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Final fantasy brave exvius neo vision rain

&lt; -ネオビジョン- [TMR] [マテリア] 新しいパッシブパワー新しいパワー増加LBダメージ(30%)ATK機器の増額(75%)精度と精度 (25%)あらゆる武器の単⼀の鎧[STMR](ビッグソード)クリムゾンセイバー統計ATK +184両⼿武器、精度+50%、1-1.6倍分散パッシブ太陽エネルギー⾃⼰鋳造太陽エネルギー戦闘開始時また
は復活後の太陽エネルギーの再⽣後の太陽エネルギー物理的な⽕災ダメージを増加させる(10%)99999によってキャスターになる(消散できない)魔法の⽕災被害を増やす(10%)99999によってキャスターになる(⾮アクティブ化することはできません)[ビジョンカード]Lv.1ベース統計ATK + 40 Lv.10ベース統計ATK + 100
パッシブ[Lv.4][VC]グローバル増加HPとDEF(20%)を変更する決意●⼤きな剣を装備すると[Lv.7][VC]⾎の運命がHPとDEFを増加させる(20%)⼤きな剣を装備した場合 [Lv.10] [VC] 誰が王位に成功する必要があります (活性化条件: [男性]) DEFとHPを増やす (20%)グランシェルト王国の騎⼠団。それは通常、⼥性が好きな
キャラクターに⽴ち寄りますが、祖国を攻撃したパラディアの6⼈の領主に従う旅は、勇敢で脆弱な側⾯を明らかにします。⼦供の頃、彼は床ガラスに触れていた、それは彼の知らないうちに彼の運命を決定した引き⾦でした。統計 [編集 | ソースの編集] レアティ HP MP ATK DEF MAG SPR 攻撃ヒットドロップ
チェック Exp. 成⻑パターン 4869540 + 270 24990 + 45 22665 + 32 17540 + 20 15740 + 20 17640 + 20 17640 + 20 2 6 6 7 1 5502540 + 270 28190 + 45 28565 + 32 19840 + 20 17740 + 20 19940 + 20 2 6 7 2 5989540 + 270 30690 + 45 33065 + 32 21640 + 20 19340 + 20 21740 + 20 2 6 7 3 3 6330540 + 270 32390 + 45
36265 + 32 22840 + 20 20440 + 20 23040 + 202 6 6 7 ブレイブシフトAの可愛いせきさ[編集]編集ソース]ターン1デュレーションから利⽤可能:無限はクールダウンを正常にターン:2ターンクールダウンをブレイブシフトに:3ターンレジスタンス[編集|編集ソース]要素抵抗 - ステータス病気耐性 - - チーム[編集|編集]武器
アーマーレアビリティスロットアフィニティ4 Lvl 8、 Lvl 8統計 [編集 | ソースを編集] Rarity HP MP ATK DEF MAG SPR攻撃は、Expをチェックします。32 16840 + 20 15440 + 20 18040 + 20 5 7 7 1 548 9540 + 270 28690 + 45 291 65 + 32 19140 + 20 20 17440 + 20 5 3 7 2 5076540 + 20340 + 20 5 3 7 2 5976540 +
28040 + 250440 + 25440 + 20 5 5 50540 + 207650 + 2507650 + 207650 + 2507650 + 250300 + 20 5 5 55740 665 + 32 20940 + 20 19040 + 20 22140 + 20 5 3 7 3 3 6317540 + 270 32890 + 4 5 36865 + 32 22 22140 + 20 20140 + 20 23440 + 20 23440 + 20 20 5 3 7 フリーチェンジ可⽤性 [編集ソースから 1 回利⽤可能な
変更: Infi niteはクールダウンを正常に変換します: 2 クールダウンをブレイブシフトに変換します: 3周レジスタンス [編集 | ソースを編集] アイテム耐性 - Team[編集 | 編集ソース] 武器アーマーレアリティアクティビティスロットアフィニティ4 Lvl 8, Lvl 8 スペシャル[編集 | 編集ソース] アクティブ1ブレイズセーバー
は、5周で物理的なアトラクションに⽕の要素を追加しますすべての敵にキャスターフィジカルダメージ(20倍)に5周スターダストレイ10 54 20ヘリオスセイバーインダストリアATK(230%)同盟国に3周でA増加⽕災抵抗(80%)同盟国に3周で取られた損害賠償を軽減する(40%)同盟国に3周:アストラルエッジ、アストラ
ルエッジ+1、アストラルエッジ+2、アストラルエッジ+3、アストラルエッジ+4、キングセイバー、ビーストブレーカーカイ、ブレイズセイバー、プロミネンスセイバー、ヘリオスセイバー、ライジングセイバー、ライジングセイバー+1、ライジングサバー+2、サバー+2+2+2+2ライジングセイバー +4 0 100 ライジ
ングセイバー Lv.5 敵への物理的な損傷 (62 倍) 物理的な⽕災ダメージを作成する (15%)3回によってすべての同盟国に(消滅することはできません)魔法の⽕災被害を増やす(15%)3ターンすべての同盟国(無効にすることはできません)スターダストレイ10 72 105アストラルエッジLv.5物理的損傷(57倍)キャスターリフ
レッシュ(300 MP)で3周に分けられたキャスターダストレイ10 74 105プロミネンスセイバーで3周に分けヒール(1200 0 HP) 敵へのマルチキャスト物理的ダメージ(70倍)での⼀意の選択INはATK(280%)を作成します5ターンで同盟国スターダストレイ10 99 110ビーストブレイカーカイ[5冷却旋つれ、ターン1で利⽤可
能]インダストリー物理ページ再び獣(100%)同盟国に3周で獣に対する魔法のダメージをクレテ(100%)3ターンですべての同盟国にLBの損害を作成する(100%)3ターンですべての同盟国に(無効にすることはできません)99 110キングセイバー[4冷却シフト、利⽤可能なターン4]敵への物理的損傷(60倍)敵にスタートダス
トレイ10 99パッシブ2 1パワーリリース電源リリースを解除する戦いの開始時または復活後1ブラッドを復活させた後、ATKを増やす(40%)を増やす(40%)および HP と MP (30%)フィーナ増額ATK、DEF、SPRを持つ80社債(50%)MPを回復する (7%)ラスウェル増加ATK機器との81リンクを回す(100%)精度と精度
(25%)唯⼀の武器が盲⼈に対する抵抗⼒を⾼め、⿇痺し、混乱し、⽯化する(100%)100 アルドールガイド増加 ATK (60%)致命的な被害を無視する可能性(100%)HPが1%を超えている場合(1%HPロック、最⼤1時間)獣や⼈間に対する物理的ダメージを増加させる(50/50%)101 フューチャーナイト [要件: TMRまたは
STMR装備] ATKを増やす(20%)LBメーター充填率を上げる(100%)115 HP+ 20% HPの増加 (20%)120 友⼈に対する考えがATKを増やす (30%)HPとMP(20%)ATK機器を増やす(100%)精度と精度 (25%)任意の摩耗の単⼀のシールド 120 ⽇焼け⽌めは耐⽕性を作成するとき (100%)9匹の獣に物理的なダメージを増やす
(100%)パワーリリースによって条件付き活性化ビーバーリミットバースト[編集] 希少性名の効果は、コストクリムゾンエクスプローラBaseLv 1⽕災物理的損傷(90.5倍)を連合国25 4 MaxLv 4に2周中に物理的なアトラクションですべての敵敵の⽕災要素にヒット 0 すべてのエレミアに対する物理的な⽕災ダメージ
(110x)は、特別同盟国に2周中に物理的なアトラクションに⽕の要素を追加する[編集|編集ソース]敵にアクティブ1炎ブレード⽕災物理的損傷(5倍)DEF(50%)を無視して物理的な損傷(12.5倍)敵の耐⽕性に (120%)敵に5周でスターダストレイ9.1 72 50 Tブレードキャスト3回:アストラルエッジ+1、アストラルエッジ+2、
アストラルエッジ+3、アストラルエッジ+4、アッシュブレード、アッシュブレード+1、アッシュブレード+2、アッシュブレード+3、アッシュブレード+4、イモータルドブレード、エクストリームブレード、激怒上昇、ブレイド炎000DEF (50%)敵にスターダストレイ9,1 78 105アストラルエッジLv.5物理的損傷(57
倍)キャスターリフレッシュ(300 MP)に3周に分割キャスターダストレイ10 74 105エクストリームブレード[1戦闘で使⽤、マルチキャストファイアでの単⼀選択DEF (50%) を無視して敵の物理的な⽕災ダメージ (35 倍) にダメージ (30 倍)敵にスターダストレイ9.1 99 1100[4冷却旋回、順番に利⽤可能 1]LBダメージを増
やす⼭ (100%)2ターンでキャスターに(散逸することはできません)LBインジケータ(40)をコンドル99 110 11000[2冷却旋者、2回利⽤可能]DEF(50%)を無視して敵の物理的損傷(20倍)に物理的損傷(20倍)を増やす敵にMp(150)をキャスターダストに回復MP(150)パッシブ2 1.アップグレードLB昇給修飾⼦(10x):この点で、
彼は、この点で、彼は、ホスト状態が付着している場合の状態は、着実なホスト状態である、着実なホスト状態に問題はないと述べた。および HP と MP (30%)80⼭増加ATK、DEFおよびSPR(50%)MPを回復する (7%)シフトあたり 81 絆 ATK チーム (100%)精度と精度 (25%)唯⼀の武器が盲⼈に対する抵抗⼒を⾼め、
⿇痺し、混乱し、⽯化する(100%)100 ATKa(60%)致命的な被害を無視する可能性(100%)HPが1%を超えている場合(1%HPロック、最⼤1時間)獣や⼈間に対する物理的ダメージを増加させる(50/50%)101セントジョージ(要件: TMRまたはSTMR装備)ATKを増やす(20%)増加ポンドの損傷を増やす⼭(50%115 MP +20% 増
加 MP (20%)120 ATK の増加率 (30%)HPとMP(20%)ATK機器を増やす(100%)精度と精度 (25%)任意の武器の単⼀の使⽤時 120 つびく め き LB ダメージを増加させる (50%) ⼈間に対する物理的ダメージを増加させる (100%)制限バースト[編集] レアリティ名の効果は、DEFを無視してBaseLvコスト1物理的損傷(41.1x)



をヒット (50%)すべての敵に極端な新しい30 40 MaxLv 40物理的なダメージ(45倍)DEFを無視して(50%)すべての敵にエクストリームノヴァ - BaseLv 1物理的な損傷(61.1x)DEFを無視して(50%)⼭にすべての敵に耐⽕性を作成する (135%)4周ですべての敵に極端なノヴァ30 40 MaxLv 40物理的なダメージ(65倍)DEFを
無視して(50%)すべての敵に耐⽕性を作成する (135%)4すべての敵に4ターンエクストリームノヴァブレイブアビリティ[編集ソース]名前エフェクトヒットMPタイプT1 T1 T2 T3ブレイブインシグニアギルアルエンジナLv.1物理的損傷(30倍)すべての敵にジルジット(3000 HP)を3ターンオーバーキャスターに分割3ター
ン すべての敵に対するLv.2物理的ダメージ(37.5倍)の物理的ダメージ(37.5倍)は、キャスターダストアリフレッシュ(180 MP)に3ターン以上分割され、キャスターダストレイ10 74グリーン20 10 - - 150,000 .3 すべての敵に物理的なダメージ(45倍)3ターンで分割キャスターリフレッシュ(240 MP)はキャスターダストレ
イ10 74グリーン30 20 - 10 150,000の全体に分割 敵 9000 HP) 3 ターン以上に分割キャスターフレッシュ (240 MP) キャスターダストレイ 10 74 グリーン 50 5 20,000,0000 すべての敵に物理的なダメージ (57x) すべての敵にヒール (12000 HP) 分割オーバーキャスターリフレッシュ(300 MP)は、キャスターダストレイ
10 74グリーン100 50 10 30 500.000 Lv.1物理的な損傷(5%)を敵に作成します3⼈分すべての同盟国に(散逸することはできません)魔法の⽕災被害を増やす(5%)敵に3ターンで同盟国(消滅できない)スターダストレイ10 72 Lv.2物理的損傷(39倍)を作成する物理的な⽕災ダメージ(5%)3回によってすべての同盟国に(散逸す
ることはできません)魔法の⽕災被害を増やす(5%)3回によって同盟国に(消滅することはできません)スターダストレイ10 72イエロー20 10 - - 150,000 Lv.3物理的な損傷(46.5倍)敵に物理的な⽕災ダメージを作成します(10%)3回によってすべての同盟国に(散逸することはできません)魔法の⽕災被害を増やす(10%)3回に
よって同盟国に(消散することはできません)スターダストレイ10 72イエロー30 20 - 10 150.000 Lv.4物理的な損傷(53倍)敵に物理的な⽕災ダメージを作成します(10%)3回によってすべての同盟国に(散逸することはできません)魔法の⽕災被害を増やす(10%)3回によって同盟国に(消散することはできません)スターダス
トレイ10 72イエロー50 30 5 20 2020.000 Lv.5物理的な損傷(62倍)を敵に作成する物理的な⽕災ダメージ(15%)3回によってすべての同盟国に(消滅することはできません)魔法の⽕災被害を増やす(15%)3すべての同盟国に3ターン(消滅することはできません)スターダストレイ10 72イエロー100 501 10 30 500,000ブレイ
ブスキル[編集ソース]名前ヒットMPタイプT1 T2 T3ブレイブインシグニアイラギル(3000 HP)分割 キャスターリフレッシュ(180 MP)で3周でエヴォア3周lv.2物理的ダメージ(37.5倍)のキャスターダストレイ10 74(37.5倍)を全ての敵に3ターンに分けたキャスターリフレッシュ(180 MP)で3ターンに分け3周キャスターダ
ストレイ10 74グリーン20 10 -エ - 150,000 lv.3 すべての敵に対する物理的損傷(45倍)キャスターリフレッシュ(240 MP)で3周に分けられたキャスターダストレイ10 74グリーン30 20 - 10 150 .000 Lvエ.4 すべての敵に物理的なダメージ(52倍)ヒールヒール(9000 HP)はキャスターリフレッシュ(2 40 MP)で3周に分割され
たキャスターダストレイ10 74グリーン50 30 5 20 200,0000ダメージ物理学者(57倍)から全ての敵にヒール(12000 HP)キャスターリフレッシュ(300 MP)で3周に分けられたキャスターダストレイ100グリーン100 50 10 30 50,000 Lv.1物理的ダメージ(10x)を無視して敵の物理的損傷(15倍)敵にスターダストレイ - 78 Lv.2
物理的なダメージ(10倍)は、DEF(50%)を無視して敵の物理的な損傷(18倍)に敵にスターダストレイ - 78ホワイト20 10 - - 150,000 Lv.3物理的損傷(15倍)は、DEF(50%)を無視して敵の物理的な損傷(20倍)敵にスターダストレイ - 78ホワイト30 20 - 10 150,000 Lv.4物理的損傷(21倍)、敵の物理的損傷(22.5倍)にDEF(50%)
を無視敵にスターダストレイ - 78ホワイト50 30 5 20 200,000 Lv.5物理的損傷(26倍)は、DEF(50%)を無視して敵の物理的損傷(25倍)敵にスターダストレイ - 78ホワイト100 50 10 30 500,000バックの歴史[編集ソース] NVフュージョン[編集 |編集ソース] NV ⼤丈夫、それは⼤丈夫です。私はまだ限界がありません。⽬覚
め[編集 | ソースの編集] EX + 1 はい、それは良い感じです。確かに、剣の腕は上がっています。あなたが騎⼠だったら、あなたはクラスに上がるだろう。元+2..知らなかった⼒が中で⽬を覚ましたような気がします。EX+3 ファイル。これは。。。彼は知らない⼒でいっぱいだ。夏[編集ソース]NV、それは私の番で
す!......それはガラではありません。信頼のマスター [編集 | ソースの編集] 私は⻑い間苦労してきました。私は信頼性が⾼まっていると思いませんか?あなたは⻑い間戦ってきました。私は信頼性が⾼まっていると思いませんか?
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