■ＧＧＤ
隊列：星士、弓矢使い、格闘家、マルガリータ、テレパス、ガンマン、ガンマン、ロボット、テレパス
チームの目的：次元を超えこの島へとやってきた我々は、ここが未来だと気付いた。そこに待ち受けていたのは、かつての我々のチーム名を冠したこの時代の人間達の争いだった。
この時代の、鈍り切った生易しい人間達に教えてやるさ。真の戦いがいったいどういうものかということを。優勝など容易い。余裕で勝てる。
ジョブ決定：このチームは例外的に、ジョブがあらかじめ以下のように決定している。
Kuros:星士、Smokeman:マルガリータ、未来・てら:テレパス、ロン:ロボット、うさ・だいず:ガンマン、みや:格闘家、アロ:弓矢使い

チームの特性：このチームは例外的に、デュエルのたびに、以下のように隊列が入れ替わる

Ａ：＜星士(kuros)、弓矢(アロ)、格闘(みや)、マル(Smokeman)、テレ(未来)、ガン(だいず)、ガン(うさ)、ロボ(ロン)、テレ(てら)＞
↑↓
Ｂ：＜星士(kuros)、ガン(だいず)、ガン(うさ)、ロボ(ロン)、テレ(てら)、格闘(みや)、弓矢(アロ)、マル(Smokeman)、テレ(未来)＞
(A と B の自分の立ち位置を覚えておくこと)

■ＧＧＤ・Main ミッション
チームメンバーの協力を必要とするミッションの場合は、そのことを説明して、了解を得て挑戦してください。
クリアすれば、各報酬を得ることができます。クリアしたら、クリア印の項目に「○」を記入して下さい。ミッションは１度しか挑戦できません。

ミッション名
セットＩＤ認証

内容
全員で輪になり、一人ひとり順番に、GGD におけるジョブ名・

発動条件
公園に到着後、すぐに強制発動。

報酬
なし

LV・名前を告げ、「よろしくお願いします」と元気よく挨拶する。開会式が始まるまでの間に済ませる
他のチームにも聞こえるくらいの声でやると尚良い。
ＢＮが合いません 共判がズレています。

こと。
ゲーム開始直後、強制的に
その場で何もせず 3 分待機

＼／＼／ﾟ＜

ｼｬｰ!!別チームを見つけ出し、全員で一斉に、それらしいポーズを取り、 MP『Ｋ』を 3 種類以上
発見済みである

緑き MP+3

別チームを見つけ出し、そのチームに見せ付けるように、

MP『Ｍ』を 3 種類以上

メンバー全員の

それらしいポーズを取りながら、

発見済みである

赤き MP+5

別のチームを見つけ出し、そのチームを、全員で手を繋いで輪に

MP『Ｄ』を 3 種類以上

メンバー全員の

なって取り囲み、回転しながら、

発見済みである

桃き MP+3

「＼／＼／ﾟ＜
紋の解放

メンバー全員の

ｼｬｰ!!」と叫んで脅す。そして、颯爽と去る。

「紋、解放！！！！ピギャーーン！！」と叫ぶ。
聖戦

GGD タイトル曲「聖戦」を「ティティ～ティティ～ティテ」と、
元気よく大声で口ずさんで聞かせる。
繰り返す過ち

↑とはまた別のチームを見つけ出し、そのチームを、全員で手を繋 MP『Ｋ』を 3 種類以上

メンバー全員の

いで輪になって取り囲み、回転しながら、

青き MP+3

発見済みである

GGD タイトル曲「繰り返す過ち」を「ティロロロティロロロティ
ロロロティロロロ、ティンティンティンティン、ティンティンティ
ンティン」と、元気よく大声で口ずさんで聞かせる。
GGD STARS

↑や↑↑とはまた別のチームを見つけ出し、そのチームの前で横一 MP『Ｐ』を 3 種類以上

メンバー全員の

列に並び、せーので、

赤き MP+3

発見済みである

各々が、自分のジョブを表現したカッコイイポーズを取り、
1 分ほどそのポーズのままじっとし、そのチームを引かせる。
イレイサースク

別チームを見つけ出し、そのチームの前方に移動。その時、突然、 MP『Ｔ』を 3 種類以上

メンバー全員の

リームの幻聴

イレイサースクリームがあなた達だけに聞こえ出す。全員で両耳を 発見済みである

青き MP+3

押さえて、「うわあああイレイサースクリームだああ」、「耳が
あああ」などと叫んで悲鳴をあげ、しばらく悶絶し、相手チームを
困惑させる。
連携

デュエルを申し込む前に発動。そのデュエルでは、

MP『Ｕ』を 3 種類以上

こちらのチームからの攻撃ダメージは全て 2 倍化する。

発見済みである

赤きクリスタル

◇をどうぞ

赤き MP を 10 種類以上発見済み

全員の赤き MP+3

青きクリスタル

◇、おめです

青き MP を 10 種類以上発見済み

全員の青き MP+3

緑きクリスタル

◇、もう持ってるのでどうぞ

緑き MP を 10 種類以上発見済み

全員の緑き MP+3

エッグ

死亡者 1 人を HP=5 にして復活させる(全員が死亡していも発動可)

死亡者がいる時

左の内容の項目に記載

ユグドラシル

死亡者 5 人を HP=5 にして復活させる(全員が死亡していも発動可)

死亡者が 1 人以上いる時

左の内容の項目に記載

ミッションクリア なし

左の内容の項目に記載

上記のミッションを全てクリアする 全員の緑き MP+5

クリア印

■ＧＧＤ・午前の Sub ミッション
午前の部のみ、このミッションを行うことができます。午後の部までにクリアできなければ、失敗となります。
ミッション名
目指すは静かな海
リビングオブキャラバン

内容

発動条件

報酬

チーム・ミッシングナイツにデュエルを申し込む

なし

メンバー全員青 MP+3

チーム・ミッシングナイツに２回目のデュエルを申し込む

（連続デュエルは禁止されているので注意）

メンバー全員桃 MP+2

数値領域からの誘い チーム・ステッパーズストップから、デュエルを申し込まれる。 なし
ドントルックバック 強制的に、全員の青き MP=0 になる。

クリア印

メンバー全員 HP+3

午前 11 時 30 分（アラームセットしてね） なし

■ＧＧＤ・午後の Sub ミッション
午後の部のみ、このミッションを行うことができます。ゲーム終了までにクリアできなければ、失敗となります。
ミッション名
シスミンステップ

内容

発動条件

報酬

いずれかのチームを見つけ、そのチームに軽やかなシスミン MP『Ｓ』を 3 種類以上

メンバー全員の

ステップダンスを見せ付ける。その踊りがどのようなものか 発見済みである

青 MP+5

は、解明されていない。
Ｒａｉｎ’ｓリグレット

終了 1 時間前（アラームセットしてね）

なし

【警告】ルール・オブ・ＰＯＦ 強制的に、全員の HP 半減 ( 端数切捨て) になる。

終了 30 分前（アラームセットしてね）

なし

【強制排除】ﾙｰﾙ･ｵﾌﾞ･ＰＯＦ 強制的に、全員の HP=0 になる。

終了 15 分前（アラームセットしてね）

なし

成長の記録

なし

メンバー全員が LV2 以上になる

メンバー全員財宝+1

成長の記録Ⅱ

なし

メンバー全員が LV3 以上になる

メンバー全員財宝+2

成長の記録Ⅲ

なし

メンバー全員が LV4 以上になる

メンバー全員財宝+3

成長の記録Ⅳ

なし

メンバー全員が LV5 になる

メンバー全員財宝+4

ファントム

リーダーを除く残り 8 人が、4 人ずつの 2 チームに別れ、

MP『Ｆ』を 3 種類以上

なし

強制的に、全員の赤き MP=0 になる。

デュエルを行う。（デュエル後は、通常デュエル時と同様に勝者は 発見済みである
財宝+1、敗者は exp+1）

トライアル

チーム内の一人が、まゆみ様へデュエルを挑む。勝敗に関わらずクリアになるが、ミッション報 挑戦者の緑 MP+10
酬は勝った時のみ得ることができる。（通常勝敗時の財宝+1 や exp+1 の報酬は発生しない）

全面戦争

全チームにデュエルを申し込む。ﾐｯｼﾝｸﾞ:

ﾙｼﾌｧｰ:

ﾏｼﾞｯｸ:

ｴﾐﾈｰ:

ｼｯﾃﾞｵﾝ:

全てに○が付けば、

申し込んだら→に○を付ける。 ｳｨｰｸ:

MIP:

GGD:

明鏡:

----

全員財宝+3

クリア印

