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パッチノ

ート

1.ホーリーエンジェル防具（セット）製作 

1-1）ダークエンジェル防具（セット）アイテムをホーリーエンジェル防具（セット）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、追加防御力 +16以上強化されたアイテムを基材へのアップグレードすることができます。  1-

2）ホーリーエンジェルウイホンアイテムを組み合わせ材料として利用し、ホーリーエンジェルウイホンアイテムは          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。  1-3）祝福の宝石束+ 2（30

個の束）、魂の宝石束+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。[ ホーリーエンジェルウイホン]ルーガードの光の司祭ジェームズがロレンシア騎士団のために闇を除去するために作成

された結界石です。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。   

ホーリーエンジェルウイホンアイテムはダークエンジェル防具（セット）アイテムをホー

リーエンジェル防具（セット）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。 

 

2.ホーリーエンジェル防具（セット）アイテムの組み合わせを設定/結果

  2-1）ホーリーエンジェル防具（セット）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。 

  2-2）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  防御力オプションについて

は、初期化されますが 

         セットステータスオプションと幸運の有/かむ変更せずに維持されます。 

              例）+11レベル16オプションダークエンジェルナイトヘルム（すべてのステータス増加+ 15）、運アイテムを介し

てアップグレードする場合は 

                   +0レベル16オプションホーリーエンジェルナイト投球（すべてのステータス増加+ 15）、幸運アイテムとして

製作されます。 

[ ホーリーエンジェル防具製作 の設定 ]
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3.ホーリーエンジェル防具（セット）アイテム情報 

3-1）ブレードマスター

ホーリーエンジェルナイトセット

着用条件 - Lv 800レベル以上

区分

ナイトヘルム ナイト鎧
ナイトパン

ツ
ナイトブーツ

要求力 781 933 844 739

要求敏捷 240 287 256 224

防御力 194 217 207 189

セットオプション

2Set 3Set 4Set

スキル攻撃力増加+ 35 力ステータスオ

プション+ 90 

ダブルダメージ確率+ 18％

攻撃力増加+ 100 

すべてのステータス+20 の基本防御

力増加+ 40 クリティカルダメージ増

加+ 40 エクセレントダメージ増加+

70 クリティカルダメージ確率+ 20％

エクセレントダメージ確率+ 20％敵

防御力無視9％ 

 

 

 

 

 

3-2）グランドマスター

ホーリーエンジェルウィザードセット

着用条件 - Lv 800レベル以上

区分

ウィザード投球
ウィザード

の鎧

ウィザード

パンツ
ウィザードの手袋

要求力 240 261 251 193

要求敏捷 93 98 83 77

防御力 174 182 177 168

セットオプション

2Set 3Set 4Set

スキル攻撃力増加+ 50 エネルギーステー

タスオプション+ 90 

ダブルダメージ確率+ 18％

の馬力増加+ 100 

すべてのステータス+20 の基本防御

力増加+ 60 クリティカルダメージ増

加+ 40 エクセレントダメージ増加+

70 クリティカルダメージ確率+ 20％

エクセレントダメージ確率+ 20％敵

防御力無視9％ 

 

 

http://upload.webzen.co.kr/Files/Mu/3/2016/10/14/2016101430DAFE86386F436D.jpg


 

 

 

3-3）ハイエルフ

ホーリーエンジェルエルフセット

着用条件 - Lv 800レベル以上

区分

エルフ投球 エルフの鎧
エルフパン

ツ
エルフの手袋

要求力 198 224 209 182

要求敏捷 413 476 440 377

防御力 185 196 187 176

セットオプション

2Set 3Set 4Set

スキル攻撃力増加+ 35 敏捷ステータス

オプション+ 90 

ダブルダメージ確率+ 18％

攻撃力増加+ 100 

すべてのステータス+20 の基本防御

力増加+ 40 クリティカルダメージ増

加+ 40 エクセレントダメージ増加+

70 クリティカルダメージ確率+ 20％

エクセレントダメージ確率+ 20％敵

防御力無視9％ 

 

 

 

 

 

3-4）ディメンションマスター

ホーリーエンジェルサマナーセット

着用条件 - Lv 800レベル以上

区分

サマナー投球 サマナー鎧
サマナーパ

ンツ
サマナー手袋

要求力 198 219 209 151

要求敏捷 77 88 83 46

防御力 170 184 175 163

セットオプション

2Set 3Set 4Set

スキル攻撃力増加+ 50  

エネルギーステータスオプション+ 90

ダブルダメージ確率+ 18％ 

の馬力増加+ 100

すべてのステータス+20  

の基本防御力増加+ 60  

クリティカルダメージ増加+ 40  

エクセレントダメージ増加+ 70  

クリティカルダメージ確率+ 20％ 

エクセレントダメージ確率+ 20％ 

敵防御力無視9％



3-5）デュアルマスター

闘志のホーリーエンジェルマジックセット

着用条件 - Lv 800レベル以上

区分

マジックアーマ

ー

マジックパ

ンツ

マジック手

袋
マジックブーツ

要求力 770 734 623 671

要求敏捷 324 314 266 282

防御力 215 191 184 189

セットオプション

2Set 3Set 4Set

スキル攻撃力増加+ 35 力ステータスオ

プション+ 90 

ダブルダメージ確率+ 18％

攻撃力増加+ 100 

すべてのステータス+20 の基本防御

力増加+ 40 クリティカルダメージ増

加+ 40 エクセレントダメージ増加+

70 クリティカルダメージ確率+ 20％

エクセレントダメージ確率+ 20％敵

防御力無視9％ 

 

 

 

 

 

3-6）ロードエンペラー

ホーリーエンジェルロードセット

着用条件 - Lv 800レベル以上

区分

ロード投球
ロードアー

マー

ロードパン

ツ
ロード手袋

要求力 329 361 340 282

要求敏捷 98 109 104 88

防御力 172 191 177 167

セットオプション

2Set 3Set 4Set

スキル攻撃力増加+ 35 力ステータスオ

プション+ 90 

ダブルダメージ確率+ 18％

攻撃力増加+ 100 

すべてのステータス+20 の基本防御

力増加+ 40 クリティカルダメージ増

加+ 40 エクセレントダメージ増加+

70 クリティカルダメージ確率+ 20％

エクセレントダメージ確率+ 20％敵

防御力無視9％ 

 

 

 



 

 

3-7）フィストマスター

ホーリーエンジェルファイターセット

着用条件 - Lv 800レベル以上

区分

ファイター投球
ファイター

アーマー

ファイター

パンツ
ファイターブーツ

要求力 392 455 419 366

要求敏捷 - - - -

防御力 170 197 185 174

セットオプション

2Set 3Set 4Set

スキル攻撃力増加+ 35 力ステータスオ

プション+ 90 

ダブルダメージ確率+ 18％

攻撃力増加+ 100 

すべてのステータス+20 の基本防御

力増加+ 35 クリティカルダメージ増

加+ 40 エクセレントダメージ増加+

70 クリティカルダメージ確率+ 20％

エクセレントダメージ確率+ 20％敵

防御力無視9％ 

 

 

 

 

 

3-8）ミラージュランサー

ホーリーエンジェルランサーセット

着用条件 - Lv 800レベル以上

区分

ランサー投球 ランサー鎧
ランサーパ

ンツ
ランサー手袋

要求力 340 361 350 298

要求敏捷 340 361 350 298

防御力 164 175 173 166

セットオプション

2Set 3Set 4Set

スキル攻撃力増加+ 35力ステータスオプ

ション+ 90

ダブルダメージ確率+ 18％ 

攻撃力増加+ 100

すべてのステータス+20  

の基本防御力増加+ 35  

クリティカルダメージ増加+ 40  

エクセレントダメージ増加+ 70  

クリティカルダメージ確率+ 20％ 

エクセレントダメージ確率+ 20％ 

敵防御力無視9％



前の記

事

リスト

一覧 一般的な

4.エクセレントホーリーエンジェル防具アイテムは<ニックシステムの湖>のモンスターにドロップさ

れます。5。マスタリーアイテムの組み合わせ材料アイテム名が変更されます。  - [古代の英雄ウイホン

→ブラッドエンジェルウイホン]に変更 - [封印石の破片→ダークエンジェルウイホン]に変更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。 

シーズンの更新

番号 分類 タイトル 登録日 ヒット

一般的な 09:50 1,289

シーズンの更新 2016.10.20 2,385

シーズンの更新 2016.10.20 2,038

シーズンの更新 2016.10.20 2,158

93 シーズンの更新 2016.06.09 2,643

92 シーズンの更新 2016.06.09 11,394

91 シーズンの更新 2016.06.09 11,788

90 シーズンの更新 2016.05.31 2,767

89 シーズンの更新 2016.05.17 2,409

88 シーズンの更新 2016.05.17 4,972

87 シーズンの更新 2016.05.17 2,434

86 シーズンの更新 2016.05.17 9,562

85 シーズンの更新 2015.11.12 5,768

84 シーズンの更新 2015.11.05 10,618

83 シーズンの更新 2015.11.05 13,093

82 シーズンの更新 2015.11.05 20,197

81 シーズンの更新 2015.11.05 17,498

80 シーズンの更新 2015.10.27 5,235

79 シーズンの更新 2015.10.21 7,012
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10月27日パッチ事項案内（修正） 
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Season12 Part1-1。ホーリーエンジェル防具の更新 ...
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5月31日パッチ事項案内（修正）

Season11 Part 2-1。ズームイン機能

Season11 Part 2-1。ミニゲーム爆弾検索

Season11 Part 2-1。狩猟記録
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11日12日のパッチのご案内
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Season11 Part 1-2。ブラッドエンジェル武器新規...

Season11 Part 1-2。大天使の絶対武器アップ...

10月27日パッチ事項案内

Season11 Part 1-1。プロパティシステムを補完
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