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7 サポーター名

コマンド名 敵ロボット分析

パッシブ

備考

コマンド名

使用時

好意的な言葉

コマンド名 応急処置 アストナージ

使用時
継続 即時 対象 全味方

使用時
効果
継続 即時 対象 使用者 30

パッシブ 出撃した味方機体の照準値＋５。
備考

少女の祈り(1) シャクティ

使用時
継続 即時 対象 全味方 消費S-SP 60
効果

コマンド名

全ての味方ユニットに精神コマンド「幸運」をかける。

70
効果 メインパイロットのＳＰを全回復する。

パッシブ

備考 追加DLC①「想いが生む力」クリア後、サポーター「チェーン」がバージョンアップ。

対象 使用者 消費S-SP

ロペット

継続 即時 対象 全敵 消費S-SP 40
効果 全ての敵ユニットに精神コマンド「分析」をかける。

消費S-SP

メインパイロットのＳＰを４０回復する。

備考

コマンド名 少女の祈り(2) シャクティ

消費S-SP 40
効果 全ての味方ユニットのＨＰを２０００回復する。

パッシブ 個別コマンド「修理」によるＨＰ回復量を１．５倍にする。

パッシブ 出撃した味方パイロットの回避・防御＋５。
備考

使用時
継続 即時

出撃した味方パイロットの最大ＳＰ＋１０。

チェーン

コマンド名 魅惑的な言葉 チェーン＆ベルトーチカ

出撃した味方パイロットの最大ＳＰ＋５。

備考 「光あふれる未来へ」または「天使たちの昇天」クリア後、サポーター「シャクティ」がバージョンアップ。

コマンド名 姉妹の激励 エリシャ＆マルチナ

消費S-SP 60
効果 全ての味方ユニットに精神コマンド「希望」をかける。

パッシブ 出撃した味方パイロットの回避・防御＋１０。

使用時
継続 即時 対象 全味方

備考

消費S-SP 40
効果 コマンドを使用したユニット及び隣接している味方ユニットの気力を＋５する。

パッシブ 精神コマンド「信頼」「友情」の消費ＳＰを－５。なお、精神コマンドの消費ＳＰは１以下にならない。

使用時
継続 即時 対象 使用者
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コマンド名 先見の明(1) ミシェル

備考

コマンド名 先見の明(2) ミシェル

消費S-SP 30
効果 精神コマンド「必中」「閃き」をかける。

パッシブ 味方ユニットが撃墜されるとマップ中の全ての味方パイロットの気力＋５。

使用時
継続 即時 対象 使用者

備考 「神話のその先へ」クリア後、サポーター「ミシェル」がバージョンアップ。

コマンド名 サプライズ・アタック キャオ

消費S-SP 30
効果 精神コマンド「加速」「必中」「閃き」をかける。

パッシブ 味方ユニットが撃墜されるとマップ中の全ての味方パイロットの気力＋１０。

使用時
継続 即時 対象 使用者

備考

コマンド名 光の可能性(1) リサ

消費S-SP 30
効果 精神コマンド「加速」「気合」をかける。

パッシブ 味方フェイズ開始時、味方ユニットのＥＮが本来の回復量に加えてさらに１０回復する。

使用時
継続 即時 対象 使用者

備考

コマンド名 光の可能性(2) リサ

消費S-SP 40
効果 ＥｘＣ＋１。１ターンの間、武器の攻撃力を＋２００。

パッシブ 敵からのマップ兵器による攻撃の最終命中率－１０％、被ダメージ０．８倍。

使用時
継続 即時＆１ターン 対象 使用者

備考 「光と闇の果て」クリア後、サポーター「リサ」がバージョンアップする。

コマンド名 野太い声援 ボス＆ヌケ＆ムチャ

消費S-SP 40
効果 ＥｘＣ＋３。１ターンの間、武器の攻撃力を＋３００。

パッシブ 敵からのマップ兵器による攻撃の最終命中率－２０％、被ダメージ０．７倍。

使用時
継続 即時＆１ターン 対象 使用者

備考

「魔神の命」のマップ中で登録される。

なお、マジンガーZが特殊能力「マジンパワー」取得後、甲児が敵を２機以上撃墜すると

クリア後も登録されたままだが、上記の条件を満たさない場合、離脱する。

コマンド名 ぷーぷぷー(1) モコナ

消費S-SP 50
効果 全ての味方ユニットに精神コマンド「鉄壁」をかける。

パッシブ 「敵に攻撃を命中させる」と本来の気力変化に加えて気力＋１される。

使用時
継続 即時 対象 使用者

備考

消費S-SP 40
効果 ＥｘＣ＋１。

パッシブ ミッションクリア時、ＭｘＰ＋２００。

使用時
継続 即時 対象 使用者
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コマンド名 ぷーぷぷー(2) モコナ

備考

「ハートtoハート」または「光あふれる未来へ」のマップ中、

炎神レイアースが「閃光の剣」を使えるようになった時、光・海・風の撃墜数の合計が

１５０以上の場合、サポーター「モコナ」がバージョンアップ。

コマンド名 セフィーロの希望 クレフ＆セフィーロの仲間達

消費S-SP 40
効果 全ての味方ユニットのＥｘＣ＋１。

パッシブ ミッションクリア時、ＭｘＰ＋３００。

使用時
継続 即時 対象 全味方

備考

コマンド名 精霊の加護 タトラ＆タータ

消費S-SP 60
効果 全ての味方メインパイロットのＳＰを３０回復する。

パッシブ 出撃した味方パイロットの技量＋１０。

使用時
継続 即時 対象 全味方

備考
「ファーレンの皇女」と「チゼータの嵐」の両方をクリアした状態で

「揺らぐ世界」をプレイするとマップ中で登録される。

コマンド名 ボスのエール(1) 勇太

消費S-SP 40
効果 Ｅｘアクション「ダイレクトアタック」「スマッシュヒット」をかける。

パッシブ 援護攻撃による与ダメージ（通常時の０．５倍）を０．７５倍にする。

使用時
継続 即時 対象 使用者

備考

コマンド名 ボスのエール(2) 勇太

消費S-SP 30
効果 精神コマンド「必中」「不屈」をかける。

パッシブ 出撃した味方パイロットの気力上限＋５。

使用時
継続 即時 対象 使用者

備考

「炎の合体」のマップ中でファイヤージェイデッカー誕生時、

ファイヤージェイデッカーの撃墜数が６０機以上の場合、サポーター「勇太」がバージョンアップする。

なお、上記の条件を満たさなくても「ハートtoハート」または「光あふれる未来へ」で

バージョンアップする。

コマンド名 天才のアシスト レジーナ

消費S-SP 30
効果 精神コマンド「勇気」をかける。

パッシブ 出撃した味方パイロットの気力上限＋１０。

使用時
継続 即時 対象 使用者

備考

コマンド名 超力ガッツ(1) 華

消費S-SP 30
効果 １ターンの間、全ての味方ユニットの武器に「バリア貫通」の効果を付与する。

パッシブ 精神コマンド「分析」による与ダメージ（通常時の１．１倍）を１．２倍にする。

使用時
継続 即時＆１ターン 対象 全味方

備考

消費S-SP 30
効果 精神コマンド「気合」「応援」をかける。

パッシブ 精神コマンド「勇気」の消費ＳＰ－５。なお、精神コマンドの消費ＳＰは１以下にならない。

使用時
継続 即時 対象 使用者
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コマンド名 超力ガッツ(2) 華＆アルエット

備考 「光と闇の果て」クリア後、サポーター「華」がバージョンアップする。

コマンド名 超力ガッツ(3) 華＆アルエット

消費S-SP 30
効果 精神コマンド「気合」「応援」「祝福」をかける。

パッシブ 精神コマンド「勇気」の消費ＳＰ－５。なお、精神コマンドの消費ＳＰは１以下にならない。

使用時
継続 即時 対象 使用者

備考 「対－ＶＥＲＳＵＳ－」クリア後、サポーター「華＆アルエット」がバージョンアップする。

コマンド名 リミピッドチャンネル 紗孔羅

消費S-SP 30
効果 精神コマンド「愛」をかける。

パッシブ 精神コマンド「勇気」「愛」の消費ＳＰ－５。なお、精神コマンドの消費ＳＰは１以下にならない。

使用時
継続 即時 対象 使用者

備考

「審判」で覇界王ジェネシックを「凱／戒道／護／ルネ／火乃紀／蛍汰」のいずれかが撃墜し、

 この時、火乃紀＆蛍汰が覚醒人Ｖ２に搭乗している場合、

「対－ＶＥＲＳＵＳ－」クリア後に登録される。

コマンド名 オレンジの差し入れ ジェレミア＆アーニャ

消費S-SP 40
効果 全ての味方ユニットに精神コマンド「先見」をかける。

パッシブ 最終命中率８５％以上の自軍の攻撃は必ず命中する。

使用時
継続 即時 対象 全味方

備考

コマンド名 残念でした～ ロイド

消費S-SP 30
効果 精神コマンド「突撃」「鉄壁」をかける。

パッシブ バリアによるダメージの軽減、無効化の効果を＋２００する。

使用時
継続 即時 対象 使用者

備考

コマンド名 ゼロの作戦 扇＆玉城

消費S-SP 30
効果 全ての敵ユニットの気力を－５する。

パッシブ 個別コマンド「修理」を受けたユニットのメインパイロットの気力を＋３する。

使用時
継続 即時 対象 全敵

備考

コマンド名 内助の功(1) ウェンディ＆カルメン

消費S-SP 20
効果 全ての敵ユニットの援護防御回数を０にする。

パッシブ 自軍フェイズ開始時に気力＋２。

使用時
継続 即時 対象 全敵

備考

消費S-SP 20
効果 精神コマンド「不屈」「加速」をかける。

パッシブ ミッション開始時、Ｓ－ＳＰを＋１０する。

使用時
継続 即時 対象 使用者
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コマンド名 内助の功(2) ウェンディ＆カルメン＆ユキコ

備考
「懐かしき故郷」クリア後にサポーター「ウェンディ＆カルメン」がバージョンアップする。

または「揺らぐ世界」のマップ開始前にサポーター「ウェンディ＆カルメン」がバージョンアップする。

コマンド名 ピカピカジョッシュ ジョシュア

消費S-SP 20
効果 精神コマンド「不屈」「加速」「祝福」をかける。

パッシブ ミッション開始時、Ｓ－ＳＰを＋２０する。

使用時
継続 即時 対象 使用者

備考

コマンド名 突貫整備 レイカ

消費S-SP 20
効果 精神コマンド「信頼」「応援」をかける。

パッシブ 個別コマンド「補給」を受けたユニットの気力低下（通常時－１０）を０にする。

使用時
継続 即時 対象 使用者

備考

コマンド名 はじまりの乙女 テオーリア

消費S-SP 40
効果 ＨＰを５０００、ＥＮを１００回復する。

パッシブ 戦艦に搭載・回収されたユニットのＨＰ・ＥＮをその時点で２５％回復する。

使用時
継続 即時 対象 使用者

備考 「ディープリーコン」または「オペレーション・ヘヴンズゲート」クリアで登録される。

コマンド名 緊急装填 ダン＆デガワ＆マユ

消費S-SP 50
効果 全ての味方ユニットの気力＋１０。

パッシブ 戦闘で得られる経験値が１．１倍になる。なお、精神コマンド「努力」とも重複する。

使用時
継続 即時 対象 全味方

備考

コマンド名 緊急充填 ダーヴィド＆バトソン

消費S-SP 40
効果 弾薬を全回復する。

パッシブ 「敵からの攻撃を回避する」と本来の気力変化に加えて気力＋１される。

使用時
継続 即時 対象 使用者

備考

コマンド名 クシェペルカの支援(1) マルティナ＆イサドラ

消費S-SP 40
効果 ＥＮを全回復する。

パッシブ 「敵からの攻撃でダメージを受ける」と本来の気力変化に加えて気力＋１される。

使用時
継続 即時 対象 使用者

備考

コマンド名 クシェペルカの支援(2) マルティナ＆イサドラ＆エレオノーラ

消費S-SP 20
効果 精神コマンド「祝福」をかける。

パッシブ ミッションクリア時、ＣＲＥＤＩＴ＋１００００。

使用時
継続 即時 対象 使用者

備考 「Heaven & World」クリア後、サポーター「マルティナ＆イサドラ」がバージョンアップする。

消費S-SP 20
効果 ＥｘＣ＋１。精神コマンド「祝福」をかける。

パッシブ ミッションクリア時、ＣＲＥＤＩＴ＋２００００。

使用時
継続 即時 対象 使用者
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コマンド名 隠密行動 ノーラ

備考

「Heaven & World」のマップ中で以下のいずれかの条件を満たしていると

クリア後に登録される。

・エルがドロテオを撃墜する。

・ドロテオ撃墜時にエルの撃墜数が１００以上。

コマンド名 グリッドマン同盟 内海＆六花

消費S-SP 40
効果 全ての敵ユニットに精神コマンド「かく乱」をかける。

パッシブ 自軍フェイズ中、相手からの最終命中率を－５％する。

使用時
継続 即時 対象 全敵

備考

コマンド名 目覚めの時 アカネ

消費S-SP 30
効果 精神コマンド「応援」「友情」をかける。

パッシブ Ｅｘアクション「スマッシュヒット」の消費ＥｘＣを－１する。

使用時
継続 即時 対象 使用者

備考

以下の「１」「２」条件の両方を満たした場合、「創造」または「覚醒」クリア後に登録される。

１．以下の条件の内、４ポイント以上を獲得する。

  ・「破・壊」または「覚・醒」でグリッドマンがデバダダンを撃墜する  ＋１Ｐ

  ・「７人の刑事」でアンチを撃墜する ＋１Ｐ

   「７人の刑事」でグリッドマンがアンチを撃墜する ＋２Ｐ（上記とは重複せず）

  ・「憂・鬱」をクリアする ＋１Ｐ

  ・「心に命じるもの」をクリアする ＋１Ｐ

  ・「創造」または「覚醒」でグリッドマン、またはグリッドナイトが「ゼッガー」を撃墜する ＋２Ｐ

２．「創造」または「破壊」でグリッドマン（フルパワーグリッドマン）がアレクシス・ケリヴを撃墜する。

消費S-SP 40
効果 精神コマンド「覚醒」をかける。

パッシブ 精神コマンド「希望」の消費ＳＰを－１０する。なお、精神コマンドの消費ＳＰは１以下にならない。

使用時
継続 即時 対象 使用者
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パッシブ 自軍が敵を１０機撃墜する度にドライストレーガー艦⾧「ミツバ」のＥｘＣが＋１される。
備考

コマンド名 エーオスの加護 オルキダケア

使用時
継続 即時 対象 使用者 消費S-SP 50
効果 ＥｘＣを最大値にする。

コマンド名 先代のお礼 アノシラス

備考 「憂・鬱」をクリアすると登録される。

コマンド名 整備班の意地 ジークン

消費S-SP 30
効果 メインパイロットのＳＰを２０回復。状態異常を解除する。

パッシブ ミッション終了時に強化パーツ「スペシャルダブルドッグ」を入手する。

使用時
継続 即時 対象 使用者

備考

コマンド名 研究班の興味 メイヴィー

消費S-SP 20
効果 ＨＰを３０００回復する。

パッシブ 味方フェイズ開始時にドライストレーガーのＨＰを５００回復する。

使用時
継続 即時 対象 使用者

備考

コマンド名 鉄華団の掟 オルガ

消費S-SP 20
効果 精神コマンド「必中」をかける。

パッシブ ミッション終了時に敵撃墜数×５のＭｘＰを入手する。

使用時
継続 即時 対象 使用者

備考

コマンド名 大切な人への願い アトラ＆クーデリア

消費S-SP 45
効果 全ての味方ユニットに精神コマンド「突撃」をかける。

パッシブ 出撃時、全ての味方ユニットに「加速」をかける。

使用時
継続 即時 対象 使用者

備考

消費S-SP 45
効果 メインパイロットのＳＰを５０回復し、精神コマンド「友情」「幸運」「努力」をかける。

パッシブ ミッション終了時に強化パーツ「願いのブレスレット」を入手する。

使用時
継続 即時 対象 使用者


