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片桐 鏡華

標準型「メディック」　　　　　　　　1700　　　 340 　　ハンドガン Lv2 　　　　　　　　　エリアシールド Lv2 　　　　　　　 マシンガン Lv2 　　　　　　　　　　　　　　　　　回復ライフル Lv3 　　　　　　　 　　　　　　　　ー　　　　　ー　　　　　　デフォルト装備

ウェポンパック名 コスト 耐久力 右手武器　 左手武器 サイド武器 サイドサブ
ショット

タンデムサブ
ショット

購入価格
(Gポイント)

レンタル価格
（Gマネー）

タンデム武器 備考

標準型「サポート」　　　　　　　　 1800 　　　360　　 ハンドガン Lv2 　　　　　　　　　ハンドグレネード Lv3 　　　　 　　ガトリングガン Lv2 　　　　　　　　　　　 ロックオンミサイルランチャー Lv3      　　　　      ー           ー              初期装備

中距離型「サポート」　　　　　　　1500 　　　380　　 ハンドガトリングガン Lv1 　　　ハンドグレネード Lv2 　　　　　　 マシンガン Lv4    　　 ボーラランチャー Lv2 　　         　　　 　　　　　32000   ー　　　　　　GP販売

高コスト型「メディック」             2200       380     ハンドガン Lv5                     エリアシールド Lv5                 マシンガン Lv4                                      回復ライフル Lv5                                     50000   ー　　　　　　GP販売　

低コスト型「メディック」             1400       330      ハンドガトリングガン Lv1    　 エリアシールド Lv2                 ライトショットガン Lv2                              回復ライフル Lv3                                     14000   ー　　　　　　GP販売　

攻守両用型「メディック」           1900      340      小型火炎放射器 Lv3            エリアシールド Lv3                 マシンガン Lv4                                      回復ライフル Lv2                                      38000  　ー　　　　　　GP販売

標準型「ヒーラー」                  1900       320      スタンガン Lv1                     指向性シールド Lv1                ライトアサルトライフル Lv2                      回復ライフル Lv6                                     38000　  ー　　　　　　GP販売

近距離型「メディック」              1600       360      ハンドガン Lv2                     エリアシールド Lv2                 ハープーンガン Lv2                                回復銃 Lv3                                              32000   ー　　　　　　GP販売

攻撃特化型「サポート」            1800       400      ハンドガトリングガン Lv1       ハンドガトリングガン Lv1         グラビティガン Lv3　                               アサルトライフル Lv4 　　　　    　　          　  36000 　 ー　 　　　　 GP販売

エリアシールド
 Lv1

トラップガン（地雷）
 Lv1

風澄 徹

標準型「レンジャー」　　　　　　　1700 　　  360 　　ハンドガン Lv4 　　　　　　　　　ハンドガン Lv4 　　　　　　　　　　マシンガン Lv3　　　　　　　　　　　　　　　　　  アサルトライフル Lv3　　　　　　　　　　　　　 ー　　　　　ー　　　　　 デフォルト装備

ウェポンパック名 コスト 耐久力 右手武器　 左手武器 サイド武器 サイドサブ
ショット

タンデムサブ
ショット

購入価格
(Gポイント)

レンタル価格
（Gマネー）

タンデム武器 備考

標準型「アサルト」　　　　　　　　1700　　　 400 　　マシンピストル Lv3　　　　　　　軽量型指向性シールド Lv2 　　ライトショットガン Lv2 　　　　　　　　　　　　　 ロケットランチャー Lv2 　　　　　　　　　　　　ー　　　　　ー　　　　　 初期装備

強化型「アサルト」　　　　　　　　 2000 　　  410 　　マシンピストル Lv3 　　　　　　 軽量型指向性シールド Lv2　　 ライトショットガン Lv4 　　　　　　   　      　　 ロケットランチャー Lv4 　　　　　　　　　　　　　 40000 　ー　　　　　 GP販売

高コスト型「レンジャー」　　　　　2200 　　 380 　　 ハンドガン Lv5 　　　　　　　　　ハンドガン Lv5 　　　　　　　　　　マシンガン Lv5 　　　　　　　　　　　　　　　　　アサルトライフル Lv5 　　　　　　　　　　　　　　 50000　 ー　　　　　 GP販売

低コスト型「レンジャー」　　　　　1300 　　 320 　　 ハンドガン Lv4　　　　　　　　　 ハンドガン Lv4　　　　　　　　　　 マシンガン Lv4 　　　　　　　　　　　　　　　　　アサルトライフル Lv2 　　　　　　　　　　　　　　 15000 　ー　　　　　 GP販売

標準型「マークスマン」　　　　　 1600 　　 340 　　ハンドガン Lv3 　　　　　　　　　ハンドガン Lv3 　　　　　　　　　　アサルトライフル Lv5 　　　　　　　　　　　　　 スナイパーライフル Lv1 　　　　　　　　　　　　 34000 　ー　　　　　 GP販売

強襲型「レンジャー」　　　　　　　1900　　　 400 　　ハンドガン Lv5 　　　　　　　　　ハンドガン Lv5 　　　　　　　　　　ライトアサルトライフル Lv3 　　　　　　　　　　スタンロケットランチャー Lv2　　　　　　　　　  38000 　ー　　　　　 GP販売

低コスト型「アサルト」             1400 　　　360 　　ハンドガン Lv4 　　　　　　　　　軽量型指向性シールド Lv1 　　ライトショットガン Lv2　　　　　　　　　　　　　  グレネードランチャー(時限式) Lv3 　　　　　　　　　30000 　ー　　　　　 GP販売

「

グレネード
ランチャー Lv1

改良型「レンジャー」 　       2000   　 380 ハンドガン Lv4        ハンドガン Lv4                    マシンガン Lv6       　 バトルライフル Lv3　　　　　　　　　　　　　　　　40000　ー             GP販売

改良型「ヒーラー」           2100       380   　ハンドガン Lv5        指向性シールド Lv1　　　　　    バブルビームガン Lv3          回復ライフル Lv7                    42000　 －　　　　　  GP販売

決戦型「レンジャー」　　　　　　　2500　　　430 ハンドガン Lv7　　　　　　　　　 ハンドガン Lv7 　　　　　　   マシンガン Lv7 　　　　　　　　　　　拡散式ロケットランチャー Lv3  200000 　 200   Gマネーレンタル or GP購入

攻撃特化型「メディック」 　　　　 2300　　　400 　　ハンドガトリングガン Lv5　　　 エリアシールド Lv6　　　　　　　 バースターマシンガン Lv2 　　　 回復ライフル Lv3  　　　　　　　 200000     　　 200　　Gマネーレンタル or GP購入　 

高火力力型「マークスマン」　　 2100 　　 400 　　 マシンピストル Lv3 　　　　　　  マシンピストル Lv3 　　　　　　　 アサルトライフル Lv6 　　　　　　　　　　　　　 スナイパーライフル Lv1           　　　　　　　　42000　 ー　 　　　   GP販売
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竜胆 しづね

標準型「アサシン」　　　　　　　　 1700 　　 340 　　 マシンピストル Lv3 　　　　　　 小型火炎放射器 Lv2 　　　　　　ハープーンガン Lv3 　　　　　　　　　　　　　   ロケットランチャー Lv3 　　　　　　　　　　　  ー　　　　　ー　　　　　　デフォルト装備

ウェポンパック名 コスト 耐久力 右手武器　 左手武器 サイド武器 サイドサブ
ショット

タンデムサブ
ショット

購入価格
(Gポイント)

レンタル価格
（Gマネー）

タンデム武器 備考

標準型「エクスプローダー」　　　1700 　　 360 　　 マシンピストル Lv3               ハンドグレネード Lv3 　　　　　　グレネードランチャー(時限式) Lv3 　　　　　　　　　 ロケットランチャー Lv3　　　　　　　　　　　　 ー　　　　　ー　　　　　　初期装備

汎用型「アサシン」　　　　　　　　 1800 　　 400 　　 マシンピストル Lv3 　　　　　　 マシンピストル Lv3 　　　　　　　ハープーンガン Lv3 　　　　　　　　　　　　　　 ロケットランチャー Lv3 　　　　　　　　　　　　　 38000   ー　　　　　  GP販売

強襲型「アサシン」　　　　　　　　 2100 　　 400 　　 小型火炎放射器 Lv2 　　　　　小型火炎放射器 Lv2 　　　　　　ショットガン Lv6 　　　　　　　　　　　　　　　　  ボーラランチャー Lv2　　　　　　　　　　　　　　 44000   ー　　　　　  GP販売

低コスト型「アサシン」　　　　　　 1400 　　 340 　　 マシンピストル Lv3 　　　　　　小型火炎放射器 Lv3　　　　　　 ガトリングガン Lv3 　　　　　　　　　　　　　    スタンロケットランチャー Lv2 　　　　　　　　　  16000   ー　　　　　　GP販売

高火力型「エクスプローダー」　 2200 　　 450 　　 マシンピストル Lv4 　　　　　　 ハンドグレネード Lv5    　　　　 バースターマシンガン Lv2 　　　　　　　　　　 ロックオンミサイルランチャー Lv5 　　　　　　　　　  40000 　ー　　　　　  GP販売

高火力型「アサシン」　　　　　　  2000 　　 400 　　 マシンピストル Lv4 　　　　　　 小型火炎放射器 Lv3 　　　　　 ハープーンガン Lv5 　　　　　　　　　　　　　　 グレネードランチャー(時限式) Lv3 　　　　　　　　　 40000 　ー　　　　　 GP販売

強襲型「エクスプローダー」　　　1900 　　 420 　　 ハンドグレネード Lv6 　　　　　ハンドグレネード Lv6 　　　　　　グレネードランチャー(時限式) Lv4 　　　　　　　　 グラビティガン Lv3 　　　　　　　　　　　　　　　　42000 　ー　　　　　 GP販売

標準型「パイロマニア」　　　　　 1700 　　　380 　　 小型火炎放射器 Lv3 　　　　　小型火炎放射器 Lv3    　　　　 火炎放射器 Lv3 　　　　　　　　　　　　　　　　 ボーラランチャー Lv2 　　　　　　　　　　　　　  34000 　ー　 　　　   GP販売

トラップガン（地雷）
 Lv1

トラップガン（地雷）
 Lv1

グレネードランチャー
 Lv1

片桐 鏡磨

標準型「ヴァンガード」　　　　　  1700 　　 370      マグナム Lv3                       指向性シールド Lv2               ショットガン Lv3                                      ガトリングガン Lv3                                ー            ー            デフォルト装備

ウェポンパック名 コスト 耐久力 右手武器　 左手武器 サイド武器 サイドサブ
ショット

タンデムサブ
ショット

購入価格
(Gポイント)

レンタル価格
（Gマネー）

タンデム武器 備考

標準型「カーネイジ」　　　　　　　1700　　  400　　  マグナム Lv3　　　　　　　　　　 ハンドグレネード Lv2 　　　　　　グレネードランチャー(時限式) Lv3 　　　　　　　　 ガトリングガン Lv4 　　　　　　　　　　　　　　ー　　　　　 ー　　　　　 初期装備

強襲型「ヴァンガード」　　　　　　1900 　　 450 　　 マグナム Lv3 　　　　　　　　　　マグナム Lv3 　　　　　　　　　　 ショットガン Lv5 　　　　　　　　　　　　　　　　　ボーラランチャー Lv1 　　　　　　　　　　　　　　 40000 　ー　　　　　 GP販売

高コスト型「ヴァンガード」　　　　2300 　　 440 　　 マグナム Lv5 　　　　　　　　　  指向性シールド（反射型） Lv4 　　ショットガン Lv5 　　　　　　　　　　　　　　　　  ガトリングガン Lv5 　　　　　　　　　　　　　　　　50000 　ー　　　　　 GP販売

低コスト型「ヴァンガード」　　　　1400 　　 350 　　 マグナム Lv2 　　　　　　　　　  指向性シールド Lv2 　　　　　　 ショットガン Lv4 　　　　　　　　　　　　　　　　 ガトリングガン Lv2 　　　　　　　　　　　　　　　  15000 　ー　　　　　 GP販売

高火力型「カーネイジ」　　　　　 1900 　　 450 　　 マグナム Lv5 　　　　　　　　　　ハンドグレネード Lv5 　　　　　　ハープーンガン Lv5 　　　　　　　　　　　　　　ガトリングガン Lv4 　　　　　　　　　　　　　　　　42000 　ー　　　　　 GP販売

低コスト型「カーネイジ」　　　　　1300 　　 380 　　 マグナム Lv3 　　　　　　　　　　ハンドグレネード Lv5 　　　　　 グレネードランチャー(時限式) Lv3 　　　　　　　　　プラズマ波動砲 Lv3　　 　　　　　　　　　　　　　30000 　ー　　　　　 GP販売

しづね型「ヴァンガード」　　　　　2000　　  450 　　 マグナム Lv5 　　　　　　　　　　軽量型指向性シールド Lv3 　 ハープーンガン Lv3 　　　　　　　　　　　　　　 ロケットランチャー Lv4 　　　　　　　　　　　　　 40000 　ー　　　　　 GP販売

標準型「マッドネス」　　　　　　　 1800 　　 430 　　 小型火炎放射器 Lv2　　　　　 軽量型指向性シールド Lv2 　 バースターマシンガン Lv3 　　　　　　　　　　 火炎放射器 Lv3 　　　　　　　　　　　　　　　　　 36000 　ー　 　　　  GP販売

トラップガン（地雷）
 Lv1

高コスト型「カーネイジ」        　2200    　500 マグナム Lv5        ハンドグレネード Lv6　　　　　　グレネードランチャー(時限式) Lv5      　ガトリングガン Lv5  　　　　　　　 　44000　 ー　　　　   GP販売

軽装強襲型「アサシン」　　　　   1800 　    380 小型火炎放射器 Lv2        小型火炎放射器 Lv2              ショットガン Lv4          クロスボウガン（高重力） Lv2　 　　　　　　　　36000 　ー 　　　　   GP販売

王型「ヴァンガード」 　　     2500　　  470 マグナム Lv7  　   指向性シールド Lv3　　　　　　　ショットガン Lv7  　　　 火炎放射器 Lv5 　　　　　　　　　　　　　　　 200000　　　　 200　 Gマネーレンタル or GP購入 

必殺型「アサシン」　　　　　　　　 2300　　  440  マシンピストル Lv4 　　　マシンピストル Lv4　　　　　　　　ハープーンガン Lv6  　　　 グラビティガン Lv3  　　　　　　　 200000   200　　GPマネーレンタル or GP購入　　
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アーロン・バロウズ

標準型「ソルジャー」　　　　　　　2000　　  400　　  ビームガン Lv4 　　　　　　　　 ビームロッドガン Lv4 　　　　　　 ビームマシンガン Lv4 　　　　　　　　　　　　  ビームライフル Lv4 　　　　　　　　　　　　　  ー　　　　　ー　　　　　　デフォルト装備

ウェポンパック名 コスト 耐久力 右手武器　 左手武器 サイド武器 サイドサブ
ショット

タンデムサブ
ショット

購入価格
(Gポイント)

レンタル価格
（Gマネー）

タンデム武器 備考

標準型「インターセプター」　　　 2100 　　 470 　　 プラズマガン Lv6　　　　　　　  ビームロッドガン Lv4 　　　　　　ビームショットガン Lv2 　　　　　　　　　　　　  ビームマシンガン Lv3 　　　　　　　　　　　　 ー　　　　　ー　　　　　  初期装備

高コスト型「ソルジャー」　　　　　2300 　　 420 　　 ビームガン Lv5 　　　　　　　　 ビームロッドガン Lv5 　　　　　　 ビームマシンガン Lv5 　　　　　　　　　　　　  ビームライフル Lv5 　　　　　　　　　　　　　　　 50000 　ー　　　　　　GP販売

低コスト型「ソルジャー」　　　　　1600 　　 400 　　 ビームガン Lv4 　　　　　　　　 スタンガン Lv2 　　　　　　　　　　 ビームマシンガン Lv4 　　　　　　　　　　　　　アサルトライフル Lv3 　　　　　　　　　　　　　　18000　 ー　　　　　　GP販売

突撃型「インターセプター」　　　 2500 　　 530 　　 プラズマガン Lv6 　　　　　　　 プラズマガン Lv6 　　　　　　　　 ビームショットガン Lv3 　　　　　　　　　　　　 グラビティガン Lv3 　　　　　　　　　　　　　　　　50000 　ー　　　　　　GP販売

遠距離型「ソルジャー」　　　　　 1800 　　 400　　  ビームガン Lv5 　　　　　　　　 ハンドグレネード Lv3 　　　　　　 ビームマシンガン Lv3　　　　　　　　　　　　　 ロングバレルビームライフル Lv4 　　　　　　　　　 42000　 ー　　　　　　GP販売

近距離型「ソルジャー」　　　　　 2200 　　 510 　　 ビームガン Lv6 　　　　　　　　 ビームガン Lv6 　　　　　　　　　　ライトショットガン Lv2 　　　　　　　　　　　　　 ビームマシンガン Lv3 　　　　　　　　　　　　　　44000 　ー　　　　　  GP販売

汎用型「コマンダー」　　　　　　　1700 　　 370       ビームガン Lv4   　   エリアシールド Lv2 　　　　　　　 ビームマシンガン Lv4        　　　　　　　　　　プラズマ波動砲 Lv3 　　　　　　　　　　　　　　  34000   ー        　　GP販売

オルガ・ジェンテイン

標準型「スナイパー」　　　　　　  1700 　　 360 　　ハンドガン Lv1　　　　　　　　　  トラップガン（地雷） Lv3 　　　　 グラビティガン Lv3 　　　　　　　　　　　　　　　スナイパーライフル Lv3　　　　　　　　　　 　ー　　　　　ー　　　　　　デフォルト装備

ウェポンパック名 コスト 耐久力 右手武器　 左手武器 サイド武器 サイドサブ
ショット

タンデムサブ
ショット

購入価格
(Gポイント)

レンタル価格
（Gマネー）

タンデム武器 備考

後方支援型「スナイパー」　　　 1800 　　 370 　　 ハンドガン Lv2 　　　　　　　　　ハンドグレネード Lv2　　　　　　 回復ライフル Lv2 　　　　　　　　　　　　　　　  スナイパーライフル Lv3 　　　　　　　　　　　ー　　　　　ー　　　　　　初期装備

汎用型「スナイパー」　　　　　　 1700 　　 400 　　 ハンドガン Lv4 　　　　　　　　　ハンドグレネード Lv3　   　　　  マシンガン Lv3 　　　　　　　　　　　　　　　　　 スナイパーライフル Lv2 　　　　　　　　　　　　 34000 　ー　　　　　 GP販売

高コスト型「スナイパー」　　　　  2300 　　 400 　　ハンドガン Lv5 　　　　　　　　　トラップガン（機雷） Lv5 　　　　 グラビティガン Lv4 　　　　　　　　　　　　　　　スナイパーライフル Lv6 　　　　　　　　　　　　  50000 　ー　　　　　 GP販売

低コスト型「スナイパー」　　　　 1400 　　 320 　　 ハンドガン Lv3 　　　　　　　　　ハンドガン Lv3 　　　　　　　　　 グラビティガン Lv2 　　　　　　　　　　　　　　　 スナイパーライフル Lv4 　　　　　　　　　　　　  14000 　ー　　　　　 GP販売

標準型「シャープシューター」　　2000 　　 310 　　 ハンドガン Lv4 　　　　　　　　　指向性シールド Lv1 　　　　　　 アサルトライフル Lv4 　　　　　　　　　　　　　 スナイパーライフル Lv5 　　　　　　　　　　　　　40000 　ー　　　　　 GP販売

ビーム兵装型「スナイパー」　　 1800 　　 360 　　 ビームガン Lv5 　　　　　　　　 トラップガン（拘束） Lv2 　　　　 ビームショットガン Lv3　　　　　　　　　　　    ロングバレルビームライフル Lv4 　　　　　　　　　 38000 　ー　　　　　 GP販売

改良後方支援型「スナイパー」　　2100 　　 420 　　 ハンドガン Lv4 　　　　　　　　  ハンドグレネード Lv3 　　　　　  回復ライフル Lv3 　　　　　　　　　　　　　　　 スナイパーライフル Lv5 　　　　　　　　　　　　　44000 　ー　　　　　 GP販売

近距離強化型「スナイパー」　　 1900 　　 380 　　 ハンドガン Lv4　　　　　　　　　 ハンドグレネード Lv4 　　　　　  ショットガン Lv1　　　　　　　　　　　　　　　　  スナイパーライフル Lv3 　　　　　　　　　　　　　38000 　ー　 　　　  GP販売

ビーム兵装型「シャープシューター」　2100        320      ビームガン Lv5         指向性シールド Lv1 ビームライフル Lv5          ロングバレルビームライフル Lv5                  　42000　 ー    　     GP販売

低コスト型「インターセプター」　1700      440 プラズマガン Lv4        ビームロッドガン Lv4              フルオートショットガン Lv3         ビームマシンガン Lv3 　　　　　　　　 34000   ー  　　　　  GP販売

強化型「スナイパー」 　　　　 2200　　　440  ハンドガン Lv6 　　　トラップガン（機雷） Lv6　　　　　マシンガン Lv4  　　　 スナイパーライフル Lv4  200000   200　 Gマネーレンタル or GP購入

遠距離型「インターセプター」　　2100　　 440  プラズマガン Lv4 　　   ビームロッドガン Lv6　　　　　　 グラビティガン Lv3          ビームライフル Lv6  200000 　200　　Gマネーレンタル or GP購入

標準型「コマンダー」　　　　　　　1900 　　 380      ビームハンドガトリングガン Lv3  エリアシールド Lv3 　　　　　　　  ビームライフル Lv5 　　　　　　　　　　　　　　 プラズマ波動砲 Lv3 　　　　　　　　　　　      　38000 　ー　　　　　　GP販売
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羅漢堂 旭

標準型「ヘビーガンナー」　　　　2000 　　 470 　　 ハンドガトリングガン Lv3 　　  ハンドガトリングガン Lv3 　　　 フルオートショットガン Lv4 　　　　　　　　　　 プラズマ波動砲 Lv4 　　　　　　　　　　　　　 ー　　　　　ー　　　　　 デフォルト装備

ウェポンパック名 コスト 耐久力 右手武器　 左手武器 サイド武器 サイドサブ
ショット

タンデムサブ
ショット

購入価格
(Gポイント)

レンタル価格
（Gマネー）

タンデム武器 備考

標準型「ウォーリア」　　　　　　　1700 　　 460 　　 鉄球ハンマーガン Lv2 　　　　 指向性シールド Lv2 　　　　　　フルオートショットガン Lv4 　　　　　　　　　　 ロケットランチャー Lv2 　　　　　　　　　　　　ー　　　　　 ー　　　　　 初期装備

標準型「バラージャー」　　　　　 1700 　　 480 　　 ハンドガトリングガン Lv3 　　　ハンドガトリングガン Lv3 　　　 ガトリングガン Lv4 　　　　　　　　　　　　　　　ロックオンミサイルランチャー Lv2 　　　　　          38000 　ー　　　　　 GP販売

遠距離強化型「ヘビーガンナー」　  2000 　　 500 　　 ハンドガトリングガン Lv2 　　　ハンドガトリングガン Lv2 　　　 ロックオンミサイルランチャー Lv5 　　　　　　　　　　 プラズマ波動砲 Lv6 　　　　　　　　　　　　　　　50000 　ー　　　　　 GP販売

低コスト型「ヘビーガンナー」　　1500 　　 440 　　 ハンドガトリングガン Lv2 　　  指向性シールド Lv1　　　　　　 フルオートショットガン Lv3 　　　　　　　 　　  大型ボムランチャー Lv3 　 　　　　　　　　　　　18000 　ー　　　　　 GP販売

ビーム兵装型「ヘビーガンナー」　　1800 　　 480 　　 ビームハンドガトリングガン Lv3   ビームハンドガトリングガン Lv3 　 ビームショットガン Lv4　　　　　　　　　　　　  ロングバレルビームライフル Lｖ4 　　　　    　　　 　44000 　ー　　　　　 GP販売

高火力型「バラージャー」　　　　2100 　　 500 　　ハンドガトリングガン Lv4 　　　ハンドガトリングガン Lv4 　　　 ガトリングガン Lv4 　　　　　　　　　　　　　　　 ロックオンミサイルランチャー Lv4 　　　　　　　　　  42000 　ー　　　　　 GP販売

特攻型「ウォーリア」　　　　　　　2000 　　 500 　　 鉄球ハンマーガン Lv3 　　　　 軽量型指向性シールド Lv2 　 フルオートショットガン Lv5 　　　　　　　　　　 プラズマ波動砲 Lv2 　　　　　　　　　　　　　　　38000 　ー　　　　　 GP販売

高コスト型「ヘビーガンナー」　　2500 　　 500 　　 ハンドガトリングガン Lv4 　　　ハンドガトリングガン Lv4 　　　 フルオートショットガン Lv6 　　　　　　　　　　 プラズマ波動砲 Lv5 　　　　　　　　　　　　　　　50000 　ー　 　　　  GP販売

ジョナサン・サイズモア

標準型「アーティレリ」　　　　　　 1900 　　 700 　　 プラズマガン Lv2 　　　　　　　 鉄球ハンマーガン Lv3 　　　　　ビームショットガン Lv3 　　　　　　　　　　　　　ロックオンミサイルランチャー Lv3 　　　　　　　　ー　　　　　ー　　　　　　デフォルト装備

ウェポンパック名 コスト 耐久力 右手武器　 左手武器 サイド武器 サイドサブ
ショット

タンデムサブ
ショット

購入価格
(Gポイント)

レンタル価格
（Gマネー）

タンデム武器 備考

標準型「バスティオン」　　　　　　2100 　　 670 　　プラズマガン Lv4 　　　　　　　 エリアシールド Lv3 　　　　　　　ビームショットガン Lv2 　　　　　　　　　　　　　ロケットランチャー Lv4 　　　　　　　　　　　　ー　　　　　 ー             初期装備

標準型「ストライカー」　　　　　　 1800 　　 700 　　 鉄球ハンマーガン Lv3 　　　　 鉄球ハンマーガン Lv3 　　　　　ビームショットガン Lv3 　　　　　　　　　　　　　ガトリングガン Lv2 　　　　　　　　　　　　　　　　34000 　ー　　　　　 GP販売

高コスト型「アーティレリ」　　　　 2400 　　 820      プラズマガン Lv4 　　　　　　　 プラズマガン Lv4 　　　　　       ビームショットガン Lv5 　　　　　　　　　　　　　ロックオンミサイルランチャー Lv5 　　　　　　　　　　50000 　ー　　　　　 GP販売

低コスト型「アーティレリ」　　　　1700 　　 720 　　 マシンピストル Lv2 　　　　　　 マシンピストル Lv2 　　　　　　　ビームショットガン Lv4 　　　　　　　　　　　　　拡散式ロケットランチャー Lv2    　　　　　　　　　 16000 　ー　　　　　 GP販売

後方支援型「アーティレリ」　　　 1800 　　 660 　　 フィンガーバルカン Lv2 　　　 フィンガーバルカン Lv2 　　　　 ロケットランチャー Lv4 　　　　　　　　　　　　  ロックオンミサイルランチャー Lv6 　　　　　　　　　 36000 　ー　　　　　 GP販売

支援型「バスティオン」　　　　　　2000 　　 700 　　 ハンドガトリングガン Lv3 　　  エリアシールド Lv4 　　　　　　　ビームショットガン Lv3 　　　　　　　　　　　　　スタンロケットランチャー Lv3 　　　　　　　　　 40000 　ー　　　　　 GP販売

突撃型「ストライカー」　　　　　　 2100 　　 800 　　 鉄球ハンマーガン Lv4 　　　　 鉄球ハンマーガン Lv4 　　　　　ビームショットガン Lv2 　　　　　　　　　　　　 ガトリングガン Lv3 　　　　　　　　　　　　　　　　46000 　ー　　　　　 GP販売

標準型「パンツァー」　　　　　　　1700 　　 670 　　 ハンドガトリングガン Lv2 　　　ハンドガトリングガン Lv2 　　　 ロケットランチャー Lv4 　　　　　　　　　　　　 キャノン砲 Lv4 　　　　　　　　　　　　　　　       38000 　ー         　 GP販売

近距離型「バスティオン」           2200       700 プラズマガン Lv4        エリアシールド Lv4                ビームショットガン Lv6                グラビティガン Lv2                  　44000　 ー　  　　　 GP販売

掃討型「ウォーリア」        　2300    　600      鉄球ハンマーガン Lv5       指向性シールド（反射型） Lv6  ハープーンガン Lv4         スタンロケットランチャー Lv3                 　46000　 ー 　　　　　GP販売

汎用型「アーティレリ」 　　　　 1900　    760  ビームマシンピストル Lv3　　 ビームマシンピストル Lv3　　　 ビームショットガン Lv4  　　　 マルチボムランチャー Lv4  200000 　200　 Gマネーレンタル or GP購入

超弾幕型「バラージャー」　　　　2400　　　500  ハンドガトリングガン Lv6　　　 ハンドガトリングガン Lv6　　　 ガトリングガン Lv6 　　　　　　　　　　　 トップアタックミサイルLv3  200000　　　　200　　Gマネーレンタル or GP購入

ビームロッドガン
 Lv1
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レミー・オードナー

標準型「ジェノサイダー」           2000      330      ビームハンドガトリングガン Lv3   指向性シールド（反射型） Lv4  ニードルガン Lv3                                    反物質ミサイルランチャー Lv2                   ー            ー            デフォルト装備

ウェポンパック名 コスト 耐久力 右手武器　 左手武器 サイド武器 サイドサブ
ショット

タンデムサブ
ショット

購入価格
(Gポイント)

レンタル価格
（Gマネー）

タンデム武器 備考

標準型「ヴィンディケイター」     1800      330      ビームガン Lv4                    指向性シールド Lv1               ニードルガン Lv3                                     ビームライフル Lv4                               ー            ー            初期装備

突撃型「ジェノサイダー」          1800      380      ビームハンドガトリングガン Lv2   ビームハンドガトリングガン Lv2   グラビティガン Lv2                                  反物質ミサイルランチャー Lv4                      38000    ー            GP販売

領域支配型「ジェノサイダー」    2500      420      ビームハンドガトリングガン Lv3   エリアシールド Lv5                ニードルガン Lv3                                    反物質ミサイルランチャー Lv5                       50000    ー            GP販売　

低コスト型「ジェノサイダー」      1700      280      ビームハンドガトリングガン Lv2  指向性シールド Lv1               ニードルガン Lv2                                    ビームショットガン Lv2                              18000    ー            GP販売

重火器運用型「ジェノサイダー」     2100      360      ビームハンドガトリングガン Lv3  ビームフィンガーガン Lv2        プラズマ波動砲 Lv4                                反物質ミサイルランチャー Lv6                       42000    ー            GP販売

改良突撃型「ジェノサイダー」    2300      330      ビームハンドガトリングガン Lv3   ビームハンドガトリングガン Lv3   グラビティガン Lv3                                  ロケットランチャー Lv3                              46000    ー            GP販売

制圧型「ヴィンディケイター」     2200      350      ビームガン Lv5                    指向性シールド（反射型） Lv4  ニードルガン Lv5                                    ビームライフル Lv5                                  46000    ー            GP販売

標準型「タイラント」                  1900      350     鉄球ハンマーガン Lv1           ビームロッドガン Lv4              ビームガトリングガン Lv3                         反物質ミサイルランチャー Lv4                   　40000           　 　  GP販売

ビームマシンガン 
Lv1

ビームマシンガン 
Lv1

ビームマシンガン 
Lv1

グラビティガン
Lv2

草陰 稜

標準型「ニンジャ」　　　　　　　　 1600      330     スタンガン Lv2                     ステルス装置 Lv3                  ディスクマシンガン Lv2                            ボーラランチャー Lv2                            ー            ー            デフォルト装備

ウェポンパック名 コスト 耐久力 右手武器　 左手武器 サイド武器 サイドサブ
ショット

タンデムサブ
ショット

購入価格
(Gポイント)

レンタル価格
（Gマネー）

タンデム武器 備考

標準型「インフィルトレーター」    1700      320     マグナム Lv2                       ステルス装置 Lv2                  ライトショットガン Lv4                               グラビティガン Lv1                                ー            ー            初期装備

標準型「ストライダー」             1500       340     マシンピストル Lv3               ハンドグレネード Lv3              ライトアサルトライフル Lv3                       ボーラランチャー Lv2                                38000   ー            GP販売

強襲型「ニンジャ」                   1700       340     スタンガン Lv3                      スタンガン Lv1                      ディスクマシンガン Lv3                            ボーラランチャー Lv1                                34000   ー            GP販売

低コスト型「ニンジャ」              1300       300     スタンガン Lv2                     ステルス装置 Lv4                  ディスクマシンガン Lv2                            クロスボウガン（高重力） Lv3                      14000   ー            GP販売

火力強化型「ニンジャ」            1900       360     プラズマガン Lv6                  ステルス装置 Lv3                  グレネードランチャー(時限式) Lv2                   ハープーンガン Lv2                                  38000   ー            GP販売

高火力型「ストライダー」          2000       380     マシンピストル Lv4                ハンドグレネード Lv5              ライトアサルトライフル Lv3                       ボーラランチャー Lv3                                40000   ー            GP販売

上忍「エリートニンジャ」            2200      380     スタンガン Lv4                      ステルス装置 Lv3                  ディスクマシンガン Lv5                            ボーラランチャー Lv2                                44000   ー            GP販売

高コスト型「インフィルトレーター」    2200       400     マグナム Lv6                        ステルス装置 Lv2                  ライトショットガン Lv4                               クロスボウガン（高重力） Lv1                 　　46000    ー　         GP販売

トラップガン
（地雷） Lv1

ステルス装置
 Lv1

ステルス装置
 Lv1

妨害型「ストライダー」          　1800    　 340    　マシンピストル Lv3         ハンドグレネード Lv3                   ハープーンガン Lv3              ボーラランチャー Lv4                  　 　36000　 － 　　　　   GP販売トラップガン（地雷）
 Lv1

爆撃型「ヴィンディケイター」   　2200  　　330      ビームガン Lv4        ハンドグレネード Lv5           　ロケットランチャー Lv5          ビームライフル Lv4  　　　          44000　 －  　　　   GP販売

強襲型「インフィルトレーター」　　　　1600　　　  360  ハンドショットガン Lv3 　　　 ステルス装置 Lv3 　　　　　　　　ディスクマシンガン Lv3　　　　　　　　　　　　　　　　 スタンロケットランチャー Lv2  200000 　 200　　GPマネーレンタル or GP購入
ステルス装置

 Lv1

スタンロケット
ランチャー Lv1制圧型「ジェノサイダー」　　　　  2100　  　360 　　ビームハンドガトリングガン Lv5　　軽量型指向性シールド Lv1　　マルチボムランチャー Lv4 　　　 　　　　　　　 反物質ミサイルランチャー Lv3　　　　　　　　　200000 　200　 Gマネーレンタル or GP購入
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真加部 主水

標準型「バトルマスター」          2000      430      マグナム Lv4                       マグナム Lv4                        クロスボウガン（高重力） Lv2                    マルチボムランチャー Lv4                      ー            ー           デフォルト装備

ウェポンパック名 コスト 耐久力 右手武器　 左手武器 サイド武器 サイドサブ
ショット

タンデムサブ
ショット

購入価格
(Gポイント)

レンタル価格
（Gマネー）

タンデム武器 備考

標準型「ハンター」                  1700       460      ハンドガン Lv3                     ハンドガン Lv3                     クロスボウガン（高重力） Lv3                    アサルトライフル Lv3                            ー            ー           初期装備

爆装型「バトルマスター」          2000      440      マグナム Lv4                       ハンドグレネード Lv3             クロスボウガン（高重力） Lv2                    大型ボムランチャー Lv5                            42000   ー           GP販売

支援型「ハンター」                  1900       430      マグナム Lv4                       スタンガン Lv2                      ボーラランチャー Lv3              　　　　　      ライトアサルトライフル Lv3    　　　　　　　　   38000   ー           GP販売　

師範型「バトルマスター」          2300      530      マグナム Lv5                       ビームロッドガン Lv4　　　　　  ディスクマシンガン Lv5　　　　　　　　　　　　　クロスボウガン（高重力） Lv3　     　　　    　　46000  ー            GP販売

低コスト型「バトルマスター」     1600       400      マグナム Lv4                       マグナム Lv4                       グラビティガン Lv2                                   マルチボムランチャー Lv4                         32000   ー            GP販売

近距離強化型「ハンター」         2200      520      スタンガン Lv2                     スタンガン Lv2                     クロスボウガン（高重力） Lv3                    バトルライフル Lv3                                 　44000  　　　      　 GP販売

ξ（クシー）９８８

標準型「センチネル」　　　　　　  1900 　　 380 　　 ビームフィンガーガン Lv3 　 　 ビームフィンガーガン Lv3         グレネードランチャー(時限式) Lv3 　　　　　        ホーミングレーザーガン Lv3 　　　　　　　　　ー          ー　　　　　 デフォルト装備

ウェポンパック名 コスト 耐久力 右手武器　 左手武器 サイド武器 サイドサブ
ショット

タンデムサブ
ショット

購入価格
(Gポイント)

レンタル価格
（Gマネー）

タンデム武器 備考

標準型「リコン」　　　　　　　　　　 1600　    360 　  フィンガーバルカン Lv2　　　　 フィンガーバルカン Lv2　　 　　グラビティガン Lv3  　　　　　　　　　　　　　　 ロックオンミサイルランチャー Lv3　 　　　        ー　　　  　ー　　　　 　初期装備

遠距離型「センチネル」　　　　　 2000  　　380 　　 ビームフィンガーガン Lv2 　　 ビームフィンガーガン Lv2 　  　ビームマシンガン Lv4 　　　　　　　　　　　　  ホーミングレーザーガン Lv5　　　　　　　 　     40000  ー            GP販売

狙撃型「センチネル」　　　　　　　1800      400       ビームフィンガーガン Lv2      トラップガン（拘束） Lv2          グレネードランチャー(時限式) Lv4                    ロングバレルビームライフル Lv4                      44000  ー            GP販売 

汎用型「リコン」                      1700       400      フィンガーバルカン Lv3         フィンガーバルカン Lv3          マシンガン Lv4                                       ロックオンミサイルランチャー Lv4                      38000   ー            GP販売

低コスト型「センチネル」          1400       350      ビームフィンガーガン Lv3       ビームフィンガーガン Lv3       ビームマシンガン Lv3                             ホーミングレーザーガン Lv3                       30000   ー            GP販売

遠距離型「リコン」                   2100       420     フィンガーバルカン Lv3          フィンガーバルカン Lv3          バトルライフル Lv5                                 ロックオンミサイルランチャー Lv6                  　 42000   ー　　　　   GP販売

高コスト型「センチネル」    　　　2300       450     ビームフィンガーガン Lv4       ビームフィンガーガン Lv4       グレネードランチャー(時限式) Lv4        ホーミングレーザーガン Lv3                     　46000   ー            GP販売

ステルス装置
 Lv1

高コスト型「バトルマスター」   　2500       500 マグナム Lv6      　マグナム Lv6 　　　　　    クロスボウガン（高重力） Lv3      　マルチボムランチャー Lv5            　　　50000    ー        　 GP販売

標準型「アドバンス」          1700       380     ビームフィンガーガン Lv4       指向性シールド Lv2              バブルビームガン Lv3         ビームマシンガン Lv3             　　　34000　－  　　　　 GP販売

強襲型「ハンター」 　　     1800       430  マグナム Lv4      　スタンガン Lv3                フルオートショットガン Lv4        クロスボウガン（高重力） Lv2               　 36000 　 ー  　　　   GP販売

強化型「アドバンス」 　　　　 2000　　　420 　　ビームフィンガーガン Lv4　　　指向性シールド Lv2　　　　　　 バブルビームガン Lv5 　　　　　　　　　　　グレネードランチャー(時限式) Lv4   40000 　　   　 GP販売

師範型「ハンター」 　　　　 2400　　　500  ハンドガン Lv6 　　　 ハンドガン Lv6 　　　　　    クロスボウガン（高重力） Lv3　　　　　　　　　 ガトリングガン Lv4  　　　　　　　  48000           GP販売

高火力型「リコン」　　　　          2200     　430　　 フィンガーバルカン Lv4         フィンガーバルカン Lv4          グラビティガン Lｖ4                                　キャノン砲　Lｖ5            　　　　　　　　        200000          200   Gマネーレンタル or GP購入  

近距離型「バトルマスター」　    2100       420　　　鉄球ハンマーガン Lｖ6　　　　  スタンガン Lv3                     スモークグレネードランチャー Lv2                     マルチボムランチャー Lv1 　　　　　　　　　　200000　　　　 200　 Gマネーレンタル or GP購入　　　　　　　　　　　　       
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標準型「タクティクス」           2000　    360 ビームガン Lv3　 　　　 トラップガン（機雷） Lv5　　　　 ニードルガン Lv4  　　　 エリア攻撃兵器（迫撃砲）Lv2               ー        　 ー           デフォルト装備

ウェポンパック名 コスト 耐久力 右手武器　 左手武器 サイド武器 サイドサブ
ショット

タンデムサブ
ショット

購入価格
(Gポイント)

レンタル価格
（Gマネー）

タンデム武器 備考

標準型「レスキュー」 　　　   1900 　 　350 ビームガン Lv3 　　　指向性シールド Lv1　　　　　　　マシンガン Lv4  　　　 エリア回復兵器Lv3                               ー           ー            初期装備

低コスト型「タクティクス」      　　1500　     360 ハンドガトリングガン Lv1     　トラップガン（機雷） Lv5          バトルライフル Lv3         エリア攻撃兵器（迫撃砲）Lv2          　　 　　   32000  ー        　 GP販売

高コスト型「レスキュー」  　　　　2100       380 ビームロッドガン Lv4        指向性シールド Lv1          　　バトルライフル Lv5 　　　　　　　　　  　エリア回復兵器Lv5                                  　44000  ー           GP販売 

制圧型「タクティクス」               2200       400 ビームガン Lv6        エリアシールド Lv2                ロックオンミサイルランチャー Lv5        エリア攻撃兵器（衛星砲）Lv5 　　　　　　　　 46000  ー          　GP販売

ライトアサルト
ライフル Lv1

低コスト型「レスキュー」 　　　　 1400       330  ビームガン Lv3        ビームガン Lv3                マシンガン Lv3         エリア回復兵器Lv3                　  30000  ー            GP販売

汎用型「タクティクス」 　　　   1900       360  ビームガン Lv3        指向性シールド Lv1            　ビームマシンガン Lv3         エリア攻撃兵器（迫撃砲）Lv2　　　　　　　　　　 38000  ー     　     GP販売

殲滅型「タクティクス」 　　　　 2500　　　430  ビームハンドガトリングガン Lv3　エリアシールド Lv3　　　　　　　グラビティガン Lv4    　　 エリア攻撃兵器（衛星砲）Lv6   50000           GP販売エリア攻撃兵器
（迫撃砲）Lv1

ウェポンパック名 コスト 耐久力 右手武器　 左手武器 サイド武器 サイドサブ
ショット

タンデムサブ
ショット

購入価格
(Gポイント)

レンタル価格
（Gマネー）

タンデム武器 備考

近距離型「タクティクス」           1800       380      ビームマシンピストル Lv3      ビームロッドガン Lv4             ビームショットガン Lv2                              エリア攻撃兵器(追撃砲）Lｖ1　　　　　　　　　　200000　　　　200　 Gマネーレンタル or GP購入 

　　　　

篠生 茉莉

標準型「スキャンパー」 　　　　 1800       440      ビームハンドガトリングガン Lv3    ブースター Lv4                     バースターマシンガン Lv3         ビームガトリングガン Lv2               ー         　 ー           デフォルト装備

標準型「シージ」    　　　1700       500  鉄球ハンマーガン Lv2     　 ブースター Lv2                火炎放射器 Lv3          キャノン砲 Lv3                ー            ー           初期装備

高機動型「スキャンパー」         2000       450  ビームハンドガトリングガン Lv3    ブースター Lv6                バースターマシンガン Lv3         ビームライフル Lv4   42000   ー            GP販売

高火力型「シージ」           2100       700  鉄球ハンマーガン Lv3        鉄球ハンマーガン Lv3           トップアタックミサイル Lv3          キャノン砲 Lv5                    44000   ー　          GP販売

低コスト型「スキャンパー」        1300       420  ビームハンドガトリングガン Lv3    ブースター Lv4                グレネードランチャー(時限式) Lv3         ビームライフル Lv4   28000   ー            GP販売

近距離型「シージ」 　　　　 1900       530  鉄球ハンマーガン Lv4          ブースター Lv4                火炎放射器 Lv3          スタンロケットランチャー Lv3                　 38000　 ー           GP販売

強襲型「スキャンパー」    　　  1700       480  マシンピストル Lv3        ブースター Lv4                フルオートショットガン Lv5         ビームガトリングガン Lv2                   38000   ー      　　 GP販売

高火力型「スキャンパー」　　　　 2300　　 600  ビームハンドガトリングガン Lv4　ブースター Lv4　　　　　　　　　 ビームガトリングガン Lv5  　　　 トップアタックミサイルLv3   46000 　200　 GP販売

改良型「シージ」　　　　　　　　　  1800　　 530  鉄球ハンマーガン Lv2　　　　　 　ブースター Lｖ4 　　　　　　　　   ニードルガン Lv4　　　　　　　　　　　　　　　　　ロケットランチャー Lv3　　　　　　　　　　　　　200000　　　　 200　 Gマネーレンタル or GP購入  ライトアサルト
ライフル Lv1
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ウェポンパック名 コスト 耐久力 右手武器　 左手武器 サイド武器 サイドサブ
ショット

タンデムサブ
ショット

購入価格
(Gポイント)

レンタル価格
（Gマネー）

タンデム武器 備考

標準型「ペネトレイター」　　　　　1700　　　360 ハンドショットガン Lv3　　　　  指向性シールド（反射型） Lv5  スモークグレネードランチャー Lv2 　　　 拡散式ロケットランチャー Lv3 　　　　　　 ー　　　　　 ー　　　　　 初期装備

突撃型「ペネトレイター」　　　　　2000　　　450 ハンドショットガン Lv3　　　　　ハンドショットガン Lv3　　　　　 スモークグレネードランチャー Lv3 　　　 グレネードランチャー(時限式) Lv4 　　　　　　 ー 　　　　 GP販売

高コスト型「クレヤボヤンス」　　 2300　　　380 ビームマシンピストル Lv4　　 指向性シールド Lv1　　　        スモークグレネードランチャー Lv3　　　　　　　　   貫通レーザーガン Lv6 　　　　　　　　 44000  ー    　　　GP販売

汎用型「クレヤボヤンス」　　　　 1900　　　380 フィンガーバルカン Lv2　　　　フィンガーバルカン Lv2　　　　　ライトアサルトライフル Lv3 　　　 貫通レーザーガン Lv2   38000　 ー　　　　　GP販売

シュリニヴァーサ

標準型「クレヤボヤンス」　　　　 1800　　　320 ビームマシンピストル Lv3　　 ビームマシンピストル Lv3　　　 スモークグレネードランチャー Lv2 　　　 貫通レーザーガン Lv3 　　　　　   ー　　　　　 ー　　　　　 デフォルト装備

高コスト型「ペネトレイター」　　　2100　　　420 フィンフガーバルカン Lv3　　 指向性シールド（反射型） Lv5　ショットガン Lv4 　　　                  スモークグレネードランチャー Lｖ3　　　　　　　　　　 200000   200　 Gマネーレンタル or GP販売 

支援型「クレヤボヤンス」　　　　 1800　　　360 ビームマシンピストル Lv3　　 ビームマシンピストル Lv3　　　 ボーラランチャー Lv3 　　　 　　　　　　　  貫通レーザーガン Lv2　　　　　　　　　　　　　  36000　ー　　　　　 GP販売


