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パッチノ

ート

1.ダークエンジェル武器クラス別武器情報  

ダークエンジェルマスタリー武器アイテム

区分 名前
武器区

分
スキル

黒騎士 ダークエンジェルソード 片手剣 返し打撃

黒魔術師 /魔

剣士

ダークエンジェルスタッ

フ
片手杖 -

妖精 ダークエンジェルボウ 弓 多発

召喚術士
ダークエンジェルスティ

ック

スティ

ック
-

魔剣士
ダークエンジェルマジッ

クソード
片手剣

パワースラッシ

ュ

ダークロード
ダークエンジェルセプタ

ー

セプタ

ー

フォースウェー

ブ

レイジファイ

ター
ダークエンジェルクロ 爪

フェニックスシ

ョット

グローランサ

ー
ダークエンジェルランス ランス 突き

2.ダークエンジェル武器製作  

  2-1）ブラッドエンジェル武器アイテムをダークエンジェル武器アイテムにアップグレードするためには         +11 レベル

の強化、追加攻撃力+16以上強化されたアイテムを基材にアップグレードすることができます。  2-2）ダークエンジェル

のアンビルアイテムを組み合わせ材料として利用しダークエンジェルのアンビルアイテムは         エルベランドNPCジェーム

ズ（32.239）を介してルードを利用して購入することができます。       2-3）祝福の宝石束+2（30個の束）、魂ジュエリ

ー束+2（30個の束）、混沌の宝石、創造の宝石の宝石材料が         組み合わせ材料として使用されます。[ダークエンジェ

ルのアンビル]ルーガードの光の司祭の一人であるジェームズが製作したダークエンジェルアンビルアイテムです。エルベラ

ンドNPCジェームズ（32.239）を介してルードを利用して購入することができます 

ダークエンジェルのアンビルアイテムはブラッドエンジェル武

器アイテムをダークエンジェル武器アイテムへのアップグレー

ド時に必要な組み合わせの材料アイテムです。
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3.ダークエンジェル武器アイテムの組み合わせの設定/結果 

  3-1）ダークエンジェル武器アイテムの製作は、ノリアNPCカオスゴブリン（180,103）を介して作成できます。 

  3-2）と同じタイプのアイテムで製作することができ、組み合わせの結果を強化レベルと追加攻撃力オプションについて

は、初期化されますが         エクセレントオプションと幸運の有/かむ変更せずに維持されます。[ダークエンジェル武器製

作の設定 ] 

基本的な材料 組み合わせ材料 ジュエリー素材 確率 結果

11レベル以上、 

16オプションブラッド

エンジェル 

武器アイテム

ダークエンジェル

のアンビル

祝福の宝石束+2（30個組）魂

の宝石束+2（30個組）混沌の

宝石創造の宝石  100％

0レベル0のオプションダーク

エンジェル武器[ 幸運 /エク

セレントオプション情報の

保持  ] 

[ ダークエンジェル武器エクセレントオプション情報 ]

ダークエンジェル武器エクセレン

トオプション

エクセレントダメージ確率10％増

加

攻撃（魔法速度7増加

モンスターを殺したとき（生命/

8）増加

モンスターを殺したとき（マナ/

8）増加

攻撃力/魔力20レベルごとに1.6増

加

攻撃力45増加

※攻撃力/魔力20レベルごとに1.5増加オプションが付いているブラッドエンジェルアイテムをアップグレードする場合は 

    、攻撃力/魔力20レベルごとに1.6増加オプションが付いているダークエンジェルアイテムで製作されます。 

4.ダークエンジェルアイテム情報 

4-1）ブレードマスター

ダークエンジェルソード

ㅤ

着用レベル 600

最小/最大攻撃力 354～365

攻撃速度 40

必要な力 935

必要アジャイル 303

武器スキル 返し打撃

エクセレントオプシ

ョン

エクセレントダメージ確率10％増加

攻撃力20レベルごとに1.6増加

攻撃力45増加

攻撃（魔法）速度7増加

モンスターを殺したとき（生命/ 8）獲得

モンスターを殺したとき（マナ/ 8）獲得

4-2）グランドマスター/デュアルマスター

ダークエンジェルスタッフ

ㅤ

着用レベル 600

最小/最大攻撃力 143～149

馬力 102％



攻撃速度 30

必要な力 208

必要アジャイル 97

エクセレントオプシ

ョン

エクセレントダメージ確率10％増加

攻撃力20レベルごとに1.6増加

攻撃力45増加

攻撃（魔法）速度7増加

モンスターを殺したとき（生命/ 8）獲得

モンスターを殺したとき（マナ/ 8）獲得

4-3）ハイエルフ

ダークエンジェルボウ

ㅤ

着用レベル 600

最小/最大攻撃力 375～395

攻撃速度 45

必要な力 192

必要アジャイル 1118

武器スキル 多発

エクセレントオプシ

ョン

エクセレントダメージ確率10％増加

攻撃力20レベルごとに1.6増加

攻撃力45増加

攻撃（魔法）速度7増加

モンスターを殺したとき（生命/ 8）獲得

モンスターを殺したとき（マナ/ 8）獲得

4-4）ディメンションマスター

ダークエンジェルスティック

ㅤ

着用レベル 600

最小/最大攻撃力 133～139

馬力 100％

攻撃速度 30

必要な力 341

必要アジャイル 103

必要なエネルギー

エクセレントダメージ確率10％増加

攻撃力20レベルごとに1.6増加

攻撃力45増加

攻撃（魔法）速度7増加

モンスターを殺したとき（生命/ 8）獲得

モンスターを殺したとき（マナ/ 8）獲得

4-5）デュアルマスター

ダークエンジェルマジックソード

ㅤ

着用レベル 600

最小/最大攻撃力 351～361

馬力 70％

攻撃速度 45

必要な力 686

必要アジャイル 149

必要なエネルギー 145

武器スキル パワースラッシュ

エクセレントオプシ

ョン

エクセレントダメージ確率10％増加

攻撃力20レベルごとに1.6増加

攻撃力45増加

攻撃（魔法）速度7増加



前の記

事

リスト

一覧 一般的な

4-6）ロードアムポロ

ダークエンジェルセプター

ㅤ

着用レベル 600

最小/最大攻撃力 262～272

ペットの攻撃力 68％

攻撃速度 40

必要な力 652

必要アジャイル 147

エクセレントオプシ

ョン

エクセレントダメージ確率10％増加

攻撃力20レベルごとに1.6増加

攻撃力45増加

攻撃（魔法）速度7増加

モンスターを殺したとき（生命/ 8）獲得

モンスターを殺したとき（マナ/ 8）獲得

4-7）フィストマスター

ダークエンジェルクロ

ㅤ

着用レベル 600

最小/最大攻撃力 252～262

攻撃速度 35

必要な力 547

必要アジャイル 186

武器スキル フェニックスショット

エクセレントオプシ

ョン

エクセレントダメージ確率10％増加

攻撃力20レベルごとに1.6増加

攻撃力45増加

攻撃（魔法）速度7増加

モンスターを殺したとき（生命/ 8）獲得

モンスターを殺したとき（マナ/ 8）獲得

4-8）ミラージュランサー

ダークエンジェルランス

ㅤ

着用レベル 600

最小/最大攻撃力 178～188

攻撃速度 40

必要な力 418

必要アジャイル 297

武器スキル 突き

エクセレントオプシ

ョン

エクセレントダメージ確率10％増加

攻撃力20レベルごとに1.6増加

攻撃力45増加

攻撃（魔法）速度7増加

モンスターを殺したとき（生命/ 8）獲得

モンスターを殺したとき（マナ/ 8）獲得

Season12 Part1-1 の更新内容は、本サーバーアップデート時に変更されることができる点参考お願いします。
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88 シーズンの更新 2016.05.17 4,972
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81 シーズンの更新 2015.11.05 17,498
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79 シーズンの更新 2015.10.21 7,012
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