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セントルイス

　セントルイス級軽巡洋艦のネームシップ。ステータスが非常に高く、
その性能は同陣営の最強軽巡クリーブランドに匹敵するほど。耐久に
関しては差を付けられているが、火力に関しては勝るとも劣らない。
姉妹艦ヘレナのスキルと相性がいいので、組ませて出撃させたい。

- 雲桑 1:15:00建造時間CV イラスト

ユニオン

耐久 装甲 装填 火力 雷装 回避 対空 航空 消費 航速
620/3204 軽装甲 68/161 32/149 0/0 28/73 60/279 0/0 3/10 33

STATUSステータス（初期／最大）

SKILL1 ラッキールー 20秒毎30.0%(最大レベルで60.0%)で発動。8秒間自身の火力、装填、回避が10.0%(最
大レベルで30.0%)アップ

SKILL2 対空配置 対空射撃時25%で発動。3秒間自身の対空値が20.0%(最大レベルで40%)アップし、火
力値が40.0％(最大レベルで20%)ダウン

SKILL3 全弾発射-ブルックリン級Ⅰ自身の主砲で15回(Ⅱで10回)攻撃する度に、全弾発射-ブルックリン級Ⅰを行う

SKILLスキル

通常時

入手時
ハロー、私はLucky Lou(ラッキー・ルー)と呼ばれた
セントルイスよ。私を見つけて、今日はラッキーだっ
て思わないかな？指揮官くん♪

ログイン 指揮官くん、運ってのは流れるものなのよ？流れが
来ているうち、思いっきりやっちゃって

詳細確認 重桜のあの子たちのような、味方に悪運をもたらす
船じゃないわよ？……多分……ねぇ…

メイン1 うふふ、指揮官くん、何を見てるの？
メイン2 ヘレナ、SGは水面下のことじゃわからないわ

メイン3 アリゾナ、あの時のことを忘れられなくても、あまり
引きずらないほうがいいわ

タッチ 私を触ると運が良くなるって？そんな話、聞いたこ
と無いけど？

タッチ2 こういうの、外でするものじゃないわよ。指揮官く
ん?

任務 うふふ、指揮官くん、サプライズに逢う準備をして
ちょうだい

任務完了 うふふ、指揮官くんは甘えん坊ね……任務報酬を受
け取る前に、少しだけここで横になってもいいわよ

メール 新しいメール？勝利のお知らせに決まっているわ

母港帰還 全てのことは「サイオウホース」…うん……教えて
くれたのは誰だっけ…

委託完了 うん……OK、出迎えはこの格好でいいわ

強化成功 運は流れるものよ？頼り過ぎは良くないわ
戦闘開始 幸運の風を聞こえた？
勝利 うふふ、幸運だけじゃないわよ
失敗 今日は戦闘に適さないようね……
スキル ラッキールー♪
損傷大 うふふ、運ならどの娘にも負けないわ！
好感度
失望 指揮官くん、せめてヘレナには……

知り合い ヘレナがいたら、コロンバンガラでの戦いは違う結
末になったかもしれないわね……

友好 指揮官くん、部屋の掃除を手伝ってあげよっか？…
ダメ！？

好き うふふ、指揮官くんが部屋に隠しているヒミツ、
ぜーんぶわ・か・る・わ～

ラブ ふぅ……後片付けはいっつも面倒ね…指揮官くん、
どこかでデートしない？

ケッコン
あら、どうしたの？急にプレゼントなんて…うふふ、
なるほど、これね……じゃあ、指揮官くん、これ、 
つけてくれるかしら？

VOICEボイス一覧

装備枠 初期装備 補正（初期／最大）最大数 おすすめ装備
主砲（軽巡） 152mm三連装砲T1 105%/135% 2 150mmTbtsKC／36連装砲
副砲 - 65%/65% 1 127mm連装両用砲MK12T3

対空 四連装28mm対空機銃
「シカゴピアノ」T1 100%/100% 1 113mm連装高角砲T3

その他 - - - 自動装填機構T3
その他 - - - 応急修理装置T3／対空レーダーT3

WEAPON装備

No.305
軽巡

耐久C	

B	

EE	

B	

B	 対空

航空雷装

火力

回避

★★★★★

S-Rare

上限突破
ドロップなし
建造のみ

初段 全弾発射スキル習得/主砲補正+5%
二段 主砲砲座+1/主砲補正+10%
三段 全弾発射弾幕強化/主砲補正+15%

DROP AREAドロップエリア LIMIT EXCEED
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吹雪	

　吹雪型駆逐艦のネームシップ。ステータスは重桜の凡庸な駆逐艦と
いうところだが、スキル「特型ネームシップ！」のバフ効果が強力。
常時火力・回避30％アップ＆雷装10％アップは驚異的。もちろん自身
も対象だ。なお、「特型駆逐艦」は吹雪型、綾波型、暁型を指す。

- Alisa 0:23:00建造時間CV イラスト

重桜

耐久 装甲 装填 火力 雷装 回避 対空 航空 消費 航速
290/1499 軽装甲 78/165 12/56 98/462 71/185 27/126 0/0 2/8 調査中

STATUSステータス（初期／最大）

SKILL1 特型ネームシップ！ 出撃中、所属艦隊の特型駆逐艦の火力・回避が15.0%(最大レベルで30.0%)、雷装が
4.0%(最大レベルで10.0%)アップする

SKILL2 全弾発射-吹雪型Ⅰ 自身の主砲で15回(Ⅱで10回)攻撃する度に、全弾発射-吹雪型Ⅰを行う

SKILLスキル

通常時

入手時 やっほー吹雪級の長女とはこの私よ！あなたが指揮
官だよね？よろしくね！

ログイン 指揮官、今日も元気？
詳細確認 えへへ、指揮官って寂しがり屋なのかな～
メイン1 今日はいい天気ね～指揮官もそう思わない？

メイン2 電、指揮官は駄目人間でも、私は頼りになるからね！
たぶん！

メイン3 指揮官なら私を100回褒めてくれてもいいよ！…む
む、100回は流石に飽きちゃうかも…

タッチ 仕事の手伝い？そうだ！暇そうにしてるから対忘れ
ちゃった！てへ☆

タッチ2 きゃっ！？びっくりした！

任務 指揮官、結構任務が溜まってるよ――ああ！さては
サボったな～？

任務完了 指揮官、任務報酬だよ～私がいれば報酬も増えたり
するかも？なんてね☆

メール メールだね…あっ、指揮官宛だったか…

母港帰還 こうして、こう…あれ？し、指揮官！？おかえり～あは
はは…今なにもやってないよ？

委託完了 おーい、委託組が帰ってきたぞー起きろー
強化成功 うおお！？絶好調！
戦闘開始 良い天気～いっくよー！
勝利 えっへん！私凄いでしょ？
失敗 いたた……指揮官早く逃げよ？
スキル ふっふー、特型駆逐艦の力を見ろ！
損傷大 冗談言ってる場合じゃないよね…

好感度
失望 指揮官なら分かってくれると思ったのに…

知り合い これのこと？「ゴヘイ」って名前だけど、なんかそ
れっぽいから持ってきちゃった～

友好 妹たちはどうしてるかな…まぁ私の妹だから、きっと
強く生きてるよね！うん！

好き 指揮官はどんな子がタイプ？うん？別に参考だけだ
よ？…ああ！もしかして変なこと考えちゃった？

ラブ
この前のは参考だけだよ？ま、今はどんな子がタイ
プでも、私のことを「これから」好きになっていれば
いいんだよ～えへへ♪

ケッコン
こ、「これから」って言ったのに、意外とすぐだった
ね……あ！もしかしてこの前好みのタイプを聞いた
時ウソついた？もうイケナイ指揮官だな～でもゆる
してあげる♪えへへ?

VOICEボイス一覧

装備枠 初期装備 補正（初期／最大）最大数 おすすめ装備
主砲（駆逐） 127mm連装砲T1 70%/75% 1 127mm連装両用砲MK12T3
魚雷 - 130%/150% 2 533mm五連装魚雷T3
対空 - 70%/75% 1 四連装ボフォース40mm機関砲T3
その他 - - - 応急修理装置T3
その他 - - - 自動装填機構T3

WEAPON装備

No.151
駆逐艦

耐久D	

D	

EA	

D	

A	 対空

航空雷装

火力

回避

★★★★★

S-Rare

上限突破
ドロップなし
建造のみ

初段 全弾発射スキル習得/魚雷補正+5%
二段 魚雷装填数+1/開始時魚雷+1/魚雷補正+10%
三段 全弾発射弾幕強化/武器補正+5%

DROP AREAドロップエリア LIMIT EXCEED
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卯月

　睦月型駆逐艦の4番艦。他の姉妹艦（睦月・如月）とステータスが
微妙に違っているが、性能はほぼ同じと考えて問題ない。性能は控え
めだが、スキル「快速装填」が発動してくれれば、雷撃で活躍してく
れる……かも？

- 月見 0:21:00建造時間CV イラスト

重桜

耐久 装甲 装填 火力 雷装 回避 対空 航空 消費 航速
240/1240 軽装甲 72/169 11/51 82/387 72/187 26/121 0/0 1/7 調査中

STATUSステータス（初期／最大）

SKILL1 快速装填 20秒毎30.0%(最大レベルで60.0%)で発動。10秒間自身の装填が20.0%(最大レベルで
40.0%)アップ

SKILL2 全弾発全弾発射-睦月型Ⅰ自身の主砲で15回(Ⅱで10回)攻撃する度に、全弾発射-睦月型Ⅰを行う

SKILLスキル

通常時

入手時
あのあの、しきかんですか？あたし卯月！あたしだよ
ね？あたしでいいよね？うぅ…ちがったらどうしよう
……

ログイン うえぇぇ…しきかんどこいったの？？卯月、ひとりは
こわいよー！

詳細確認 あわわわ！しきかん！「ジー」がいるよぉ！はやくたおし
てー！

メイン1 「せんすいかん」はこわいけど…「ひこうき」はこわ
くないの！

メイン2 しきかんどうしよう！あたしのぎょらいがみつからな
いの！ええ！？うしろ？？

メイン3 し、しきかん、どうしよう！かびんがおちたの！お、お
ばけじゃないよね！？

タッチ あわわわ！せ、せんすいかん！？……ふぅしきかんだっ
た……

タッチ2 あ、あれ？？なんでおねえちゃんたちみんなプンプ
ンしてこっちくるの？

任務 しきかん、にんむだよ！「せんすいかん」がでるにん
むはあたしがすてちゃったよ！

任務完了 しきかん、きゅうにおみやげたっくさんもらったよ！
「ばくやく」なり！？え！「ぼーなす」なの？？

メール しきかん、メールが…かぜにふきとばされちゃった
よぉ！どうしよう！

母港帰還
し、しきかん、どうしよう！え、えっと…いま「しょる
い」をせいりしようとしたけど…かぜでふきとばさ
れちゃったよぉ…

委託完了 しきかんどうしよう！しゅつげきしたみんなはもうか
えっているよ！え、「いたく」？ほんとうだ！

強化成功 しきかん、ど、どうしよう！あたしぜんぜんあたまよく
なっていないよ！？

戦闘開始 あの……にげてもいいのぉ……？
勝利 ふぇ！？あたしが「MVP」でいいの！？
失敗 ふえぇぇ…しきかん……おうちにかえりたいよぉ～
スキル あわわ！まちがえちゃった！
好感度
失望 あわわ！しきかんだ！はやくにげよう！

知り合い しきかん！あの！えっと！これ、みつからないの！いっ
しょにさがしてくれる？？

友好 しきかんたすけて～！またみつからなくなったの！！

好き しきかん～如月はまーた睦月といっしょにいる
の・・・・・・いや！あたしはしきかんといっしょにいる！

ラブ し、しきかんどうしよう！あたし、あたまのなかはしき
かんでいっぱいいっっっぱいなの！

ケッコン
あわわわ！しきかん！あたしおくれていないよね！？
あ、あと…あ、あたしだよね？あたしでまちがいない
よね？･･･うん！しきかんはぜったいにあたしをまち
がえないよね！

VOICEボイス一覧

装備枠 初期装備 補正（初期／最大）最大数 おすすめ装備
主砲（駆逐） 120mm単装砲T1 70%/% 1 127mm連装両用砲MK12T3
魚雷 610mm三連装魚雷T1 125%/% 2 533mm五連装魚雷T3
対空 - 70%/% 1 四連装ボフォース40mm機関砲T3
その他 - - - 九三式酸素魚雷T3
その他 - - - 応急修理装置T3/自動装填機構T3

WEAPON装備

No.274
駆逐艦

耐久D	

D	

EA	

D	

A	 対空

航空雷装

火力

回避

★★★★★

Normal

上限突破
ドロップなし
建造のみ

初段 全弾発射スキル習得/魚雷補正+5%
二段 魚雷装填数+1/開始時魚雷+1/魚雷補正+10%
三段 全弾発射弾幕強化/武器補正+5%

DROP AREAドロップエリア LIMIT EXCEED

重
桜


