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[イベント] シーズン12事前予約イベント案内

[通知] スピードイベントサーバー新規/復帰⋯
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[通知] ステータスの調整300商品使用期間⋯

パッチノ

ート

ニックシステム湖（Nixies Lake） 

」ニックシステム湖」は、ミュー大陸で最も美しい景観を持つ湖で精霊ニクシュとニックス兄妹の加護を受けているとこ

ろであった。 

セクロミコン魔法書を見つけるためにとリオンに至ったのウィザードの末裔たちは、魔法書がある位置が 

ラリオンではなく、ニックシステム湖にあることを悟って足を移動して、 

ラリオンに隠された道を介して、ニックシステム湖まで至るようになる。 

1.ニックシステム湖の立場 

-入場方法は、二種類があり、700レベル以上のみニックシステムの湖で入場が可能です。 

1）とリオンのニックシステム湖入口（210,218）のゲートを利用して入場することができます。 

2）移動コマンドウィンドウ（ショートカットキーM）に見えるニックシステム湖をクリックして入場することができます。

（50,000ジェン消費）[ニックシステム湖ワールドマップ] -ニックシステム湖には、1つのゲートがあります。（場所：6

6、114/145、95）2主なドロップアイテム 1）エクセレントホーリーエンジェル防具    1-1）ニックシス湖のモンスタ

ーを倒せばエクセレントホーリーエンジェル防具がドロップされます。3.ニックシステム湖モンスター 

パラカー

背景ストーリー

ニックシステム湖に住んでいたが、自分の姿を見せるのが嫌いで、

伝説の中だけであると伝えられた謎のカエル型生命体である。神秘
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的な力を持っており、精霊ニクシュとニックスに仕え湖を加護する

と努力した。美しい湖とニクシュが壊れてなると、大きな悲しみと

怒りに陥ったニックスの心に同感して彼に一緒に邪悪な魔物となっ

た。 

特徴

体力と防御力が高い近距離タンカー型モンスターである。

体力 攻撃力（最小～最大） 防御力
属性攻撃力（最小～最

大）
属性防御力 攻撃速度

240000 2500～2550 1800 930～1110 1500 1000

ベス

背景ストーリー

ニックシステムの湖でニクシュとニックスに従った下級精霊であ

る。 

湖凍結つき始めてみましょうニクシュとニックスを裏切って

別の場所に逃げ中魔物に変わってしまった

精霊ニックスによって邪悪な魔物になってしまった。 

元は人間型の姿をしていたが、

魔物に変わるとき半分皮肉の姿に変わる。

特徴

攻撃力が低いが速い攻撃速度を持つ遠距離ディーラー型モンスター

である。 

体力 攻撃力（最小～最大） 防御力
属性攻撃力（最小～最

大）
属性防御力 攻撃速度

120000 1500～1600 1400 960～990 1500 800

バースキー

背景ストーリー

ニックシステム湖でよく見られる魚である。美しい外観を誇ってい

たが、精霊ニックスがセクロミコン魔法の力で魔物に変わる中見舞

われ、一緒に魔物となった。今ではニックスの意味に応じて、ニッ

クシステム湖を徘徊し目の前に見えるすべてのものを削除してい

る。 

特徴

遅い攻撃速度を持つが、高い攻撃力を持つ近距離ディーラー型モン

スターである。 

体力 攻撃力（最小～最大） 防御力
属性攻撃力（最小～最

大）
属性防御力 攻撃速度

125000 3100～3200 1500 1200～1300 1500 2000

ニックス

背景ストーリー

美しいニックシステム湖を妹ニクシュと一緒に守護していた精霊。

セル板によってセクロミコン魔法書が引き起こした鋭い寒気の嵐に



前の記

事

リスト

一覧 一般的な

Season 12 Part1-2の更新予定

ニックシステムの湖とニクシュをすべて失うと、大きな悲しみと怒

りに包まれて突っ張らないまま邪悪な精霊に変わってしまう。現在

は、セクロミコン魔法書を利用して、強力な力を持った魔物になる

に至り邪悪な力でニックシステム湖を支配している。 

特徴

？

体力 攻撃力（最小～最大） 防御力
属性攻撃力（最小～最

大）
属性防御力 攻撃速度

？ ？ ？ ？ ？ ？

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

お知ら

一般的な 09:50 1,289

お知ら

シーズンの更新 2016.10.20 2,387

お知ら

シーズンの更新 2016.10.20 2,038

お知ら

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

10月27日パッチ事項案内（修正） 

Season12 Part1-1。新規地域 ニックシステム湖（Ni ...

Season12 Part1-1。ホーリーエンジェル防具の更新 ...

Season12 Part1-1。ダークエンジェル武器の更新

Season11 Part 2-2。狩猟記録グラフ

Season11 Part 2-2。ソケットシステムの拡張（内容...

Season11 Part 2-2。新規ソケットアイテム（...

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

Season11 Part 2-1。新規ペンタグラム・中...

11日12日のパッチのご案内

Season11 Part 1-2。キャラクター情報ウィンドウの改善

Season11 Part 1-2。新規スキル追加（2 ...

Season11 Part 1-2。ブラッドエンジェル武器新規...
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ワールドリンク

番号 分類 タイトル 登録日 ヒット

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

    検索タイトル

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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