
1★ 練習用の剣 物攻+98-196
2★ サイの短剣 物攻+171-342
3★ サリーの双刀 物攻+299-598 物攻+3.0%-8.1%
4★ 礼式用の剣 物攻+523-1046 物攻+6.0%-14.1%
5★ クリスタルの剣 物攻+914-1830 物攻+10.0%-25.0% 魔攻+1125-2627
6★ 闇の黒剣 物攻+1600-3202 物攻+18.0%-44.0% 魔攻+1970-4597
1★ トネリコの杖 魔攻+120-241
2★ まじない師の杖 魔攻+210-421
3★ コニーのクラブ 魔攻+368-736 魔攻+3.0%-6.1%
4★ 闇の翼の杖 魔攻+643-1287 魔攻+6.0%-12.1%
5★ オウムの杖 魔攻+1125-2252 魔攻+10.0%-22.0% 決率+3.2%-4.3%
6★ 黒魔術師の杖 魔攻+1970-3940 魔攻+18.0%-37.0% 決率+4.0%-5.1%
1★ きらめく魔法の杖 魔攻+120-281
2★ 不思議な魔法の杖 魔攻+210-491
3★ にぎやかな魔法の杖 魔攻+368-859 ス率+1.7%-2.3%
4★ 花の精の魔法の杖 魔攻+643-1502 ス率+2.5%-3.1%
5★ キューピットの杖 魔攻+1125-2627 ス率+3.2%-3.8% 魔攻+10.0%-25.0%
6★ 月の女神の魔法の杖 魔攻+1970-4597 ス率+4.0%-4.6% 魔攻+18.0%-44.0%
1★ スリングショット 決率+0.2%-1.3%
2★ コスミックレーザー 決率+1.0%-2.1%
3★ パンチショット 決率+1.7%-2.8% 決ダ+5.0%-11.1%
4★ ハートガン 決率+2.5%-3.6% 決ダ+10.0%-21.0%
5★ ファイヤーマグナム 決率+3.2%-4.3% 決ダ+17.0%-36.0% 物攻+10.0%-25.0%
6★ プラネットスナイパー 決率+4.0%-5.1% 決ダ+30.0%-62.0% 物攻+18.0%-44.0%
1★ ゴムの木の弓 物攻+1.0%-2.1%
2★ 鋼の弓  物攻+1.0%-3.1%
3★ 花の弓 物攻+3.0%-6.1% 魔攻+368-736
4★ 天使の翼の弓 物攻+6.0%-12.1% 魔攻+643-1287
5★ 闇烏の弓 物攻+10.0%-22.0% 魔攻+1125-2252 ス率+3.2%-4.3%
6★ 守護神の弓 物攻+18.0%-37.0% 魔攻+1970-3940 ス率+4.0%-5.1%
1★ 鋼のハンマー 物攻+98-229
2★ 雷のハンマー 物攻+171-399
3★ スターハンマー 物攻+299-698 物防+31-95
4★ マジックハンマー 物攻+523-1220 物防+78-235
5★ 骸骨ハンマー 物攻+914-2135 物防+195-587 体力+10.0%-18.0%
6★ 闇神のハンマー 物攻+1600-3735 物防+488-1466 体力+18.0%-31.0%
1★ 三日月のブーメラン 魔攻+120-281
2★ ハートのブーメラン 魔攻+210-491
3★ フラワーブーメラン 魔攻+368-859 移動+6-8
4★ 氷の精のブーメラン 魔攻+643-1502 移動+7-9
5★ 雷の精のブーメラン 魔攻+1125-2627 移動+9-11 物攻+914-2135
6★ クローバーのブーメラン 魔攻+1970-4597 移動+10-12 物攻+1600-3735
1★ ゴムのムチ 魔攻+1.0%-2.1%
2★ トカゲのムチ 魔攻+1.0%-3.1%
3★ バラのつるのムチ 魔攻+3.0%-6.1% 物攻+299-598
4★ 月光のムチ 魔攻+6.0%-12.1% 物攻+523-1046
5★ 雷のムチ 魔攻+10.0%-22.0% 物攻+914-1830 決率+3.2%-4.3%
6★ 悪魔の尾のムチ 魔攻+18.0%-37.0% 物攻+1600-3202 決率+4.0%-5.1%
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1★ 丈夫なのこぎり 物攻+98-229
2★ 専門家ののこぎり 物攻+171-399
3★ 雷のこぎり 物攻+299-698 決率+1.7%-2.6%
4★ チタンのこぎり 物攻+523-1220 決率+2.5%-3.3%
5★ 電気のこぎり 物攻+914-2135 決率+3.2%-4.1% 決ダ+17.0%-42.0%
6★ 溶岩刃ののこぎり 物攻+1600-3735 決率+4.0%-4.8% 決ダ+30.0%-72.0%
1★ 小さいほうき 魔攻+120-281
2★ 流れ星のほうき 魔攻+210-491
3★ 紫魔女のほうき 魔攻+368-859 魔防+21-84
4★ 夜烏のほうき 魔攻+643-1502 魔防+52-209
5★ 雷のほうき 魔攻+1125-2627 魔防+130-522 体力+10.0%-18.0%
6★ 天の川のほうき 魔攻+1970-4597 魔防+326-1303 体力+18.0%-31.0%
1★ 初心者用の魔法の杖 ス率+0.5%-1.3%
2★ 中級の魔法の杖 ス率+1.2%-2.1%
3★ 裁判官の杖 ス率+2.0%-2.8% 魔攻+4.0%-8.0%
4★ 月の使者の杖 ス率+2.7%-3.6% 魔攻+8.0%-14.0%
5★ 伝説の風斧 ス率+3.5%-4.3% 魔攻+14.0%-24.0% 魔攻+1501-2627
6★ 栄光の魔法の杖 ス率+4.2%-5.1% 魔攻+24.0%-43.0% 魔攻+2626-4597
4★ [エヴァ]スマッシュホーク 物攻+2084-2195 物攻+14.0%-16.0%
5★ [エヴァ]プログナイフ 物攻+3650-3843 物攻+24.0%-26.0% 体力+16699-17579
6★ [エヴァ]ロンギヌスの槍 物攻+6386-6723 物攻+43.0%-45.0% 体力+41749-43947
4★ [エヴァ]ガトリング砲 物攻+14.0%-16.0% 決率+3.5%-4.6%
5★ [エヴァ]バズーカ 物攻+24.0%-26.0% 決率+4.2%-5.3% 物攻+3650-3843
6★ [エヴァ]ポジトロン・ライフル 物攻+43.0%-45.0% 決率+5.0%-6.1% 物攻+6386-6723
4★ [霹靂]はたき 魔攻+14.0%-16.0% ス率+3.5%-4.6%
5★ [霹靂]魔流剣 魔攻+24.0%-26.0% ス率+4.2%-5.3% 魔攻+4490-4727
6★ [霹靂]如是我斬 魔攻+43.0%-45.0% ス率+5.0%-6.1% 魔攻+7858-8273
4★ [北斗]マミヤのボウガン 物攻+14.0%-16.0% 物攻+2084-2195
5★ [北斗]ジャギのショットガン 物攻+24.0%-26.0% 物攻+3650-3843 ス率+4.2%-5.3%
6★ [北斗]世紀末の火炎放射器 物攻+43.0%-45.0% 物攻+6386-6723 ス率+5.0%-6.1%
4★ [北斗]世紀末の鉄槌 物攻+2084-2195 物攻+14.0%-16.0%
5★ [北斗]マミヤのヨーヨー 物攻+3650-3843 物攻+24.0%-26.0% 魔攻+1125-2627
6★ [北斗]ケンシロウのヌンチャク 物攻+6386-6723 物攻+43.0%-45.0% 魔攻+1970-4597
4★ [霹靂]はたき2 魔攻+2567-2703 魔攻+14.0%-16.0%
5★ [霹靂]魔流双剣 魔攻+4490-4727 魔攻+24.0%-26.0% 体力+16699-17579
6★ [霹靂]如是我斬2 魔攻+7858-8273 魔攻+43.0%-45.0% 体力+41749-43947
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1★ リボンカチューシャ 魔防+3-18
2★ 黄色の帽子 魔防+8-43
3★ アンゴラのベレー帽 魔防+21-105 魔攻+368-614
4★ ウサギの帽子 魔防+52-261 魔攻+643-1073
5★ 魔法使いの帽子 魔防+130-652 魔攻+1125-1877 ス抵+5.1%-6.6%
6★ ハートの王冠 魔防+326-1629 魔攻+1970-3284 ス抵+6.1%-7.6%
1★ ゴーストマスク 物防+5-26
2★ フィーバーマスク 物防+13-64
3★ タフガイマスク 物防+31-157 体力+313-1251
4★ サッドマスク 物防+78-392 体力+781-3126
5★ ロボットマスク 物防+195-978 体力+1953-7814 回避+3.2%-4.3%
6★ ピースマスク 物防+488-2442 体力+4883-19532 回避+4.0%-5.1%
1★ 木の鎧 防具 物防+5-26
2★ 革の鎧 物防+13-64
3★ 鋼の鎧 物防+31-157 体力+3.0%-8.1%
4★ 金の十字の鎧 物防+78-392 体力+6.0%-14.1%
5★ 不死鳥の鎧 物防+195-978 体力+10.0%-25.0% 魔防+130-652
6★ 神聖な鎧 物防+488-2442 体力+18.0%-44.0% 魔防+326-1629
1★ スイカのヘルメット 防具 ス抵+1.1%-2.6%
2★ 野球のヘルメット ス抵+2.1%-3.6%
3★ バイキングヘルメット ス抵+3.1%-4.6% 物攻+299-499
4★ 雷ヘルメット ス抵+4.1%-5.6% 物攻+523-872
5★ 骸骨炎のヘルメット ス抵+5.1%-6.6% 物攻+914-1525 体力+10.0%-22.0%
6★ 雲の翼ヘルメット ス抵+6.1%-7.6% 物攻+1600-2668 体力+18.0%-37.0%
1★ 普通のスリッパ 防具 物防+0.1%-9.1%
2★ ピンクリボンの靴 物防+9.0%-18.1%
3★ ムートンブーツ 物防+18.0%-28.0% 回避+1.7%-2.3%
4★ 鋼のブーツ 物防+27.0%-37.0% 回避+2.5%-3.1%
5★ 不死鳥のブーツ 物防+36.0%-46.0% 回避+3.2%-3.8% ス抵+5.1%-6.6%
6★ 雲の翼ブーツ 物防+45.0%-55.0% 回避+4.0%-4.6% ス抵+6.1%-7.6%
1★ ジャングルシャツ 防具 体力+50-151
2★ 吹雪のコート 体力+125-376
3★ 溶岩洞窟のローブ 体力+313-939 魔防+21-105
4★ 夕焼け空のマント 体力+781-2345 魔防+52-261
5★ 深い夜のローブ 体力+1953-5860 魔防+130-652 魔攻+1125-2627
6★ 闇の神のコート 体力+4883-14649 魔防+326-1629 魔攻+1970-4597
1★ 木のシールド 防具 体力+1.0%-2.1%
2★ 雷シールド 体力+1.0%-3.1%
3★ 誓いのシールド 体力+3.0%-6.1% 物防+18.0%-25.0%
4★ 平和のシールド 体力+6.0%-12.1% 物防+27.0%-34.0%
5★ 混乱のシールド 体力+10.0%-22.0% 物防+36.0%-43.0% 体力+1953-9767
6★ 守護シールド 体力+18.0%-37.0% 物防+45.0%-52.0% 体力+4883-24415
1★ 3Dメガネ 防具 回避+0.2%-1.1%
2★ スキューバゴーグル 回避+1.0%-1.8%
3★ KSMメガネ 回避+1.7%-2.6% 魔防+18.0%-28.0%
4★ 宇宙反射メガネ 回避+2.5%-3.3% 魔防+27.0%-37.0%
5★ 不死鳥のメガネ  回避+3.2%-4.1% 魔防+36.0%-46.0% 物防+36.0%-49.0%
6★ 雲の翼メガネ 回避+4.0%-4.8% 魔防+45.0%-55.0% 物防+45.0%-58.0%
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1★ 礼式用手袋 防具 魔防+0.1%-12.1%
2★ ムートン手袋 魔防+9.0%-21.1%
3★ 雷グローブ 魔防+18.0%-31.0% ス抵+3.1%-4.2%
4★ 鋼のグローブ 魔防+27.0%-40.0% ス抵+4.1%-5.2%
5★ 不死鳥のグローブ 魔防+36.0%-49.0% ス抵+5.1%-6.2% 体力+1953-9767
6★ 闇の神のグローブ 魔防+45.0%-58.0% ス抵+6.1%-7.2% 体力+4883-24415
1★ ジャングルパンツ 防具 魔防+3-14
2★ 吹雪のパンツ 魔防+8-34
3★ 溶岩洞窟のパンツ 魔防+21-84 物防+31-157
4★ 夕焼け空のパンツ 魔防+52-209 物防+78-392
5★ 深い夜のパンツ 魔防+130-522 物防+195-978 体力+10.0%-25.0%
6★ 闇の神のパンツ 魔防+326-1303 物防+488-2442 体力+18.0%-44.0%
1★ 修行用のベスト 防具 体力+100-251
2★ 古代ブラウンの上着 体力+250-626
3★ 防寒ベスト 体力+625-1564 回避+1.7%-2.6%
4★ 北極探検家のジャンパー 体力+1563-3907 回避+2.5%-3.3%
5★ クラシックな軍のコート 体力+3906-9767 回避+3.2%-4.1% 魔攻+1501-2627
6★ 司令官のコート 体力+9766-24415 回避+4.0%-4.8% 魔攻+2626-4597
4★ [エヴァ]ミサトの帽子 防具 体力+6679-7031 魔攻+14.0%-16.0%
5★ [エヴァ]マリのスカート 体力+16699-17579 魔攻+24.0%-26.0% 魔防+1113-1173
6★ [エヴァ]耐熱光波防御盾 体力+41749-43947 魔攻+43.0%-45.0% 魔防+2784-2931
4★ [エヴァ]リツコの白衣 防具 体力+14.0%-16.0% ス抵+5.5%-6.6%
5★ [エヴァ]ネルフの制服 体力+24.0%-26.0% ス抵+6.5%-7.6% 物防+1670-1759
6★ [エヴァ]プラグスーツ 体力+43.0%-45.0% ス抵+7.5%-8.6% 物防+4174-4395
1★ [北斗]ケンシロウの包帯 防具 体力+2.0%-3.1%
2★ [北斗]ケンシロウのブーツ 体力+4.0%-5.1%
3★ [北斗]ケンシロウの鎧 体力+8.0%-9.1% 物攻+4.0%-8.1%
4★ [北斗]ラオウのマント 体力+14.0%-16.0% 物攻+8.0%-14.1%
5★ [北斗]ジャギのヘルメット 体力+24.0%-26.0% 物攻+14.0%-25.0% 体力+16699-17579
6★ [北斗]ラオウの兜 体力+43.0%-45.0% 物攻+24.0%-44.0% 体力+41749-43947
4★ [霹靂]風のグローブ 防具 体力+6679-7031 ス抵+5.5%-6.6%
5★ [霹靂]朱雀マスク 体力+16699-17579 ス抵+6.5%-7.6% 物攻+24.0%-26.0%
6★ [霹靂]雪中獣マスク 体力+41749-43947 ス抵+7.5%-8.6% 物攻+43.0%-45.0%
4★ [霹靂]シューのマント 防具 体力+14.0%-16.0% ス回+5.5%-6.6%
5★ [霹靂]風のマント 体力+24.0%-26.0% ス回+6.5%-7.6% 魔攻+24.0%-26.0%
6★ [霹靂]風の服 体力+43.0%-45.0% ス回+7.5%-8.6% 魔攻+43.0%-45.0%



1★ 花のリング アクセ 決率+0.2%-0.8%
2★ 骸骨のリング 決率+1.0%-1.6%
3★ 金の十字のリング 決率+1.7%-2.3% 物防+31-95
4★ 真珠貝のリング 決率+2.5%-3.1% 物防+78-235
5★ 雷のリング 決率+3.2%-3.8% 物防+195-587 決ダ+17.0%-42.0%
6★ 天使の翼のリング 決率+4.0%-4.6% 物防+488-1466 決ダ+30.0%-72.0%
1★ 生命のメダル アクセ 回避+0.2%-1.1%
2★ 進撃のメダル 回避+1.0%-1.8%
3★ 祝福のメダル 回避+1.7%-2.6% 魔攻+368-614
4★ 混乱のメダル 回避+2.5%-3.3% 魔攻+643-1073
5★ 勇気のメダル 回避+3.2%-4.1% 魔攻+1125-1877 物攻+914-2135
6★ 守護メダル 回避+4.0%-4.8% 魔攻+1970-3284 物攻+1600-3735
1★ 革のベルト アクセ 魔防+3-11
2★ 雷のベルト 魔防+8-26
3★ 鋼鉄王のベルト 魔防+21-64 体力+313-939
4★ 夜空のベルト 魔防+52-157 体力+781-2345
5★ 海賊のベルト 魔防+130-392 体力+1953-5860 物防+195-978
6★ 無敵のベルト 魔防+326-978 体力+4883-14649 物防+488-2442
1★ ブルーリボンの鍵 アクセ ス回+1.1%-2.2%
2★ キノコの鍵 ス回+2.1%-3.2%
3★ 骸骨伯爵の鍵 ス回+3.1%-4.2% 物防+31-95
4★ 悪魔の翼の鍵 ス回+4.1%-5.2% 物防+78-235
5★ キューピットの鍵 ス回+5.1%-6.2% 物防+195-587 移動+9-12
6★ 天使の翼の鍵 ス回+6.1%-7.2% 物防+488-1466 移動+10-13
1★ 刺バングル アクセ 決ダ+1.0%-3.1%
2★ 星雲の腕輪 決ダ+3.0%-5.1%
3★ 骸骨の腕輪 決ダ+5.0%-9.1% 物攻+299-399
4★ 紫水晶の腕輪 決ダ+10.0%-17.0% 物攻+523-698
5★ リボン腕輪 決ダ+17.0%-30.0% 物攻+914-1220 ス回+5.1%-6.6%
6★ 黒真珠の腕輪 決ダ+30.0%-52.0% 物攻+1600-2135 ス回+6.1%-7.6%
1★ 花のネックレス アクセ 回避+0.2%-1.1%
2★ 牙のネックレス 回避+1.0%-1.8%
3★ 骸骨のネックレス 回避+1.7%-2.6% 魔攻+368-491
4★ 真珠貝のネックレス 回避+2.5%-3.3% 魔攻+643-859
5★ 蝶のネックレス 回避+3.2%-4.1% 魔攻+1125-1502 魔防+130-652
6★ 天使の翼のネックレス 回避+4.0%-4.8% 魔攻+1970-2627 魔防+326-1629
1★ ピンクハートピアス アクセ 物攻+98-164
2★ キラキラピアス 物攻+171-285
3★ 闇の骸骨のピアス 物攻+299-499 ス率+1.7%-2.3%
4★ 真珠貝のピアス 物攻+523-872 ス率+2.5%-3.1%
5★ 蝶のピアス 物攻+914-1525 ス率+3.2%-3.8% 魔攻+1125-2627
6★ 天使の翼のピアス 物攻+1600-2668 ス率+4.0%-4.6% 魔攻+1970-4597
1★ 普通の時計 アクセ 決率+0.2%-0.8%
2★ 懐中時計 決率+1.0%-1.6%
3★ 輝く星の時計 決率+1.7%-2.3% 移動+6-8
4★ ラブリーな時計 決率+2.5%-3.1% 移動+7-9
5★ 恐怖の骸骨時計 決率+3.2%-3.8% 移動+9-11 回避+3.2%-4.3%
6★ 運命の時計 決率+4.0%-4.6% 移動+10-12 回避+4.0%-5.1%



1★ サリーのバッグ アクセ ス率+0.2%-1.1%
2★ スイカのバッグ ス率+1.0%-1.8%
3★ 鋼の骸骨キャリア ス率+1.7%-2.6% ス回+3.1%-3.9%
4★ ハートのくまリュック ス率+2.5%-3.3% ス回+4.1%-4.9%
5★ 夜空のバッグ ス率+3.2%-4.1% ス回+5.1%-5.9% 魔防+130-652
6★ 闇の翼のバッグ ス率+4.0%-4.8% ス回+6.1%-6.9% 魔防+326-1629
1★ 木の玉 アクセ 体力+50-151
2★ ガラスの玉 体力+125-376
3★ 翼の玉 体力+313-939 回避+1.7%-2.6%
4★ 雷の玉 体力+781-2345 回避+2.5%-3.3%
5★ 地獄の玉 体力+1953-5860 回避+3.2%-4.1% 魔攻+1125-2627
6★ 黒魔術師の玉 体力+4883-14649 回避+4.0%-4.8% 魔攻+1970-4597
1★ 木の葉のベルト アクセ ス回+1.1%-1.9%
2★ 誓いのベルト ス回+2.1%-2.9%
3★ 探検家のベルト ス回+3.1%-3.9% 回避+2.0%-2.8%
4★ エメラルドのベルト ス回+4.1%-4.9% 回避+2.7%-3.6%
5★ 黄金の英雄ベルト ス回+5.1%-5.9% 回避+3.5%-4.3% 魔攻+1501-2627
6★ 栄光の涙のベルト ス回+6.1%-6.9% 回避+4.2%-5.1% 魔攻+2626-4597
1★ [エヴァ]アスカの眼帯 アクセ 決ダ+4.0%-5.1%
2★ [エヴァ]マリのメガネ 決ダ+7.0%-8.1%
3★ [エヴァ]ゲンドウのメガネ 決ダ+13.0%-15.0% 魔攻+1467-1545
4★ [エヴァ]ミサトのペンダント 決ダ+23.0%-25.0% 魔攻+2567-2703
5★ [エヴァ]マリのカチューシャ 決ダ+41.0%-43.0% 魔攻+4490-4727 物攻+1219-2135
6★ [エヴァ]学生カバン 決ダ+71.0%-73.0% 魔攻+7858-8273 物攻+2134-3735
1★ [霹靂]風のベルト1 アクセ ス率+0.5%-1.3%
2★ [霹靂]風のベルト2 ス率+1.2%-2.1%
3★ [霹靂]仏珠 ス率+2.0%-2.8% 体力+625-1564
4★ [霹靂]龍珠 ス率+2.7%-3.6% 体力+1563-3907
5★ [霹靂]風のネックレス ス率+3.5%-4.3% 体力+3906-9767 魔攻+4490-4727
6★ [霹靂]かんざし ス率+4.2%-5.1% 体力+9766-24415 魔攻+7858-8273
4★ [北斗]ヒャッハーのモヒカン アクセ 魔攻+8.0%-14.1% ス率+2.7%-3.6%
5★ [北斗]リンのはちまき 魔攻+14.0%-25.0% ス率+3.5%-4.3% 体力+3906-9767
6★ [北斗]シンのユリア人形 魔攻+24.0%-44.0% ス率+4.2%-5.1% 体力+9766-24415
4★ [北斗]バットのゴーグル アクセ 魔攻+8.0%-14.1% 決率+2.7%-3.6%
5★ [北斗]トキのヘアバンド 魔攻+14.0%-25.0% 決率+3.5%-4.3% 決ダ+41.0%-43.0%
6★ [北斗]ユダのブレスレット 魔攻+24.0%-44.0% 決率+4.2%-5.1% 決ダ+71.0%-73.0%


