状の第一、第二形態と、人の上半身
のような形状をした人型形態の３つが存在。戦い方は
第一、第二形態はほぼ共通で、人型形態のみやや特殊
となっている。ここでは、とくに苦戦するであろうス
ーパーハード以上の難度での挙動を解説していく。

第一形態

１つの花びらでの攻撃に始まり、体力が一定を下

が限られているので、敵が接岸している際に一気に
攻めるのが重要だ。花びら攻撃は正面に加えて遠距

加わる。ダメージを与えられるのは花びら攻撃時の

離もカバーされているため、接近して花びらの側面

花びら、頭上突き刺し時の茎、ダウン時の蕾（つぼ

から攻撃。頭上突き刺しは船上に表示される攻撃範

み）の３部位。飛び回ることが多く攻撃できる機会

囲から退避し、回避後にスキを突いて攻めよう。

吸引型

二枚刃型

多眼型

POINT

角型

り、弱点の蕾を一定時間露出する。露出す

払いと全身突進は船上のほぼ全域が攻

る際は、３つ目の花びらが壊れる→吹き飛

撃範囲となるため、ミラージュエスケ

ぶように空間へ移動→蕾を向けつつ接岸、

ープでの回避やガードがオススメだ。

という動きをとるので、本体かミニマップ

■【深遠なる闇】第1形態の攻撃アクション
花びら・
吸引型
花びら・
二枚刃型
花びら・
多眼型
花びら・
角型
茎
蕾
母体

を見て接岸場所に素早く移動しておこう。

攻撃内容
付近のプレイヤーを吸引したのち、爆発を発生させて吹き飛ばす
正面に対して吹き飛ばし効果を持つ衝撃波を発生させる
攻撃対象に向けて花びらを伸ばしてかみつく
二枚刃を横にしたのち、左右を斬るように4回払う
二枚刃を伸ばし、上下に振りながら左右に移動する。振り下ろし場所には衝撃波が発生
刃を紫色に光らせたのち、攻撃対象に向けて高速の真空波を放つ
インジュリー効果を付与する貫通弾を14発飛ばす
追尾性能の高い巨大な弾を複数発射。命中するとバインド状態になる
7つの目玉からレーザーを発射する
角を2回鳴らしたのち、近、中、遠距離の順に素早く突進する
角を紫色に光らせたのち、攻撃対象に向けて突進。命中すると捕まり、数秒後にたたきつけられてダメージ
花びらを一気に伸ばして船上の端まで斬りつける。斬りつけた軌道には破壊可能な障壁が出現
茎に生成したブレードで船上全域を薙ぎ払う
空間を旋回したのち、上空から船上に向けて茎を突き刺す。攻撃範囲は赤色の巨大な円で表示
船上に極太のレーザーを発射。左右どちらかに寄っていれば回避可能
空間を旋回したのちに突進。船上全域が攻撃範囲で威力も高め
空間を旋回しつつシップのガレキを投下。ガレキの落下場所は赤色の巨大な円で表示

第二形態

達した際も同じ動きをとり、蕾を露出する。

▲全員で総攻撃！ このときのために「ウィー
クバレット」を温存しておくのも有効だ。

花びら攻撃の同時発生数と一部の攻撃が増加

画面全体に灰色のノイズが入り、空間が白く変色

が３つに増えるため、より素早く敵に接近すること
が重要に。とくにアサルトライフルなど遠距離で立

第一形態で繰り出してきた攻撃に加え、新たな攻撃

ち回りがちな武器を扱っている際は、花びらの総攻

を１つ使うようになる。基本的な立ち回り方は第一

撃で一気にダメージを受けることがあるので、花び

形態と変わらないものの、花びら攻撃の同時発生数

らの向きを見て攻撃方向を把握しておきたい。

POINT

マップトラップ撒き

弱点武器に設定された武器を持つ場合は積極的に攻める

第二形態時に限り、２つの武器カテゴ

船上に赤い二重丸のようなエフェクトが表示されたのち、
その場に竜巻が巻き起こる。基本的には第二形態から使用
してくるが、攻撃中に残り体力が一定を下回った際など、
特定の状況においては第一形態でも繰り出す。
◀持続するため、花びら付近に
発生した場合は避けつつ攻撃を。

ユウヒが語る「世界を壊す流転の徒花」

なお、破壊した花びらが６つ目、８つ目に

したら第二形態に突入した合図。第二形態になると

追加される攻撃

【深遠なる闇】第一形態＆第二形態編

花びらを破壊して蕾（コア）
をむき出しに！

花びらを３つ破壊するとダウン状態とな

おくと戦いやすくなる。また、横薙ぎ

アクション名
吸い込み噛みつき
叫び
飛び込み噛み
四連斬り
スライド斬撃
斬撃飛ばし
インジュリーショット
バインドショット
多眼レーザー
ジグザグ挟み突進
ホールド叩きつけ
船裂き
横薙ぎ払い
頭上突き刺し
メインビーム
全身突進
シップ投下

残り体力40％

人型形態

回るたびに２つの花びらや母体、茎などでの攻撃が

に攻撃方法が異なるので、頭に入れて

部位

残り体力65％

第二形態

体力が減るとともに攻撃のバリエーションが増える

攻撃アクション
花びらでの攻撃がメイン。形状ごと

第一形態

リーが弱点として設定される。弱点武器
での攻撃はダメージが1.2倍に増加する
ので、自身の武器が設定された際は積極
的に攻めよう。

▲形態変化後に敵をロックオンするこ
とで、「弱点」部分にアイコンが表示。

設定された弱点武器に
持ち替えるのも手
◀同系統の武器など、自身が扱える武器
が設定された場合は持ち替えたいところ。

上記の攻撃に加え、旋回中に船上へのランダムショット撒きを繰り出すことも。シップ投下などとセットで使うことが大半なので、攻撃範囲を
示す紫色の円にも注意を。また、テクニックを扱える場合は、接近して花びらを攻撃している際に「レスタ」や「メギバース」を使うと安定感
がアップ。あと戦いとは関係ないものの、第一形態のBGM＂Ooze＂と第二形態以降のBGM＂the Strange Fruits＂は必聴!!
（ユウヒ）
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◀一騎打ちの相手の姿はスト
ーリー進行に応じて変化。

人型形態

攻撃がほぼ一新され特殊な状況も発生する

引き続き使用する攻撃はマップトラップ撒

下になると演出が挿入され、自分と同じ姿を

きのみで、ほかは人型形態専用のものに変化。 したキャラか【仮面】の姿をした【深遠なる
飛び回ることもなくなり接岸している状況が

闇】との一騎打ちが発生。撃破すると本体を

大半なので、敵の状態に合わせて腕や頭など

ダウンさせられるが、失敗すると即死級のダ

を攻撃していこう。また、残り体力が15％以

メージを受けてしまう。

攻撃アクション
続攻撃も行う。腕を振り上げる、

下段のうちはシンプルな単発メ

備動作がわかりやすく、攻撃後

インだが、中段になるとさまざ

にはスキもできるので、エフェ

まな攻撃が増えるうえに、複数

クトにまどわされず動きをよく

のアクションを組み合わせた連

確認しながら戦おう。

■体勢変化の流れ

繰り出す攻撃は、残りＨＰと

連動している体勢に応じて変化。 構えて力をためるなどどれも予

POINT1

ビットレーザー射出で出現する

腹部が接岸（下段）
残り体力が35％

胸部が接岸（中段）
残り体力が15％

顔が接岸（上段）

ビットの破壊を優先してダウンを狙う

ビットをすべて破壊すると、一定
時間ダウンさせられる。本体を狙
うよりも効率よくダメージを与え
られるので、ビットがあるうちは
ビットの破壊を優先しよう。
▲なるべく本体から離れた位置
で、広範囲を攻撃できるＰＡを
使うと安全に破壊しやすい。

「チッ」というセリフが
ダウンの合図

◀セリフが聞こえたらすぐに移動し
て攻撃。「ウィークバレット」も◎。

中段時の連続攻撃に注意

POINT2

▲▶叩きつけとサーベルスラッシュを連続で繰
り出し、最後に咆吼というパターンが多くなる。

■【深遠なる闇】人型形態の攻撃アクション
アクション名
攻撃内容
使用する体勢
マップトラップ撒き 船上に竜巻のトラップを発生させる
常時
レーザービット射出
複数のビットを発射し、自立行動によるビーム攻撃を行わせる
常時
叩きつけ（右腕）
右腕を船上にたたきつける
下段、中段
叩きつけ（左腕）
左腕を船上にたたきつける
下段、中段
サーベルスラッシュ（右腕） 右腕を使い、左腕側に向けて船上を薙ぎ払う
中段
サーベルスラッシュ（左腕） 左腕を使い、右腕側に向けて船上を薙ぎ払う
中段
咆哮
衝撃波を発生させて範囲内にダメージを与えると同時に吹き飛ばす
中段
フィンガーレーザー（右腕） 左腕を船上に置き、右腕を引いて指からレーザーを照射する
中段
フィンガーレーザー（左腕） 右腕を船上に置き、左腕を引いて手の平から散弾を発射する
中段
吸引効果を持つ光の球が生み出され、一定時間後に爆発。周囲には光柱が発生する
中段
断罪の光
船挟み
フィールドを両腕で挟み込み、船上に衝撃波を発生させる
上段
一騎打ちで一定時間が経過すると発動。敵が爆発して即死級のダメージを受ける
上段
大爆発

セリフ
－
－
逃がさん
死ね
くだらん
フッ
落ちろ
終わりだ
とどめだ
ここに滅べ
－
ここに滅べ

■体勢ごとの使用アクションまとめ
●下段―マップトラップ撒き、ビットレーザー射出、叩きつけ（左右）
●中段―マップトラップ撒き、ビットレーザー射出、叩きつけ（左右）、
サーベルスラッシュ（左右）、フィンガーレーザー（左右）、断罪の光、咆吼
●上段―マップトラップ撒き、ビットレーザー射出、咆吼、船挟み、大爆発

ノーマル

★7
★7

ザックス、
クシャネビュラ、バシレイオン、アステラ、
スピルティア、
リドルモール、
ブラオレット、
シガ
ルガ、サーブライト、
フルシリンダー、セントキルダ、アレスヴィス、
ビッグロウ、
レッドプロセッサ、
ロ
ーザクレイン、
レガリア、サーハブリズ

★9

ラムダアーディロウ、
ラムダジャグリアス、
ラムダライゼノーク、
ラムダレグザガ、
ラムダフェイルノ
ート、
ラムダバイティガー、
ラムダジャレイド、
ラムダティグリドル、
ラムダリドゥルティブ、
ラムダラデ
ィエグル、ラムダガーランド、ラムダヴィスバーン、ラムダクレスディガー、ラムダサリザニア、ラム
ダティグリボウ、
ラムダアデレード、
ラムダレザスイフト

★7

ザックス、
クシャネビュラ、バシレイオン、アステラ、
スピルティア、
リドルモール、
ブラオレット、
シガ
ルガ、サーブライト、
フルシリンダー、セントキルダ、アレスヴィス、
ビッグロウ、
レッドプロセッサ、
ロ
ーザクレイン、
レガリア、サーハブリズ

★9

ラムダアーディロウ、
ラムダジャグリアス、
ラムダライゼノーク、
ラムダレグザガ、
ラムダフェイルノ
ート、
ラムダバイティガー、
ラムダジャレイド、
ラムダティグリドル、
ラムダリドゥルティブ、
ラムダラデ
ィエグル、ラムダガーランド、ラムダヴィスバーン、ラムダクレスディガー、ラムダサリザニア、ラム
ダティグリボウ、
ラムダアデレード、
ラムダレザスイフト

★10

ディオアーディロウ、
ディオジャグリアス、
ディオライゼノーク、
ディオレグザガ、
ディオフェイルノー
ト、
ディオバイティガー、
ディオジャレイド、
ディオティグリドル、
ディオリドゥルティブ、
ディオラディエ
グル、ディオガーランド、ディオヴィスバーン、ディオクレスディガー、ディオサリザニア、ディオティ
グリボウ、
ディオアデレード、
ディオレザスイフト

ハード

ベリー
ハード

スーパー
ハード
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ドロップする★７以上の武器、ユニット
ザックス、
クシャネビュラ、バシレイオン、アステラ、
スピルティア、
リドルモール、
ブラオレット、
シガ
ルガ、サーブライト、
フルシリンダー、セントキルダ、アレスヴィス、
ビッグロウ、
レッドプロセッサ、
ロ
ーザクレイン、
レガリア、サーハブリズ

★11

ジェラーテ、
ストラジオ、
ククノチノマガタマ、
クレプルフラン、
ブラディネイルス、
ステミラエル、
ラ
プクルラー、
リグガヴエル、チュロスタ、
フラントレイター、
メレンディー、ヴィオヘルメス、ズイショ
ウセン、
トレイターケイジ、
フロンウィエル、
シュガラカサ、
クスフサ、
グランフォル、
トルタルタ

★12

ノクスクヴェル、
ノクスジラーク、
ノクスロザン、
ノクスネシス、
ノクスカディナ、
ノクスデスティム、
ノクスシュディクス、
ノクスシュタヤー、
ノクスクラード、
ノクスシャリオ、
ノクスリフェル、
ノクスクリ
ーグ、
ノクスキュクロス、
ノクスサジェフス、
ノクスレクシオ、
ノクスプラシス、
ノクスディナス

★9

ラムダアーディロウ、
ラムダジャグリアス、
ラムダライゼノーク、
ラムダレグザガ、
ラムダフェイルノ
ート、
ラムダバイティガー、
ラムダジャレイド、
ラムダティグリドル、
ラムダリドゥルティブ、
ラムダラデ
ィエグル、ラムダガーランド、ラムダヴィスバーン、ラムダクレスディガー、ラムダサリザニア、ラム
ダティグリボウ、
ラムダアデレード、
ラムダレザスイフト

ユウヒが語る「世界を壊す流転の徒花」

【深遠なる闇】人型形態編

一騎打ちで与えたダメージは全プ

クバレット」などの効果は全プレイ

レイヤーぶんが合算され、合計が一

ヤーの相手に発動するので、誰か1

定に達すると撃破となる。「ウィー

人でも使えると心強い。なお、一騎
打ちの相手は攻撃力が低く、回避を
考えずに攻めても平気なことが多め。
撃破したらダウン中のコアに「ウィ
ークバレット」を打ち、全員で総攻
撃して倒し切るのが理想だ。

▲▶一騎打ち
相手からのダ
メージはかな
り低め。撃破
してもとの場
所に戻ったら、
あとは本体を
攻撃するのみ。

大爆発の発動と
上段への移行を許すな！

■「世界を壊す流転の徒花」のアイテムドロップリスト
クエスト難度

一騎打ちからはとにかく火力を重視！

クエスト難度

スーパー
ハード

ドロップする★７以上の武器、ユニット
★10

ディオアーディロウ、
ディオジャグリアス、
ディオライゼノーク、
ディオレグザガ、
ディオフェイルノー
ト、
ディオバイティガー、
ディオジャレイド、
ディオティグリドル、
ディオリドゥルティブ、
ディオラディエ
グル、ディオガーランド、ディオヴィスバーン、ディオクレスディガー、ディオサリザニア、ディオティ
グリボウ、
ディオアデレード、
ディオレザスイフト

★11

ジェラーテ、
ストラジオ、
ククノチノマガタマ、
クレプルフラン、
ブラディネイルス、
ステミラエル、
ラ
プクルラー、
リグガヴエル、チュロスタ、
フラントレイター、
メレンディー、ヴィオヘルメス、ズイショ
ウセン、
トレイタケイジ、
フロンウィエル、
シュガラカサ、
クスフサ、
グランフォル、
トルタルタ

★12

ノクスクヴェル、
ノクスジラーク、
ノクスロザン、
ノクスネシス、
ノクスカディナ、
ノクスデスティム、
ノクスシュディクス、
ノクスシュタヤー、
ノクスクラード、
ノクスシャリオ、
ノクスリフェル、
ノクスクリ
ーグ、
ノクスキュクロス、
ノクスサジェフス、
ノクスレクシオ、
ノクスプラシス、
ノクスディナス

★9

エクストラ
ハード

ラムダアーディロウ、
ラムダジャグリアス、
ラムダガーランド

★10

ディオアーディロウ、
ディオジャグリアス、
ディオライゼノーク、
ディオレグザガ、
ディオフェイルノー
ト、
ディオバイティガー、
ディオジャレイド、
ディオティグリドル、
ディオリドゥルティブ、
ディオラディエ
グル、ディオガーランド、ディオヴィスバーン、ディオクレスディガー、ディオサリザニア、ディオティ
グリボウ、
ディオアデレード、
ディオレザスイフト

★11

ジェラーテ、
ストラジオ、
ククノチノマガタマ、
クレプルフラン、
ブラディネイルス、
ステミラエル、
ラ
プクルラー、
リグガヴエル、チュロスタ、
フラントレイター、
メレンディー、ヴィオヘルメス、ズイショ
ウセン、
トレイターケイジ、
フロンウィエル、
シュガラカサ、
クスフサ、
グランフォル、
トルタルタ

★12

ノクスクヴェル、
ノクスジラーク、
ノクスロザン、
ノクスネシス、
ノクスカディナ、
ノクスデスティム、
ノクスシュディクス、
ノクスシュタヤー、
ノクスクラード、
ノクスシャリオ、
ノクスリフェル、
ノクスクリ
ーグ、
ノクスキュクロス、
ノクスサジェフス、
ノクスレクシオ、
ノクスプラシス、
ノクスディナス

★13

ダブル＝カノン、ヤスミノコフ8000C、ブランフルーク、インヴェイドカリバー、インヴェイドウィン
グ、インヴェイドスピアー、インヴェイドフェンサー、インヴェイドエッジ、インヴェイドフィスト、インヴ
ェイドバスター、インヴェイドシューター、インヴェイドキャノン、インヴェイドレイン、インヴェイドソー
サラー、インヴェイドアルム、インヴェイドアックス、インヴェイドガラン、インヴェイドボーゲン、インヴ
ェイドスライダー、インヴェイドセイヴァー、オフスティアカリバー、オフスティアウィング、オフスティ
アスピアー、オフスティアシューター、オフスティアキャノン、オフスティアレイン、オフスティアソー
サラー、オフスティアアルム、オフスティアアックス、オフスティアフェンサー、オフスティアエッジ、オ
フスティアフィスト、オフスティアシューター、オフスティアキャノン、オフスティアレイン、オフスティ
アソーサラー、オフスティアアルム、オフスティアアックス、オフスティアガラン、オフスティアボーゲ
ン、オフスティアバスター、オフスティアスライダー、オフスティアセイヴァー、オフスティアバスター

★11ユニット リア／インヴェルム、アーム／インヴェンド、
レッグ／インヴェリーフ

第一、第二形態と同様に、テクニックを使える場合は回復を意識。とくにフィンガーレーザーは攻撃のチャンスでありながら連続してダメージ
を受ける危険もはらんでいるので、腕を攻撃している仲間を回復するとかなり安定します。一騎打ちに入る直前に「シフタ」と「デバンド」を
かけてあげるのもアリ。攻撃役と支援役で力を合わせ、ド派手でニクい演出を楽しみながらスムーズに倒しちゃおう！
（ユウヒ）

