
エンシェントジェイド

分類 名称 入手エリア 入手方法 効果
アートマ (全3個) 月のジェイド - メインクエストのNM討伐を1つクリアする。 1個につき1つのアートマを付与できるようになる。

月のジェイド アットワ 100,000クルオと交換。
ミザレオ 1個目を取得していなくても交換可。
ブンカール

月のジェイド - メインクエストのNM討伐を7つクリアする。
トラバーサー石 悠然 悠然の白色ジェイド ラテーヌ 6000クルオと交換。 トラバーサー石1つあたりの滞在時間が+3分される。

コンシュタット 複数持っていると効果アップ。
タロンギ 1個：+3分

悠然の赤色ジェイド ラテーヌ Ovni （ヨヴラ族NM） 2個：+6分
悠然の翠色ジェイド アットワ Mielikki （樹人族NM） 3個：+9分
悠然の蒼色ジェイド ミザレオ クエスト「弔い」 4個：+12分
悠然の藍色ジェイド グロウベルグ Assailer Chariot （チャリオット族NM） 5個：+15分
悠然の碧色ジェイド アルテパ Waugyl（プーク族NM） 6個：+18分

迅速 迅速の青色ジェイド コンシュタット Tonberry Bedeviler トラバーサー石に力を補充するための時間が4時間短縮される。
Cryptonberry Occultist 複数持っていると効果アップ。
（トンベリ族雑魚） 1個：-4時間(16時間で補充)

迅速の紅色ジェイド ブンカール クエスト「髭に宿る力」 2個：-8時間(12時間で補充)
迅速の白色ジェイド アルテパ 9000クルオと交換。 3個：-12時間(8時間で補充)

ウルガラン
グロウベルグ

貪欲 貪欲の緑色ジェイド タロンギ Ephemeral Clionid トラバーサー石の最大所持可能数が1つ増える。
Quetzalli（ロック族NM）
Manananggal （クトゥルブ族NM）

貪欲の白色ジェイド アットワ 8000クルオと交換。
ミザレオ
ブンカール

貪欲の緋色ジェイド ウルガラン クエスト「某国の偵察任務II」
施設 魂体 魂体の白色ジェイド ラテーヌ 4800クルオと交換。 幽門石ワープ時の消費クルオが-20%される。

コンシュタット 複数持っていると効果アップ。
タロンギ 1個：-20%

魂体の紅色ジェイド ブンカール Pascerpot （クロウラー族NM） 2個：-40%
魂体の藍色ジェイド グロウベルグ クエスト「チョコボの異変」 3個：-60%

熟練 熟練の白色ジェイド ラテーヌ 4800クルオと交換。 マーテローの再使用時間が5分短縮される。
コンシュタット 複数持っていると効果アップ。
タロンギ 1個：-5分

熟練の翠色ジェイド アットワ Wherwetrice （コカトリス族NM） 2個：-10分
熟練の碧色ジェイド アルテパ クエスト「チョコボの異変」 3個：-15分

宝箱 強運 強運の白色ジェイド - メインクエストのNM討伐を2つクリアする。 アビセアで宝箱を引きよせる運が上昇する。
強運の蒼色ジェイド ミザレオ Npfundlwa （ウサギ族NM） （詳細不明）
強運の碧色ジェイド アルテパ Long-Barreled Chariot （チャリオット族NM）

命運 命運の赤色ジェイド ラテーヌ クエスト「音信不通」 アビセアで青い宝箱に対する運が上昇する。
命運の白色ジェイド アットワ 5000クルオと交換。 （詳細不明）

ミザレオ
ブンカール

命運の緋色ジェイド ウルガラン Impervious Chariot （チャリオット族NM）
福運 福運の青色ジェイド コンシュタット クエスト「物資来たらず」 アビセアで赤い宝箱に対する運が上昇する。

福運の翠色ジェイド アットワ クエスト「チョコボの焦心苦慮」 （詳細不明）
福運の白色ジェイド メインクエストのNM討伐を8つクリアする。

天運 天運の緑色ジェイド タロンギ Ephemeral Limule アビセアで金色の宝箱に対する運が上昇する。
Cuelebre （ウィルム族NM）
Manananggal （クトゥルブ族NM）

天運の紅色ジェイド ブンカール Iktomi （スパイダー族NM）
天運の白色ジェイド メインクエストのNM討伐を9つ全てクリアする。

理知 理知の白色ジェイド - メインクエストのNM討伐を3つクリアする。 アビセアで宝箱の錠の知識が上昇する。
赤箱：指定数値の範囲が広がる

理知の紅色ジェイド ブンカール Armillaria （キノコ族NM） 青箱：箱を開ける為に必要な正解回数-1
理知の碧色ジェイド アルテパ Koios (タイタンNM) 金箱：指定数値の幅が3狭まる

経験値/クルオ 癒し 癒しの赤色ジェイド ラテーヌ Mangy-tailed Marvin （ウサギ族NM） アビセア内での経験値ロストが-10%される。
癒しの青色ジェイド コンシュタット Ley Clionid 複数持っていると効果アップ。

Sods Limule 1個：-10%
Ephemeral Clionid 2個：-20%
Ephemeral Limule 3個：-30%
Pavan （ガルーダNM） 4個：-40%

癒しの緑色ジェイド タロンギ クエスト「熱病の子を救って」 5個：-50%
癒しの翠色ジェイド アットワ クエスト「大地からの噴煙」 6個：-60%
癒しの蒼色ジェイド ミザレオ Tusukertrap （フライトラップ族NM） 7個：-70%
癒しの紅色ジェイド ブンカール クエスト「ビッグブリッヂの修繕」 8個：-80%
癒しの緋色ジェイド ウルガラン クエスト「拳を故郷に」 9個：-90%
癒しの藍色ジェイド グロウベルグ クエスト「冥界からの呼び声」
癒しの碧色ジェイド アルテパ クエスト「しるべなき墓標」

練磨 錬磨の赤色ジェイド ラテーヌ Chasmic Hornet （蜂族NM） アビセアでの取得経験値が増加する。
1個：経験値+1%

錬磨の白色ジェイド - メインクエストのNM討伐を5つクリアする。 2個：経験値+2%
錬磨の緋色ジェイド ウルガラン Chione （変色ジェイドNM） 3個：経験値+3%

死神 死神の青色ジェイド コンシュタット Fear Gorta （ゴースト族NM） アビセアでのクルオ取得量が+10%加算（端数切り上げ）される。
複数持っていると効果アップ。
1個：+10%

死神の白色ジェイド - メインクエストのNM討伐を4つクリアする。 2個：+20%
死神の藍色ジェイド グロウベルグ Gamayan （変色ジェイドNM） 3個：+30%

支援 恩賞 恩賞の緑色ジェイド タロンギ クエスト「カーディアン点検」 ビジタント発行時に以下のテンポラリアイテムを入手できる。
「ルシドポーションI」
「ルシドエーテルI」

恩賞の白色ジェイド - メインクエストのNM討伐を6つクリアする。 ビジタント発行時に以下のテンポラリアイテムを入手できる。
「ダスティエリクサー」
「カトリコン」
「クリアオイルI」

恩賞の緋色ジェイド ウルガラン Veri Selen （ワイバーン族NM） ビジタント発行時に以下のテンポラリアイテムを入手できる。
「猛者の霊薬」
「験者の霊薬」
「覇者の霊薬」

遊軍 遊軍の赤色ジェイド ラテーヌ クエスト「隻眼の代償」 パラメータ上昇の支援効果に+10加算される。
遊軍の蒼色ジェイド ミザレオ Flame Skimmer （フライ族NM） 複数持っていると効果アップ。
遊軍の白色ジェイド アルテパ 7500クルオと交換。 1個：ステータス+20(支援効果含む)

ウルガラン 2個：ステータス+30(支援効果含む)
グロウベルグ 3個：ステータス+40(支援効果含む)

真価 真価の青色ジェイド コンシュタット クエスト「アビセアの鷹」 支援効果による最大HP+に+10%、最大MP+に+5%加算される。
真価の緑色ジェイド タロンギ Bhumi （タイタンNM） 複数持っていると効果アップ。

Mictlantecuhtli （コース族NM） 1個：最大HP+30% 最大MP+15%
Manananggal （クトゥルブ族NM） 2個：最大HP+40% 最大MP+20%

真価の翠色ジェイド アットワ Warbler （ナット族NM） 3個：最大HP+50% 最大MP+25%
真価の蒼色ジェイド ミザレオ クエスト「メディカルアラート」 4個：最大HP+60% 最大MP+30%
真価の白色ジェイド アルテパ 6000クルオと交換。 5個：最大HP+70% 最大MP+35%

ウルガラン 6個：最大HP+?% 最大MP+?%
グロウベルグ

真価の藍色ジェイド グロウベルグ Xibalba（スケルトン族NM）
その他 審判 審判のジェイド メインクエスト「神のみ座と御使い」をクリア WSや魔法が命中した時、時々候補を絞り込んだヒントメッセージが表示される。

（弱点候補のWSや魔法でなくても良い。）
属性WS：「○属性のウェポンスキルのようだ！」
物理WS：「(武器種)のウェポンスキルのようだ！」
魔法：「○属性の魔法のようだ！」

天地 天地のジェイド メインクエスト「少女との約束」をクリア 「天神地祇の薬」交換に必要なクルオが20万になる。


