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キャラクター一覧

※各キャラの年齢は太陽暦462462462462年時点で換算しています。
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エンサイン地方北部の街、アルメリアに住む少年剣士。

神聖国公認の冒険者になるべく、日々修行を積んでいる。

アシュリーの目に留まり、遂には念願を叶える事が出来たが、

そのアシュリーが起こした陰謀に巻き込まれる。

主人公

年齢 不明 施設 無し

特記事項

時紡程ではないが、まあまあ良く喋る主人公です。

HP、素早さ、技(命中・回避)が高く、他は平均的です。

見た目は『２』主に似てます。

アーロン

元クリスタルバレーの軍政官。

文武兼備であり、ササライら神官将からの信頼も厚い。

比較的冷静な性格の持ち主。

ササライの勧めで、クリフと共に公認冒険者の試験に臨む。

年齢 28 施設 無し

特記事項

アイヴィー

グリンヒル市長・テレーズの秘書兼護衛。

強者や巨大組織との闘いを常に望んでいる。

デュナン統一戦争時は、ヴァネッサ軍との小競り合いで不参加だったが、

市長への揺ぎ無い忠誠心に変わりはない。

年齢 30 施設 無し

特記事項
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アグリピナ

絶対音感を持つ音職人。

音楽について天賦の才を持つが、それ以外は苦手。

普段は一人でいる事が多い、ミステリアスな女性。両利きらしい。

エンサイン地方の至るところに彼女が手掛けた作品がある。

年齢 27 施設 音師

特記事項

アスラ

クリスタルバレー出身の小さな料理人。

子供ながらその技術は大人顔負けであり、アシュリーからも太鼓判を押される程である。

また、ガーデニング技術にも優れている。

何事にも動じない性格であるが、総合的に一歩秀でたサイマにはライバル心を燃やしている。

年齢 15 施設 ガーデニング

特記事項

アニカ

シェムハザ騎士団の武将であり、カルロの部下。

やや自信過剰のきらいがあるが、実際には十分な実力を有しているので、

その自身には納得出来る。

騎士にも拘らず、地に足が着いていないと落ち着かないらしい。

年齢 29 施設 無し

特記事項
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アニス

シルキー学園の生徒で、学園では有名な5人組の1人。

家は大金持ちで、彼女の祖父は学園の理事長を務めている。

美少年が大好きで、60股程かけているらしい(主人公にもアプローチを掛けている)。

水魔法や盾魔法の相性が抜群なので、回復薬として重宝する。

年齢 18 施設 無し

特記事項

アビゲイル

カヴィアー修道院の院長。アシュリーの客人でもあり、軍とも密接な関係がある。

年の割に活力が高く、今も昔もやんちゃな事ばかりしている。

豪快な性格で修道院や周辺の街の事を第一に考えて行動する為、周囲からの信頼は厚い。

賭け事が好きで、しかも実力者故、懐も何気に暖かい。

年齢 51 施設 無し

特記事項

アブナー

シャルトルーズ学院の生徒。シャノンやシリサの知り合い。

デュナン統一戦争時はニューリーフ学院に在籍しており、その時に親友ニナとフリックのシー

ンを目撃した為、フリックに対して敵意を持っていた。

しかし日に日に想いが恋心に変化し、振り向いて欲しいが為に彼の剣を奪う。

ステータスは『２』のニナと似たり寄ったり。

年齢 18 施設 無し

特記事項
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アモス

王立魔法学院の教官。

元々は名のある格闘家だったが、シャノンに魔法の才を見出され、今の職に就いた。

『２』のロンチャンチャンのかつての同門であり、対戦成績は互角である。

せっかちな性格だが、素早さの値は平均的。

年齢 36 施設 無し

特記事項

アリーゴ

イベリスの街の指導者的立場にある男。

才能ある設計士としてペンを振るい、街をより住みやすくする為に奮闘している。

頼り甲斐があり、親切で気のいい人物。

片付けが大の苦手。

年齢 45 施設 守護神

特記事項

アリサ

サンスペルで出会う女性。同世代ながら大人のお姉さんの様な容姿と振舞を見せる。

幼少期からクリスタルバレーで過ごして来た為、家族の記憶が全く無い。

現在はアシュリーの軍門に下っているが、主人公に何かを感じ、才能を開花させる為に対峙を

する様になる。宝石好き。

立場が違う人間にも一定の理解を示す常識人。

常に余裕を感じさせる様な態度を取る。

年齢 18 施設 無し

特記事項

しっかり者のお姉さん的なポジション。

シルヴィアを若干平均化した様なステータスである。
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アンセルモ

サタナエルの領主・サブリの腹心の騎士。

剣の腕が立ち、冷静沈着な判断を下せる為、サブリや民衆の信頼は厚い。

シドニーの親友であり、熱くなりがちな彼をフォローする。美青年攻撃の一旦。

味覚がおかしいのか、びっくり料理を食しても状態異常にならない。

年齢 31 施設 無し

特記事項

特記事項

年齢 27 施設 風呂

特記事項

アルセニー

シャルトルーズ学院の教官。

精神を養う事は戦場では最も重要であり、自分を見失えば命を落とすと考えている。

普段は穏やかな気性。

精神力及び集中力を高める為に始めたブラックジャックだが、その腕はプロ以上。

年齢 33 施設

ブラックジャック

（ミニゲーム）

アルジー

エキザカム在住の風呂職人。

常にマイペースで誰彼構わず毒を吐く。

怒ると口調が悪くなるが、職人としての腕は一級品。

人の心と風呂の関係を熱く説く面も持ち合わせている。
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特記事項

年齢 18 施設 無し

特記事項

イオシフ

猫と庭園と宝石をこよなく愛する男。

根拠は無いが自身に満ち溢れた助言で、希望を失った様々な人間に助言を与えている。

カリマーに店を構えるジュニアスとは旧知の仲であり、

お互いをライバルとして切磋琢磨している。

年齢 39 施設 雑貨屋

サミュエルの妻。複雑な立場にある彼を献身的に支えている。

出身は夫同様ハイランド王国。

縁の下の力持ちであり、夫は勿論、他人の心情を理解する事に長けている。

夫の留守には家を守る気丈な一面も見せるが、アシュリー達との全面戦争の際には身を案じ、

彼女も反乱軍について行く事になる。

年齢 45 施設 パーティー編成

特記事項

イヴ

シルキー学園の生徒で、学園では有名な5人組の1人。

文科系硬派の知的な少女。

非常にマイペースで物事に動じる事が無く、5人の中でも変わった性格の持ち主。

魔法の才に恵まれており、シルヴィア、サルバドールに次いで魔力が高くなる。

アンバー
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アルメリアにある宿屋の娘。主人公やシアンとは古くからの知り合い。

軍を解体させられたショックを未だ引き摺っているガストンを労わったり、

ハルモニア軍に追われている主人公達を気にかけたりと、心優しい女性。

宿代の精算時、必ず計算に詰まる事で有名。

年齢 21 施設 宿屋

特記事項

イネス

アイスバーグ周辺に棲み付いたモンスターと闘う女性剣士。

剣、魔法、両方の才に恵まれ、エンサイン地方中から高名と尊敬を集めている。

享楽的だが、困っている人を放っておけない性格の持ち主。

泳ぎが非常に上手く、戦争時は彼女がいる部隊のみ、河や湖を平地と同じ様に移動出来る。

水、風魔法との相性が非常に良い。

年齢 27 施設 無し

特記事項

イリヤ

イグナツィオ

カプアーノ聖堂の司教。

裕福な家の出身だが、それに奢る事無く常に忽然とした態度で物事に臨み、自分よりも他者を

案ずる隣人愛の体現者。

それ故、サンスペルの住民からアシュリーと同等の尊敬を集めている。

聖魔法の素質が非常に高い。

年齢 55 施設 無し

特記事項
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特記事項

エイミー

カジェラーナに住む医者。

見た目や言動は非常に幼いが、医療技術に秀でた女医である。

ルーシーの調査に依ると、才能だけなら医学界ではピカ一らしい。そのルーシーと、同じ次元

の口喧嘩もたまにするらしい。

長話が得意で、話し出すと中々終らない。

年齢 24 施設 病院

特記事項

年齢 39 施設 無し

特記事項

ヴァンサン・ド・ブール

元赤月帝国の貴族。ハルモニアに遊学中。

年齢 36 施設 無し

ヴァーノン

ハルモニアの傭兵騎士団、ヴァネッサの副団長の一人。

金の為なら手段を択ばない守銭奴だが、豪快な性格で話せば解る人物。

シェフキ、シュバルツとは性格は違うが、ウマは合っている様子。

アシュリーに唆されて、主人公達と敵対する。
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年齢 33 施設 壁新聞

特記事項

人を怖がらせる事に生き甲斐を感じている無職の中年。

例え結果的に自分が損をする様な状況でも、実行に移すから始末に負えない。

しかし、ヴェルストやルドデロンの市民からは、何故か全幅の信頼を得ており、大目に見ても

らっている。スタン、パラライズにならない。

年齢 42 施設 無し

特記事項

エルワン

ハルモニア中を駆けずり回る新聞記者。

女性的な口調が特徴。

真実の報道に命を懸けており、情報操作を目論むハルモニアの高官の指示を無視する事も屡あ

る。アシュリーからの評価は高い。

ナルシーである事を強く否定している。

エジェリー

アビゲイル⇔ハルモニア軍の間に立つ連絡将校。

危険な地域にも躊躇わずに向かい、任務を全うする。

言葉使いは若干荒いが切れ者で、どんな状況下でも臨機応変に対応する。

自分より年下で胸の有る女性が嫌い。

年齢 29 施設 無し

特記事項

エフレム
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オリバー

エンサイン地方各地を回る交易商。

10歳で交易を始め、サイロウに引けを取らない程の実績を持つ。

穏やかで優しい性格で、交易初学者にも判り易く教える為、人気が高い。

動物が好きで、ケットシーの村に長期滞在している。

年齢 42 施設 交易

特記事項

特記事項

オーケ

イザイアに住む腕利きの窓職人。

主に聖堂などのステンドグラスを手掛けている。

大雑把で細かい事は気にしないが、作り出す窓は非常に緻密である。

僅かな音でも気になる、非常に神経質な一面も持ち合わせている。

年齢 32 施設 窓師

特記事項

エンカルナ

シルキー学園の教師兼事務官。

主人公やシアン、サスキア達の事も昔から知っており、手を焼いているなんて零しつつも楽し

くやっている様子。

有事の際は学園の指揮隊長を任されているが、現在受け持っている組は無い。

文武両道で、明るい性格かつ美人である事から、男女問わずに人気が高い。

年齢 27 施設 図書館
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特記事項

年齢 24 施設 薬局

特記事項

カネルヴァ

シルフスフィアの代表者・キャサリンの秘書兼軍の参謀を務める知的な女性。

代々アクエリアス家に仕える家柄で、キャサリンの幼馴染ではあるが、主従の立場を堅持し過

ぎたあまり、彼女にとって真の友と呼べる存在にはなりえなかった。

己の職務に忠実過ぎるが故に、本当に大切なものを見失っていたが、主人公達の行動を見て、

若干緩和した様子である。

年齢 27 施設 無し

かつて、マクシミリアン騎士団の副団長を務めていた男。

団長同様に正義感が強く、騎士団復興も諦めてはいない。

しかし、騎士団解体のショックはまだ残っている様子。若い女性と話すのが趣味。

戦争時の基本攻撃力は味方側では最大(16)で、クリティカル発生率も高い。

年齢 63 施設 無し

特記事項

カティナ

エイミーの幼馴染の医者。

医療技術はエイミーに一歩譲るが、薬の知識は非常に高く、世界各地の名医達でさえ製造、扱

いが困難な薬剤も簡単に調合する事が可能。

子供の頃に幽世の門から誘いを受けていたが、エイミー共々断った。

哀しい事があると、すぐに泣いてしまう。

ガストン
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サタナエルに住む、噂好きの女性。

確かな情報網を持ち、鋭い勘で世の動向を先読みする力がある為、オリバーやルーシーからは

転職を強く勧められている。

情報源の半分はルーシーからで、彼女と非常に仲が良い。

ストーリー進行で行き詰ったら、彼女に話かけると助言を貰える。

年齢 48 施設 無し

特記事項

カミラ

シルキー学園の生徒で、学園では有名な5人組の1人。

長身(ハンフリーと同じ位ある)の美女で、本人も気にしている。

サリーと行動する事が多く、喧嘩友達である。

趣味は交易で、利益よりもスリルが快感らしい。

年齢 18 施設 無し

特記事項

カリオペ

カビーノ

アニカと同じく、シェムハザ騎士団の武将で、カルロの部下。

直感と感性に優れた参謀であり、カルロが最も信頼している騎士。

部下からの信頼が厚く、頼り甲斐があるが、家では母親に頭が上がらない様子。

見た目の割に素早さが高い。

年齢 39 施設 無し

特記事項
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特記事項

キアラン

エディアールの街で防具屋を構えている男性。

物腰が柔らかい知識人で、ハルモニア全土の情報に精通している。

その為、店には常に最高級の防具が並んでいる。

腕利きの職人でもある彼自作の防具もあるらしい。

年齢 39 施設 防具屋

特記事項

年齢 不明 施設 無し

特記事項 彼の仲間のキリルは、『ラプソディア』とは無関係です。

カルロ

シェムハザ騎士団団長。規律を重んじる性格の持ち主。

アニカやカビーノ達に騎士とは何かを叩き込んだ。

鋭い眼力と豊かな経験を持つ知恵者ながら、古い慣習に捉われない考え方、目的達成の為に大

博打を打つ大胆さも揃えている。

生粋の騎士の様な風貌だが、話せば判る人物である。

年齢 50 施設 無し

カリル

誇り高きネコボルトの戦士。現在はバルマンを拠点としている。

クロミミやゲンゲンの様に猪突猛進なところがある。

仲間想いで、ケットシーの村から歓迎されている。

ケットシーの村人が病気になった事をアシュリーから聞き、原因が主人公達にあると思い込

み、一度は衝突するが後に誤解を解き、仲間になる。
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年齢 27 施設 無し

特記事項

キャサリンの付き人で友人。カネルヴァとは対照的に明るく社交的な性格である。

他都市の代表者との交渉が主な仕事で、文化遺産の保護、管理なども行っている。

職務に忠実で几帳面な性格だが失敗も多く、生来の八の字眉毛を更に下げて落ち込む事も多

い。

日記をつけている。

年齢 25 施設 無し

特記事項

キャサリン・アクエリアス

シルフスフィアの代表者。

若い女性であるが、自信に満ちており、持ち前のカリスマで街の人々を導いてきた。

誠実だが潔癖すぎる面もある。しかし、頭の回転が速く、どんな状況下に置いても柔軟に対応

出来る。

男性に免疫が無い弱点も持っている。

キーファー

ハイランド王国出身の名の知れた武闘家。

剣、槍、弓など様々な武器を扱う事が出来る為、傭兵として重宝した。

動物好きで、犬や猫に食べ物を与えているとの目撃情報が多数ある。

基本的に前金は受け取らない。

年齢 29 施設 無し

特記事項

キッカ
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グスターボ

こよなく釣りを愛する中年。

その姿からは常に哀愁が漂っている。

しかし釣りの実力は高く、『５』のログやランに勝ち越す程らしい。

その為、丸一日以上海にいる事も多い。

年齢 47 施設 釣り

特記事項

特記事項

キリィ

シンダルの謎を追う者。今作は何故か主人公達に対して協力的である。

年齢 32 施設 無し

特記事項

キラ

ハルモニアの役人。現在はビブロス街道を任されている。

乗り気でない職務は最低限の事しかしないが、興味がある事は非常に高い集中力を持ち、また

精度も高い。

趣味の札作りは達人の域。

戦争時は『クリティカル』と『見破る』を持ち、攻撃力守備力共に２ずつ上昇する優秀な副将

である。

年齢 33 施設 札屋
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特記事項

年齢 29 施設 無し

特記事項

クレメンス

アシュリーが反乱軍鎮圧の為に呼び寄せた大柄の男。

妻子を流行病で失ってから、行き場のない怒りを闘いの中で紛わせている。

自身の息子と主人公をダブらせており、ピンチの際には協力もする。

事前に敵方の戦力調査を怠らない兵法者である。

年齢 48 施設 無し

幾つもの声を持つ女性。

調子のいい時は自在に声を操る事が出来るが、情緒不安定な部分があり、たまに声が暴走する

事がある。

人は新たな環境に順応し、変わっていくべきとの心情を持っている。

その為、行動にあまり進歩が無いアラミスの住人に腹を立てる事もある。

年齢 21 施設 声師

特記事項

クリフ

アーロンと同じく、元クリスタルバレーの軍政官。

公認冒険者の試験に臨み、主人公達に出会う。

やる気が無さそうに見えるが基本的に善人で、アシュリーに依って主人公達が国を追われそう

になった時も、共に闘ってくれる。

悪天候に滅法弱いらしいが、物語中に影響が出る事は無い。

クリアーナ
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全身白スーツでキメた中年男(サングラスのみ黒)。

アルコバールやシマロンのVIP客でチケット他をダシに女性を誘う習慣がある。

かつて、ロイがいた劇団に所属していた事もあったらしい。

全てのステータスが高いので、戦闘時はどんな状況下でも役に立つ。

年齢 42 施設 無し

特記事項

ゲオルグ・プライム

各地を放浪する剣豪。主人公にかつての英雄たちの姿を重ね、仲間になる。

年齢 43 施設 無し

特記事項

ゲルマン

クロエ

サタナエル在住の軍師見習い少女。

未だ若輩者だが、シリサの手解きを受け、着実に成長している。

シリサからも才能有りとの評価を受けており、不在時には正軍師を任せるほどである。

普段は大人しいが、口喧嘩の強さはシリサ以上。

年齢 15 施設 部隊編成

特記事項
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特記事項

コスティス

コールドラッド随一の船乗り。

喧嘩の腕には自信があり、海を荒らす悪者達を悉く退けてきた。

男気があり、面倒見も良いので船乗り達の纏め役にもなっている。

南の大陸に行くのが夢らしい。

年齢 30 施設 無し

特記事項

年齢 20 施設 無し

特記事項

コスタス

エキザカムに住むこそどろ。

無銭飲食や詐欺紛いの事も度々しており、サミュエルにとっては頭痛の種である。

実はサミュエルの古くからの部下で、彼を長年の苦悩から解放する為に意図的にしている。

非常に身軽で、ハイランド時代からその能力で何度もピンチを乗り越えてきた。

年齢 41 施設 無し

ココナツ

シロクマの弟分のコボルトで、穏やかなキャラである。

兄貴分の様な立派な戦士になる事を夢見て、システスで修行中。

犬なのに骨が嫌いらしい。

ケットシー達との仲は良好。
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年齢 15 施設 リストラン

特記事項

かつて『１』のジャバの弟子だった男。『名無しの壺』を持ち込んで破門に遭った。

人間離れした視力（５．０）、確かな目利き、幅広い知識を併せ持つ優秀な鑑定師である。

希少価値の高い品を目にすると周りが見えなくなり、少年の様な口調になる。

目安箱の投書から、ビッキーに片思いしている事が判る。

年齢 48 施設 鑑定師

特記事項

サイマ

神聖国中を駆け巡る腕利きの女性料理人。一時期、円の宮殿にいた事もある。

ジーンにも引けを取らない程の美人だが、作った料理を｢美味しい｣と評された方が彼女にとっ

ては倖せの様だ。

前菜からデザートまで全てが一級品で、見栄えは芸術品の域である。

幼馴染で親友であるアスラを一番のライバルと認めている。筋金入りの美少年好き。

ゴラン

エキザカムの発明家。昔気質で頑固そうな老人。

同じ街に住むだけあり、サミュエルの事をよく観察しており、時折その身に起きた変化を見抜

く等の鋭さを見せる。

風車なども手掛けており、出来は勿論、見た目の美しさから非常に評判が良い。

新技術開発の事を常に考えている。

年齢 63 施設 エレベーター

特記事項

コリオラノ
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サッシャ

アルメリアに住む、主人公とは顔なじみの道具屋。

陽気な性格で、元気の良い挨拶が評判。

主人公が反乱軍になった時も、快く仲間になる。

充実したラインナップを誇り、何度もお世話になるだろう。

年齢 33 施設 道具屋

特記事項

特記事項

華奢な美少年。

見た目に反してHPがかなり高くなるので使ってあげて下さい。

サスキア

シルキー学園の生徒で、学園では有名な5人組のリーダー。

成績優秀でクラスの委員長を務める。リーダーを名目に、サリーやカミラからは面倒事を押し

付けられる事もある。

真面目な性格だが、突如ブチ切れる事があり、そうなったら手を付ける事が出来る人間がいな

くなる。

戦闘中でもある条件を満たしたら同じ状態になり、パラメータが大幅に上昇する。

年齢 18 施設 無し

特記事項

ササ

エディアールの領主・シェリルの息子。世間知らずで臆病な性格の持ち主。

最初も闘う事に関して後ろ向きだったが、主人公達の覚悟を目の当たりにして、徐々に成長し

て行き、反乱軍には必要不可欠な存在になる。

根柢の部分で肝が据わっているのか、反乱軍が壊滅の危機に遭った時も平静を保っていた。

シリサが驚くほど頭の回転が速く、何度も反乱軍の危機を救う事になる。

年齢 16 施設 無し
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特記事項

戦争EVでは、サミュエルの部隊が全滅すると敗北になるものが多いの

で要注意。

攻撃力が全キャラで一番高いので非常に有能な人物である。

年齢 39 施設 無し

特記事項

サミュエル

ハイランド王国ルルノイエ出身の騎士で、ルカ・ブライトの付き人だった男。

素晴らしい剣術と確かな愛国心を持ち、ルカが変貌する事件後も彼が心を開く唯一の人物だっ

たが、負い目と自責の念に堪え切れなくなり、退団を願い出てハルモニアへ移る。

母国滅亡から２年、反乱軍のリーダーとなった主人公に出会い、協力する事になる。

かつての主に主人公を重ね、彼に従う事で負い目を拭い去ろうとするが……。

反乱軍の重要人物で、シリサも一目置いている。

年齢 51 施設 無し

エキザカム出身の音楽家。アシュリーを唸らせるほどの美声を持つ。

旅の途中だったシエラと知り合い、彼女の友人となり、パキス＝ルテアで歌声を聴かせる事に

なる。

引っ込み思案な性格だが、友人のピンチには率先して助けようとする行動力を持つ。

コアな支持者が数多くおり、対応も素晴らしい。

年齢 27 施設 BGM鑑賞

特記事項

サビーネ

アシュリーが率いるハルモニア正規軍の正軍師。騎士達からの愛称は『サビーネ嬢』。

非常に用心深い性格で、作戦も用意周到。『楽に勝つ』が信条のアシュリーとは正反対の性格

で、故に最強のコンビでもある。

しかし、近頃のアシュリーのやり方に疑問を感じているのも確かである。

反乱軍に加入した後は、シリサの支援に回る。

サネルマ
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クロウリーの宿敵である大魔導師。人並み外れた魔力を有している。

自身の魔力を他人の体に送り込み病気や怪我を治癒したり、魔力の性質を変え、武器を作り出

したり、様々な分野で活躍している。

アシュリーも一目置いていて、神官将に勧めた事も一度や二度ではないらしい。

意外に友好的で、お茶目な性格をしている。

年齢 81 施設 無し

特記事項

サリー

シルキー学園の生徒で、学園では有名な5人組の1人。

彼女達の中心人物であり、決断力に優れる。自称、恋は一途らしい。

カミラとは行動を共にする事が多く、またしょっちゅう喧嘩している。

有名人に弱い部分があるが、自身の正義には正直で、相手が神官長でも遠慮はしない。

スタリオン、シルヴィアに次いで素早さが高く、他のステータスも平均以上なので、戦闘に駆

り出される事も多い。

年齢 18 施設 無し

特記事項

サルバドール

サリアンナ

シルキー学園に転入してきた、元シャルトルーズ学院の女学生。

マイペースな元気娘で、シリーズ屈指の行動力を持っている。

普段は頭を使う様な場面は無いが、仲間が絶体絶命の時はシリサでさえ考えもしない様な閃き

を見せ、周囲を驚かせる。

天真爛漫さとは裏腹に、根はしっかり者である。

年齢 18 施設 無し

特記事項
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特記事項

シアン

主人公の幼馴染で、銃を片手に彼を支え続ける少女。

明るく勝ち気で人懐っこい性格。思った事は躊躇わず口に出し、他人とは壁を作らない。

かつてはほえ猛る声の組合の騎士クラスガンナーで、エルザやクライブをも上回る凄腕。

勘も非常に冴えているので、長老たちの策略にいち早く気づき、組を抜けている。

シルキー学園ではサスキア達とは違い、良い意味で有名人。

ファンクラブも存在する。

年齢 18 施設 無し

特記事項

素早さ、技のパラメータが高い。攻撃力も高いのでボス戦には必要不

可欠。

シエラのお陰で天英星になり損ねた薄倖の美少女。

年齢 16 施設 無し

特記事項

サンティ

プリムボンドで農場を営んでいる中年男性。

戦争中であろうが何だろうが、決して畑仕事を中断しない生粋のファーマー。

食べ物の好き嫌いは多いらしいが、出されたものは絶対に残さないマナーの持ち主。

性格故か、忠告染みた言葉を投げかけて来るが、人の好さから来るものなので悪意はない。

年齢 47 施設 栽培

サルメ

王立魔法学院の生徒であり、エンサイン地方一のからくり職人。

華奢な身体から繰り出す技は職人の域であり、特別に学院生の指導も行っている。

エイソス内にある仕掛けを作ったのも彼女である。

見た目は年相応の少女だが、精神は中年おばさんそのものであり、反乱軍の中でも話し相手は

殆ど年配の男性の様だ。
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年齢 不明 施設 無し

特記事項

結婚願望が強い、自称・大人の女性。実家はお菓子屋らしい。

仕事は出来るが、こと結婚に関しては非常に焦っており、かなり年下のアニスに助言を求める

程切羽詰っている様子。

同じくかなり年下の主人公を見て、かなりの強さ(LV)及び財力(ポッチ)を有していると見る

や、結婚候補に追加して仲間に加わる。

唯一、目安箱に５通手紙が来る。

年齢 27 施設 無し

特記事項

シエラ・ミケーネ

ヴァンパイアの長老で、真の紋章『月の紋章』の所有者。

ひょんな事からサネルマの友人になる。

ジーン

魅惑の女性紋章師。出生年、出身共に不明。

アシュリーやシリサとは古くからの友人の様である。

年齢 不明 施設 紋章師

特記事項

ジェシカ
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シニッカ

カリマーに住む貴婦人。

優雅な立ち振る舞いとセンス抜群のファッションから大人の女性を連想させるが、実はかなり

の勝負師。交易からカジノ迄、その活動は幅広い。

命知らずな性格で、温泉巡りに大雪原に入って生命を危険にさらした事もあるとか。

アビゲイルやアルセニーとは旧知の仲。

年齢 33 施設

チェス

（ミニゲーム）

特記事項

特記事項

シドニー

サタナエルの騎士で、アンセルモの親友。

すぐに熱くなる性格で、戦場では常に前線へ猛進する為、サブリの悩みの種でもある。

しかしサブリへの忠義の精神はアンセルモ同様で、熱くなるとは言っても周りが見えなくなる

事はない。

アンセルモとの剣術勝負は、若干ではあるがシドニーが勝ち超しているらしい。

年齢 30 施設 無し

特記事項

シグネ

エンサイン地方で知らない者はいない程、有名な女性用心棒。ハイランド王国出身。

かなりミーハーなところがあり、ハイランド時代はシードに憧れて、同じ第四軍志望だったが

却下された過去を持つ。

ハルモニアに移った際もササライがいる円の宮殿か、アシュリーがいるエンサイン地方か悩み

に悩んだらしい。

格闘系にして、早い段階から紋章を３つ宿す事が出来る貴重な人材。

年齢 28 施設 無し
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特記事項

年齢 31 施設 無し

特記事項

シャミール

威勢の良いハルモニアの騎士で、10,000の兵力を持つ傭兵騎士団の頭目(ヴァネッサでは無

い)。

しかし、正式な騎士団の名称を持たない為、あまり使ってはもらえず、本人も困っている。

最近は慈善活動が主な仕事で、転職も考えた事があるとかないとか。

かつてシエラに戦いを挑み、敗れた経験があり、本能的に彼女に頭が上がらない。

年齢 45 施設 無し

カリマーの市長兼シャルトルーズ学院長兼王立魔法学院長のやり手女性。

各学院の指揮隊長でもある。魔法の開発や改良を一手に担う天才肌。

規律に厳しく、人より常に４手先の事を考えて行動している。

剣、魔法の腕に長け、常に戦場の最前線で活躍している事から、部下からの信頼も厚い。

隣国ハイランドの王族やジョウストンの市長達とも親交があり、両者の間に立てる唯一の人物

だったが、本人は拒み続け、結果多くの悲劇を生んだ事を後悔している。

年齢 30 施設 無し

特記事項

シャマーラ

クライブの副官で、ほえ猛る声の組合のガンナー。ケリィやエルザの幼馴染。

高い戦闘力を有しており、クライブに絶大な信頼を寄せている。

マイペースでサバけており、お洒落な性格である。

平時と非常時の緩急が激しく気分屋な言動が目立つ。

趣味は寝る事。その割にはしょちゅう欠伸をしている。

シャノン
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主人公率いる反乱軍の正軍師。細身の女性だがかなり長身。言葉遣いは丁寧。

若干色ボケな面もあり、反乱軍に加わった理由も不純な部分もあるが、頭の回転の速さはマッ

シュやシュウ以上であり、正攻法、奇策の複合型を駆使して幾度と無く反乱軍の危機を回避し

て来た。戦場での考え方はシュウに近い。

500年近く前、ヒクサクがアロニア王国を打ち破った時の彼の仲間の一人で、当時は参謀を務

めていた。真の紋章の持ち主で、本名はシリサ・シルバーバーグ。

様々な分野に精通し、アシュリーが言うには戦闘能力も高いらしい。

年齢 不明 施設 無し

特記事項

考え方はシュウに近いが、性格はルクレティアに近い。

平時の言動から、主人公に恋をしている可能性は高い。

ジョン

スキロスのパートナーであるシベリアン・ハスキー。

非常に頭の良い犬で、人間の言葉も理解している。

病院が嫌いで、察知すると見つけにくい場所へ逃げる。

趣味は日向ぼっこ。狩りが得意で社交的な性格の持ち主。

年齢 5 施設 無し

特記事項

シリサ

シュバルツ

ハルモニアの傭兵騎士団、ヴァネッサの副団長の一人。

宝物収集家であり、入手の邪魔をする人間に容赦はしない。

アシュリーに「反乱軍を鎮圧したら真の紋章の１つを渡す」と唆されて、主人公に敵対する。

しかし、仲間と言う宝物に価値を見出し、ヴァーノンと共に反乱軍に寝返る。

甘いものが好きで、ゲオルグとは熱く語り合っているらしい。

年齢 38 施設 無し

特記事項
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特記事項

シロクマ

勇敢なコボルトの戦士。やや危なっかしい部分はあるが、勇猛果敢で他者を思いやる心も持っ

ているので、コボルトだけでなく人間からの人望も厚い。

いつも陽気で元気いっぱい。

カリルとはよき好敵手関係にある様だが、剣の腕はカリルに軍配が上がっている。

大のシャンプー好き。ジョンに勉強を教えて欲しいとせがんでいる目撃情報有り。

年齢 21 施設 無し

特記事項

年齢 18 施設 無し

特記事項

魔力は全キャラでダントツの1位。全属性で相性がA。

魔守及び素早さが2位。技が4位。直守が5位でHPが同率9位の優等生。

運も平均以上(同率28位)だが、攻撃力だけは低い(同率66位)。

シルパ

アーデム在住の女流剣士。シェムハザ騎士団から誘いがある程の腕前。

人の良い性格で、主人公達の騒動に巻き込まれる形で反乱軍に加入する。

星を見るのが好きで、夜は本拠地の高台で空を眺めている。

また、非常に物忘れが激しく、かつて住んでいたイヴニングカームの高台に、愛用の天体望遠

鏡を置きっ放しにしたままになっている。

年齢 24 施設 無し

シルヴィア

気が非常に強い、ハイランド王国キャロの街出身の少女。主人公達が初めて会った時も、その

気の強さと言葉使いで彼らを震え上がらせた。

強大な魔力を有しており(初期段階で紋章を３つ宿せる)、かつて街に神父エーベルが来た時も

邪悪な気を感じ、街の人々に訴えかけたが信じては貰えず、追放に近い形で街を出た。

『２』主人公やジョウイ、ナナミを昔から知っており、お互いに仲が良い。

サミュエルや、アシュリーの部下のサルサとも交流がある。

見た目は龍光寺カイで性格は語堂つぐみ。中の人は『しゅごキャラ! 』のスゥ。
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年齢 36 施設 無し

特記事項

狩人の青年で弓使い。主な拠点は森の広場。

生命を第一に考える心優しい青年で、標的は大型の猛獣のみ。

近年のアシュリー率いる正規軍の横行に心を痛めており、主人公の仲間に加わる。

パートナーのジョンとは意思の疎通が可能。クリティカルの発生率が高い。

年齢 27 施設 無し

特記事項

スサナ

ガストンの従者。家事全般が得意で、ガストンからの信頼も厚い。

たまに暴走するガストンを諌めるのも彼女の役目であり、ガストンも彼女には頭が上がらない

様子である。

何かに感動する事があまりない為、騎士団員からは『鉄の女』と呼ばれている。

中々の大食いだが、太らない体質で、羨ましがっている女性も多い。

シンディ

スタードアの門番を務める女性。

元々は個人で契約している傭兵だったが、その戦闘力がヒクサクの目に留まり、今の職に就い

ている。有能な槍使いで、屈強な戦士10人掛りでも扱えない大槍を軽々と扱える。

ハルモニア北部の出身で、実家には姉が二人いる。

自信過剰な性格だが、納得出来る能力(戦闘時、戦争時共に)を持っている。

年齢 28 施設 無し

特記事項

スキロス
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スピネル

首都・クリスタルバレーで剣術指南をやっていた女性。かなりの若作り。

かつて起こった『真の火の紋章』の暴走を目撃している。

子供の頃から怪物と呼ばれ、周辺諸国をハルモニアに組み込んだ立役者である。

年齢の割に、マイペースで悪戯好き。

周囲の人間をかき乱す事も屡ある。

年齢 45 施設 無し

特記事項

特記事項

ステビア

シルキー学園で倉庫番を務める男性。エンカルナに片想い中。

反乱軍に加入したのも、彼女から懇願されたかららしい。

本人は硬派を貫いており、この事は誰も知らないと思っているが、周知の事である。

酒が入ったら豹変するが、美女を見ると元に戻る。

年齢 33 施設 倉庫

特記事項

スタリオン

俊足を誇るエルフ。世界一速い男を目指していて、『真神行法の紋章』は健在。

年齢 30 施設 無し
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特記事項

年齢 30 施設 無し

特記事項

テンガアール

戦士の村出身の少女で、村長の一人娘。成人の儀式も佳境に入った様子。

年齢 20 施設 無し

自称・メカ工学博士。本人が言うには、絡繰りではなくメカらしい。

遺跡や船の修理なども手掛け、その腕はエンサイン地方でも一位、二位を争う。

サルメの話し相手でもあり、意気投合の末、彼女を後継者にしようと目論む。

技術習得が習慣になっており、最近では雑貨作りにも目覚めようとしている。

緑茶を好む。

年齢 54 施設 無し

特記事項

セルジ

アイスバーグに住む、イネスの兄。

妹に比べ頼りない印象を受けるが温厚な性格で、視野が非常に広くシリサが言うには軍師向き

らしい。

イネス程ではないが泳ぎが得意。

本来はイネスの影響で目立たないが、彼女曰く、猛獣の様なオーラを有しているらしい。

セリム
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大柄な体格の傭兵。強靭な精神力と他者を惹きつける強いカリスマ性を持つ。

年齢 34 施設 無し

特記事項

ハンフリー・ミンツ

元赤月帝国の百人隊長。フッチと共に旅を継続中。

年齢 37 施設 無し

特記事項

ビクトール

テンプルトン

世界を駆け巡る地図職人の少年。アーデムで出会う。

年齢 16 施設 水滸図

特記事項
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特記事項

フッチ

竜洞騎士団に所属していた竜騎士。相棒はブライトだ。

年齢 16 施設 無し

特記事項

年齢 16 施設 瞬きの呪文

特記事項

ヒックス

戦士の村出身の青年。前作、全前作に比べ精神的に逞しく成長した。

年齢 22 施設 無し

ビッキー

主人公の前に突然現れる謎の天然系美少女。永遠の16歳。
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年齢 29 施設 無し

特記事項

サウスウィンドゥ市国クスクス出身の鍛冶屋でテッサイの弟子。

ビクトールを始め、『２』の主要メンバーとは面識があり、ハイランド王国軍が攻め入った

時、彼等の剣を鈍(なまくら)にして、同盟軍の勝利に貢献した。

才能はテッサイ以上で、現在は独立してエキザカムで店を出している。

顔は怖いが基本は善人である。

年齢 30 施設 鍛冶屋

特記事項

フリック

戦士の村出身の青年。ビクトールの相方で、アルメリアで主人公に出会う。

ブライト

フッチの相棒のはぐれ竜。人間と同じサイズでまだ大きくはない。

年齢 2 施設 無し

特記事項

ブラスコ
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ミリー

山ネズミのボナパルトを連れた少女。今作でも連携は健在。

年齢 16 施設 無し

特記事項

特記事項

ペルセフォネ

グラマラスな魔術師。

魔術師だけあって魔力と直守は最後まで、HPも序盤に限り順調に伸びていくが、他の能力は終

始伸び悩んだまま。

実戦で鍛え上げるのが非常に難しい。

年齢 25 施設 無し

特記事項

ペシュメルガ

ユーバーを追っている謎の暗黒剣士。残念な事に今作にユーバーは登場しない。

年齢 不明 施設 無し
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特記事項

年齢 15 施設 探偵

特記事項

ローレライ

シンダル文明の謎を追いかける女性。武器は『２』と同じ。

年齢 30 施設 無し

ゼンヴァ・ハゴムに住む学者。常に斜めに構えている。

晶花の森やファプシス山脈に棲む生物の研究を行っている。

神経質な性格だが悪人ではない。

剣の腕も確かで、たまにエルマの護衛も行う。

年齢 42 施設 無し

特記事項

ルーシー

サタナエルに住む探偵少女。出生は西の大陸らしい。

誠心誠意を売りにしており、どんな依頼でも依頼人の気が済む迄調査してくれる。

シリサやシェリルとは顔馴染みで仲が良い。

エイミーとしょっちゅう口喧嘩をする。

メサイア
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アシュリー

エンサイン地方を統治する、ハルモニア神聖国主席神官将。色白の長身で金髪。スーツ着用。

真の紋章の一つである【虹の紋章】の継承者。

爽やかな笑顔を絶やさない好青年で、敵対する主人公達に対しても丁寧語で話すが、その実は

極めて狡猾な本性を持つ野心家であり、神官将で唯一ヒクサクに反目している。

シリサが言うには、ヒクサクが「最も苦手とする相手」。

かつてはヒクサクの忠臣だったが、現在は神官長から引き摺り下ろす為に様々な妨害工作をし

ている。しかし、彼にとってヒクサクは遊び相手であり、そういった妨害工作も遊びの一環

だった。

切れ者であり能弁で確かな手腕を持つが、正規軍を私兵の様に扱ったり、神殿の積立金を流用

したり、黒い噂が絶えない人物でもある。

基本的に笑顔を浮かべているときは余裕な時か本心を隠している時である。この飽くなき野心

及び周囲を振り回す策略振りは抑止が効かない怪者との評価がある。

軍人としては非常に有能で、ルカ・ブライトを軽く上回る剣術と身体能力、クロウリーやメイ

ザース以上の破壊力を有する魔力、歴代の天機星も舌を巻く知力、歴代の天魁星並みのカリス

マ性を併せ持つ怪物である。

シリサやアリエノール同様、500年近く前にアロニア王国を滅ぼした英雄の一人であり、上記

の天才的な才能・能力を遺憾なく発揮させた功績で現在の地位に就いた。ヒクサクの仲間は当

時８人いたが、(立場上)現在も彼の側近なのはアシュリーだけである。

出身は現在のエンサイン地方がある地域で、幼少期からヒクサクを知っていた。

紀元前９年、当時31歳の時に【虹の紋章】が右手に宿った。

ハルモニア建国時にヒクサクからの褒美として、自身の出身地であるエンサイン地方の自治を

認めさせ、住民からは神官長以上の圧倒的な支持を得ている。

主人公とは過去に一度、顔を合わせている。その時に主人公に何かを感じ、自身の野望の為、

主人公達を、いや、エンサイン地方全土を巻き込んだ戦争を仕掛ける。

最初はあまり期待はしていなかったが、自身の圧倒的な能力で何度潰しても進化して立ち上

がって来る主人公を始めとする反乱軍を見て考えを改め、彼等を本当の敵として、そして自身

やヒクサクの新たな遊び相手として認める様になる。

更に、アシュリー自身の野望を(主人公達が)打ち砕く事も楽しみになって行ったのだった。

かなりの美形で、女性からの人気は絶大。

年齢 不明 性別 男

特記事項

主席神官将は、ハルモニアで№２の地位です。

警察組織で例えるなら警視総監。神官長が警察庁長官の様な立場。
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特記事項

今作品で一番謎な存在。

真の紋章の継承者ではないが、無関係でもない。

彼女の正体、目的は次回作以降で明らかになる予定。

サベラ

アシュリーの部下で、正規軍の幹部。

容姿は可愛いが、今時の女子学生の様な格好をしている。

性格は無邪気で残酷、命を奪う事に躊躇が無く、敵国の人間を毛嫌いしている。

その反面、主人公に対してはキスをするほど気に入っている様子である。

また仲間の事は大切に思っている様子が本編で伺える。

普段はアシュリーの養女として生活しており、貴族として舞踏会に参加したり、学校(王立魔

法学院)にも通う等、年相応の生活を両立させている。

年齢 18 性別 女

アリエノール

主人公達の行く手先々に登場する謎の美少女。

ホラー系ファッションを好み、上品な顔立ちとのギャップでかなり目立つ存在である。

悪戯が大好きで、しかも周囲を含めた被害が必ず甚大になる為、アシュリーとは違った意味で

厄介な存在である。

ヒクサク、アシュリー、シリサのかつての仲間だが、３人とは違い、人間ではないらしい。

見知らぬ世界(エヴァープリズム)とは密接な関係を持っているが現時点では不明。

自称・好きな子を再起不能になるまで苛めたくなる性質。迷惑極まりない。

年齢 不明 性別 女

特記事項

特記事項

エリオ

アシュリーの部下で、正規軍の幹部。

本人曰く学は無いが、シルキー学園の伝説のOBである。

二重生活が趣味。性格は極めて飄々としていて、基本的にノリは軽い。

しかし、敵兵は容赦無しに、しかも快楽を感じながら抹殺する事から、幹部の中で最も恐ろし

いとの評価が下っている。

長身痩軀で容姿も非常に良い。

年齢 30 性別 男
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サラ・バーストン

アシュリーの部下で、正規軍の幹部。西の大陸出身。

容姿端麗でパンツスーツを着用し、前髪を切り揃え、項の辺りで後ろの髪を結んでいる。

性格は冷静沈着で感情を表に出さず、アシュリーに忠実。ポーカーフェイスでもある。

各部隊の監視役も兼ねており、裏切り行為は決して見逃さない。

故郷に３人の弟分がおり、彼らの事を大切に想ってる等、心優しい面を持つ。

年齢 27 性別 女

特記事項

サルサ

アシュリーの部下で、正規軍の幹部。ハイランド王国ルルノイエ出身の元貴族階級の男性。

幼少期はルカ・ブライトの幼馴染であり兄貴分だった。14歳の頃、祖父が自分を抹殺しようと

している事に勘づき、ハルモニアへ亡命する。現在、家は没落した模様。

過去にルカが一度も勝てなかっただけあって、剣の腕は幹部でも随一。

クールな自信家だが、同郷のサミュエルやシルヴィアを放っておけないお節介な一面も持つ。

新しいものが好き。

年齢 31 性別 男

特記事項

サイス

アシュリーの部下で、正規軍の幹部。

身長240cmの大柄で筋肉質の男。力に物を言わせた攻撃を得意とする。

寡黙な雰囲気を持つが、何処か情緒不安定の気がある。

はみ出し者の自分や部下達が胸を張って生きる事が出来る世の中を作る為、アシュリーの軍門

に下る。

年齢 36 性別 男

特記事項
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『２』主人公の幼馴染であり親友。【黒き刃の紋章】の継承者。

自由を勝ち取って平和その他を実現するより、まず戦争を終らせてから自由や平等を得る事を

考えたら良いとの思想の元、２年前、一度ハイランド側に寝返る。

ハイランド滅亡後に再び『２』主人公と同じ道を辿る。

人参はまだ克服出来ていない。人間的には一回り成長した。

年齢 19 性別 男

特記事項

ナナミ

『２』主人公の義姉。

底抜けに明るく、家族想いでとても優しい。

主人公に対して義弟に似た何かを最初に感じ取ったのは彼女。

今作も様々なリアクションで楽しませて貰える。

年齢 18 性別 女

特記事項

ジョウイ

『２』主人公

幻想水滸伝２の主人公で、【輝く盾の紋章】の継承者。

新都市同盟軍を率いてハイランド王国を打倒した英雄。

ジョウイとの最後の闘いに引き分けた後、ナナミを含めた３人で当てのない旅に出ていたが、

２年ぶりに故郷キャロの街に戻って来た。

年齢 不明 性別 男

特記事項

【輝く盾の紋章】も【黒き刃の紋章】も単独で使用出来ます。

相変わらずの高威力なので、使って下さい。
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特記事項

エルマ

ゼンヴァ・ハゴムの代表者。

紅茶と本が好きで、暇を作ってはその趣味を楽しむ。

好きで少女の姿をとっており、他人の話を聞いていない時がある。

外交は意外に好戦的である。身体を動かすのが好き。

しょっちゅう屋敷を抜け出し、他の都市へ出向く癖がある。

年齢 45 性別 女

特記事項

特記事項

ヴェルスト

ルドデロンの街の若き市長。

機械を作る事と勉学が好きで、シャルトルーズ学院を首席で卒業した。

アシュリーを尊敬しているが、本人からは完全に遊ばれている。

幼い見た目が特徴的で、本人もかなり気にしている様子。

年齢 23 性別 男

サブリ

サタナエルの領主。

温厚な人柄から民衆に親しまれ、『国王』と呼ばれている。

妻のジゼラは主人公の叔母。

アシュリーの野望を知ってからは、主人公達に対し、全面協力をする。

年齢 57 性別 男
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シェリル

エディアールの領主で、ササの母親。アシュリーの部下で、正規軍の幹部でもある。

人格者で、エディアール市民からの指示は絶大である。

領主として、軍人として、母親として自分が成すべき事を常に考えており、他の都市の代表者

やアシュリー、シリサ達からも一目置かれている。自分の正義に正直。

非常に寛容であり、エンサイン以外の地方の住人からも強く慕われている。

戦闘能力も非常に高く、他の幹部に引けを取らない。

年齢 45 性別

特記事項

エーベル

アラミスを中心に活動する神父。

人を諭す様に丁寧な言動をとる礼儀正しい男だが、目的遂行の為には平気で人を殺す冷酷さを

兼ね備えている。

シルヴィアにとっては家族を洗脳した敵であるが、エーベルにとっても自分のプライドを傷つ

けた邪魔者である。

モンスターを纏めて消滅させる技を会得している。

年齢 不明 性別 男

女

特記事項

特記事項

ジュニアス

カリマーで雑貨屋を経営する男。

一切の妥協を許さない天才鍛冶屋としても有名。

幻の鉱石『プリズムピース』を探しており、引き換えに様々なアイテムを作成して貰える。

イオシフとは旧知の仲であり、ライバルでもある。

年齢 33 性別 男
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ジル

ハイランド王国の皇女。

気丈な性格で兄の野望を知り諌めようとしていたが相手にはされずに自身の非力を悔やんでい

た。

ジョウイの妻であり、彼を心から愛していた様子。

母国滅亡後は、ジョウイに依ってハルモニアに亡命した。

前向きに生きる事を考え、主人公達反乱軍崩壊の危機を救う事になる。

年齢 18 性別 女

特記事項

シェフキ

ヴァーノン、シュバルツ同様、ヴァネッサの副団長を務めている。

行動原理はヴァネッサの名誉。用心深いが肝心なところでミスをする事も。

神殿のやり方に疑問を抱いており、そこをアシュリーに付け込まれる。

剣の腕に秀でているが、魔法の才能も中々のものを持つ。

年齢 41 性別 男

特記事項

ピリカ

２年前、『２』主人公とジョウイが散り散りになった際、ジョウイが世話になった家の娘。

ジョウイを実の兄の様に慕っており、２年経った現在でも変わりは無い。

ジルと共にハルモニアへ亡命する。

『２』クリアデータを引き継いだ際のジョウイ達とのやりとりは必見である。

年齢 8 性別 女

特記事項
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特記事項

グリゼルダ

海底の街・シーアースの統治者。ジーン、ザウリターとは旧知の仲である。

ジーン同様美しい外見を持ち、また長く生きているが真の紋章の所持者ではないらしい。

女性ながら義理堅い性格で、助けてもらった主人公に恩を感じ、自ら協力を申し出る。

水中を自在に泳ぐ事が出来る能力を持つ。

年齢 不明 性別 女

ジァン

北の大陸で最悪の呼び名で有名なテロ集団・シルベスタの軍団長。

部下共々血の気が多く、一対一の闘いで大きな実力を発揮する。

殺す価値無しと判断した相手以外に情けを掛ける事は無い。

闘いにおいて果てる事を切望している。

年齢 39 性別 男

特記事項

特記事項

ザウリター

見知らぬ世界(エヴァープリズム)内に存在する街・カモミラースの住人。

鎧を纏った騎士であるが、身軽である。

闘いを通じて真実を見極めるのが信条で、主人公に一騎討ちを挑んで来る。

台詞の端々から、『４』のスノウを知っている事が伺える。

年齢 不明 性別 男
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カリルの仲間のネコボルト。ケットシーとも仲良し。

水(または流水)の紋章使用時にたまに暴発するので要注意。

年齢 不明 性別 ？

特記事項

ジゼラ

サブリの妻で、主人公の叔母。

いつも主人公の事を心配しており、家族の様に接している。

良き妻として有名であり、サブリも彼女にいつも感謝している。

かつてシルキー学園で教官を務めていた事もあった。

年齢 46 性別 女

特記事項

キリル

クリル

カリルの仲間のネコボルト。ケットシーとも仲良し。

土(または大地)の紋章使用時にたまに暴発するので要注意。

年齢 不明 性別 ？

特記事項
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コリル

カリルの仲間のネコボルト。ケットシーとも仲良し。

風(または旋風)の紋章使用時にたまに暴発するので要注意。

年齢 不明 性別 ？

特記事項

ケリル

カリルの仲間のネコボルト。ケットシーとも仲良し。

雷(または雷鳴)の紋章使用時にたまに暴発するので要注意。

年齢 不明 性別 ？

特記事項

サフラン

王立魔法学院周辺に棲み付くケットシー。

かなり賢く、紋章無しで高度な魔法を扱える。

主人公との闘いを通じて彼を認め、冒険の手助けをする。

『お菓子の家』が大好物。

年齢 不明 性別 ？

特記事項
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特記事項

今迄で一番強いラスボスです。

頑張って倒して下さい。

エヴェリーン

カジェラーナに住む少女。

河川で倒れている処を主人公に助けてもらい、以後慕っている。

いつか世界をこの目で見たいと言う目的を持ち、物語の進行に依って旅立つ決意をする。

同い年のルーシーとは友人関係にある。

考えるより先に行動する性質。

年齢 15 性別 女

特記事項

カオス

今作のラスボスであり、虹の紋章の化身。他の真の紋章の化身とは異なり、自我がある。

争いばかり起こす人間達に愛想が尽き、滅ぼそうとアシュリーを利用して画策する。

神としての肉体を得たものの、完全な形では降臨しなかった為、目的を実現させる為に自分の

分身であるアリサ及びエインセルを使い、暗躍した。

強大な魔力を有しており、使用する魔法一つ一つが大陸を吹き飛ばす程の破壊力を秘めてい

る。

年齢 不明 性別 ？

特記事項

エインセル

世界の外側からやって来た妖精。その後、エンサイン地方に大聖堂を構える。

信者からは「聖女」と呼ばれ崇められているが、実際は人々の幸福の為には手段を選ばない、

徹底して冷徹な美女。

アリサとは違い、先天的に「聖女」となる資質を持っていた為、彼女以上の力を有する。

彼女は只管に人々の幸福を求める内に『痛みがない＝幸福』と言う理論を持つようになり、反

乱軍との衝突に至り、結果として、歪んだ形でその理想を成就させようとした。

年齢 不明 性別 女
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女子小学生。


