
Accessory List

Name    Ability    (Cost / How to Get)
安全のタリスマン   +05 HP      2000 DCT (Chapter 02)

壮健のタリスマン   +10 HP    15000 DCT (Chapter 10)

屈強のタリスマン   +20 HP    Chapter 2 -  Clear “補給路を断て”

活発のチャーム   +05 AP      2400 DCT (Chapter 02)

行動力のチャーム   +10 AP    18000 DCT (Chapter 11)



縦横無尽のチャーム  +20 AP   Chapter 3 -  Clear “森の狩人”

兵士のアミュレット  +05 射撃 (Accuracy)    2800 DCT (Chapter 02)

精鋭のアミュレット  +10 射撃 (Accuracy)  19500 DCT (Chapter 12)

英雄のアミュレット  +20 射撃 (Accuracy) Chapter 4 -  Clear “農村からの救援要請”

幸運の鍵    +05 回避 (Evasion)      3800 DCT (Chapter 03)

強運の鍵    +10 回避 (Evasion)   21500 DCT (Chapter 13)



豪運の鍵    +20 回避 (Evasion)  Chapter 5 -  Clear “ユエル市解放作戦南ルート” 
SOUTH ROUTE ON YOUR 
FIRST PLAYTHROUGH

銅の弾丸    +05 対人(vs. Personnel)       5250 DCT (Chapter 04)

銀の弾丸    +10 対人(vs. Personnel)  23250 DCT (Chapter 14)

金の弾丸    +20 対人(vs. Personnel)  Chapter 6 -  Clear “不穏な影”

軽戦車の破片   +05 対甲 (vs. Armor)        6800 DCT (Chapter 05)

中戦車の破片   +10 対甲 (vs. Armor) Chapter 8 -  Clear “雪中強行軍” 
       By Killing all Troops



重戦車の破片   +20 対甲  (vs. Armor) Chapter 8 -  Clear “夜間山岳戦演習”

汎用照準器   +05 射程(Range)      7800 DCT (Chapter 06)

高性能照準器   +10 射程 (Range)   32000 DCT (Chapter 16)

最新式照準器   +20 射程  (Range)  Chapter 15 -  Clear “災厄の鴉の挟撃” 
                in 5 Turns (S Rank)

小型バックパック   +01 所持 (Ammo Inventory)     9900 DCT (Chapter 07)



大型バックパック   +02 所持 (Ammo Inventory) Chapter 18 -  Clear “イムカ支援作戦” 
       by Capturing the Base in Area 5

強化ベスト   +05 防御前 / 防御横 / 防御後   39500 DCT (Chapter 17)
                                                                (Front/Side/Back Defence)

防弾ベスト   +10 防御前 / 防御横 / 防御後  Chapter 13 -  Clear “反撃”
                                                                (Front/Side/Back Defence)                                         in 3 Turns (S Rank)

   

装甲ベスト   +20 防御前 / 防御横 / 防御後  Chapter 12 -  Clear “砂上に揺らめく炎” 
     (Front/Side/Back Defence)

薬品携行用小型ポーチ   +01 異常 (Reduce Abnormal Status)  11200DCT (Chapter 9)
                         +01 足止 (Sneaking)



薬品携行用中型ポーチ   +02 異常 (Reduce Abnormal Status) Chapter 10 - Clear “若き勇者の咆哮” 
     +02 足止 (Sneaking)              by Killing all Units 

薬品携行用大型ポーチ   +03異常 (Reduce Abnormal Status)  Clear Game - Imca’s Route
     +03 足止 (Sneaking)

 

帝国兵の階級章   +03 射撃 (Accuracy)  Chapter 17 - Clear “軍事法廷へ”
    +03 回避 (Evasion)  

帝国尉官の階級章   +05 射撃 (Accuracy)  Character Mission - Clear “戦場に残さ
    +05 回避 (Evasion)                                                                               れたもの”

帝国佐官の階級章   +07 射撃 (Accuracy)  Clear ALL Free Missions
    +07 回避 (Evasion) 



帝国将官の階級章  +10 射撃 (Accuracy)    Clear ALL “Hard” Missions
   +10 回避 (Evasion) 

兵士のドッグタグ  +03 対人(vs. Personnel)   Chapter 14 -  Clear “黒衣の追撃者” 
   +03 対甲 (vs. Armor) 

エースのドッグタグ +05 対人(vs. Personnel)  Character Mission - Clear “敵輸送 隊撃破作戦” 
   +05 対甲 (vs. Armor)  

       

英雄のドッグタグ  +07対人(vs. Personnel)  Clear DLC Mission:「撃ち貫くもの」
  +07 対甲 (vs. Armor)

コーデリアの肖像  +05 防御前 / 防御横 / 防御後   Chapter 19 -  “首都解放作戦 峡谷ルート”
   (Front/Side/Back Defence)



コーデリアの生写真 +10 防御前 / 防御横 / 防御後   Character Mission - Clear “新兵器実験場”
  (Front/Side/Back Defence)

原石ラグナイト   +30 HP   Clear DLC Mission:「対岸の砲撃手」

結晶ラグナイト   +40 HP   Clear DLC Mission:「毒蛇の牙」

濃縮ラグナイト   +50 HP   Clear DLC Mission:「砂漠に潜む物」

(男性専用 Bandanas are for Men Only!)
青いバンダナ   +10 HP   Clear DLC Mission:「招かれざる鴉」 
    +05 射撃 (Accuracy)



赤いバンダナ   +10 HP   Clear DLC Mission:「前線基地奪還指令」
    +05 対人 (vs. Personnel)
    +05 対甲 (vs. Armor)

歴戦のバンダナ   +10 HP   Clear DLC Mission:「鋼鉄の罠」
    +05 射撃 (Accuracy)

   +05 対人 (vs. Personnel)
    +05 対甲 (vs. Armor)

 (女性専用 Ribbons are for Women Only!)
青いリボン   +05 射撃 (Accuracy) Clear DLC Mission:「立ちはだかるもの」

   +10 回避 (Evasion)    

赤いリボン   +10 回避 (Evasion)        Clear DLC Mission:「リトルウィングからの挑戦状∞」
	 	 	 	 +05 対甲 (vs. Armor)   



歴戦のリボン   +05 射撃 (Accuracy) Clear DLC Mission:「狙われた備蓄物資」
    +10 回避 (Evasion)  

   +05 対人 (vs. Personnel)
    +05 対甲 (vs. Armor)

槍の指輪   +10 射撃 (Accuracy) Clear DLC Mission:「迫り来る悪夢」
   +10 対人 (vs. Personnel)
   +10 対甲 (vs. Armor)

盾の指輪   +20 HP   Clear DLC Mission:「水道橋を解放せよ」
   +20 回避 (Evasion) 

CHARACTER BASED ACCESSORIES
授与の短剣   +02 射撃 (Accuracy)   Kurt
    +02 回避 (Evasion) 

護身用ナイフ   +02 回避 (Evasion)   Riela
    +02 対人(vs. Personnel)



ダルクス布のリボン   +02 対甲 (vs. Armor)  Imca
    +05 射程(Range)  

形見の信号銃   +10 HP    Welkin
    +05 AP

アリシアのスカーフ  +10 射撃 (Accuracy)   Alicia
   +05 回避 (Evasion)

ダルクス人形   +10 HP    Isara
   +05 射撃 (Accuracy) 
   +05 回避 (Evasion)

アイドルのリボン   +05 回避 (Evasion)   Edy
    +05 対人(vs. Personnel)
    +10 対甲 (vs. Armor)



レオンの手帳   +10 HP    Avan
    +05 射撃 (Accuracy)

アンティークナイフ  +05 射撃 (Accuracy)   Maximillan
    +05 対人(vs. Personnel)
    +05 対甲 (vs. Armor)

ユグド教のペンダント  +10 射撃 (Accuracy)   Audrey
   +10 対甲 (vs. Armor)

ロージーのチョーカー  +10 射撃 (Accuracy)   Rosie
    +10 回避 (Evasion)

ラルゴの野菜   +30 HP    Largo



バーロットの眼鏡  +10 対人(vs. Personnel) Eleanor (*Can be Buggy)
  +10 対甲 (vs. Armor)


