
武家 武将名 計略名 変更点

織田004 氏家卜全 美濃の援兵
兵力回復量増加
最大兵力回復減尐

織田006 織田信包 など 方陣
計略範囲縮小
効果時間短縮(統率力依存値減尐)
武力上昇値増加

織田020 沢彦宗恩　など 山津波の計 威力減尐

織田022 丹羽長秀 イスパニア方陣
計略範囲縮小
効果時間短縮(統率力依存値減尐)

織田025 羽柴秀吉 一夜城 効果時間短縮
織田033 前田利家 又左無双槍 効果時間延長(統率力依存値減尐)

織田038 毛利新助 大手柄
効果時間短縮
武力上昇値増加
移動速度上昇値減尐

織田039 森可成 攻めの三左
効果時間延長(統率力依存値減尐)
槍撃ダメージ減尐
兵力低下間隔短縮

織田042 明智光秀 無間射撃 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
織田044 織田信忠 布武継承 効果時間短縮
織田045 織田信長 三段撃ち 効果時間短縮
織田051 武井夕庵 分断の調略 計略範囲縮小

織田052 竹中半兵衛　など 今孔明の軍法

【一部隊掛け】
効果時間短縮
【二部隊掛け】
効果時間短縮
移動速度上昇値減尐
【三部隊掛け】
効果時間短縮

織田053 千代 内助の功
効果時間延長(統率力依存値減尐)
移動速度上昇値減尐

織田054 筒井順慶 など 呪縛の術 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
織田060 前田慶次 大ふへん者 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
織田068 織田信長 是非に及ばず 統率上昇値減尐

織田073 柴田勝家 鬼柴田の意地
移動速度上昇値減尐
槍撃ダメージ減尐

織田075 森蘭丸 劫火の決意 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
織田077 佐々成政 さらさら越え 効果時間短縮
織田079 織田吉法師 悪童の采配 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
織田081 織田信秀 先駆者の辣腕 効果時間短縮

織田083 佐々政次 繁盛の構え
効果時間短縮
効果終了時の士気上昇値減尐

織田088 織田秀信 瞬攻の采配 効果時間短縮

織田090 斎藤徳元 瞬攻の力萎え
計略範囲縮小
効果時間短縮

武田008 小畠虎盛 など 火牛の計 威力減尐

武田011 小山田信茂 など 挑発
計略範囲縮小
効果時間短縮

武田014 高坂昌信 疾風の陣
効果時間短縮(統率力依存値減尐)
移動速度上昇値減尐

武田018 真田幸隆 百火繚乱 威力減尐
武田021 武田信玄 風林火山 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
武田028 内藤昌豊 火門の陣 効果時間短縮(統率力依存値減尐)

武田030 禰々 など 力萎えの呪い
計略範囲縮小
効果時間調整(統率力依存値減尐)

武田038 山県昌景 真紅の荒獅子
効果時間短縮(統率力依存値減尐)
突撃ダメージ減尐

武田039 山本勘助 啄木鳥戦法
計略範囲縮小
計略範囲調整
効果時間延長（統率依存値減尐）

武田045 真田昌幸 信玄の炯眼 効果時間短縮(統率力依存値減尐)

武田046 武田勝頼 猛進の陣
計略範囲縮小
効果時間短縮(統率力依存値減尐)
武力上昇値減尐

武田047 武田信玄 瀬田に旗を 移動速度上昇値減尐

武田048 馬場信春 泰山の陣
効果時間短縮
武力上昇間隔短縮

武田051 高坂昌信 風林火山継承 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
武田053 真田昌輝 万死の突撃 突撃ダメージ減尐
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武田058 仁科盛信 万死の抵抗
最大武力上昇値増加
移動速度上昇値減尐

武田060 松姫 新館御料人の慕 兵力回復量減尐

武田061 真田信幸 電光石火の采配
計略範囲拡大
効果時間短縮

武田063 真田幸村 不惜身命の勇 効果時間短縮
武田065 甘利虎泰 吽形の疾駆 効果時間短縮
武田066 板垣信方 阿形の猛襲 効果時間短縮

武田071 春日源助 疾風の双陣
2部隊時の移動速度上昇値減尐
自身の移動速度上昇値増加

武田072 諏訪姫 極限加速 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
武田073 武田信虎 地獄の悪鬼 効果時間短縮
武田074 武田晴信 若虎の朱槍 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
武田075 内藤昌豊 瑶林の采配 効果時間短縮

武田078 加藤段蔵 忍法暗剣殺
効果時間短縮
突撃を当てた敵部隊への効果時間短縮

上杉009 宇佐美定満 散華の陣 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
上杉014 柿崎景家 漆黒の暴威 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
上杉016 加藤段蔵 忍法闇駆け 効果時間短縮
上杉020 斎藤朝信 鍾馗の銃弾 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
上杉029 虎御前 転生舞踊 味方撤退時の兵力回復量減尐
上杉034 本庄繁長 叛逆の銃弾 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
上杉041 上杉景虎 華麗なる采配 効果時間短縮
上杉043 上条政繁 三方向射撃 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
上杉049 上杉景勝 義のもとに 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
上杉062 斎藤朝信 鍾馗の共振 効果時間短縮

上杉063 須田満親 鞭声粛粛
武力による兵力回復量減尐
兵力回復基本値増加

上杉065 宇佐美定満 荘厳華麗
効果時間短縮
効果終了時の復活時間低下値減尐

上杉067 虎御前 女虎の気品
兵力回復量減尐
最大兵力回復量減尐
復活カウント合計値による武力上昇値調整

上杉069 長尾為景 天下無二の奸雄 効果時間短縮

上杉072 上杉景勝 羅刹天の来臨
効果時間短縮
【修羅ゲージ消費時】
武力によるダメージ軽減率減尐

上杉073 大国実頼 羅漢の銃弾

効果時間短縮(統率力依存値減尐)
【修羅ゲージ消費時】
武力上昇値増加
各方向の射撃角度を調整

上杉074 お船 華芯の采配 効果時間短縮(統率力依存値減尐)

上杉076 上泉泰綱 修羅の一之太刀
効果時間短縮(統率力依存値減尐)
はじき距離減尐

上杉077 菊姫 質素倹約
【修羅ゲージ消費時】
兵力回復量減尐

上杉078 車斯忠 修羅の双弓 効果時間短縮

上杉079 志駄義秀 修羅の執縛
計略範囲縮小
効果時間短縮
移動速度低下値増加

上杉080 水原親憲 火神の迅雷

効果時間短縮
【修羅ゲージ消費時】
突撃ダメージ減尐
武力上昇値増加
移動速度上昇値増加

上杉081 直江兼続 阿修羅王の権化
効果時間短縮
武力上昇値減尐

上杉082 新津勝資 修羅の防備 効果時間短縮
上杉083 藤田信吉 修羅の進撃 効果時間短縮

上杉084 前田慶次 大傾奇の朱槍

効果時間短縮(統率力依存値減尐)
武力上昇値減尐
投げた無敵槍の速度増加
投げた無敵槍が復活するまでの間隔短縮

今川011 今川氏真 蹴鞠シュート 弾き距離減尐
今川014 鵜殿長照　など 精鋭への援軍 最大兵力回復量減尐
今川016 岡部正綱　など 精鋭遊撃術 移動速度上昇値減尐

今川026 関口氏広　など 誘導の術
計略範囲縮小
効果時間短縮

今川028 太原雪斎 全知の領域 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
今川038 武田信虎 老虎の采配 効果時間短縮
今川039 井伊直虎 精鋭の采配 効果時間短縮(統率力依存値減尐)



今川043 朝比奈泰煕 統治の構え
効果時間延長
武力上昇値減尐

今川044 今川氏親 龍王の大戦火 効果時間短縮
今川047 北川殿 灼熱の綺羅星 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
今川049 玄広恵探 戦禍の調略 計略範囲縮小

今川052 冷泉為和 統治の援兵
効果時間延長
兵力回復間隔延長

今川053 三浦正俊 禍福の采配
効果時間短縮
最大士気減尐時の追加効果時間短縮
最大士気減尐時の移動速度上昇値減尐

浅井朝倉002 浅井長政 正義の進軍 効果時間短縮

浅井朝倉005 朝倉景健 暗黒魔境
計略範囲縮小
効果時間短縮(統率力依存値減尐)

浅井朝倉012 海北綱親 勇猛果敢
敵部隊が1部隊以下の場合の自身の武力上昇値増加
敵部隊が3部隊以上の場合の自身の武力上昇値減尐

浅井朝倉022 鳥居景近 盟約の攻陣
計略範囲縮小
効果時間短縮
武力上昇値増加

浅井朝倉027 宮部継潤 盟約の援軍
兵力回復量減尐
最大兵力回復量減尐

浅井朝倉029 朝倉義景 腐敗の罠
計略範囲縮小
兵力低下間隔延長

浅井朝倉034 京極マリア 聖女の進軍
効果時間短縮
兵力回復間隔延長

浅井朝倉035 阿久姫 双子梅の加護 効果時間短縮(統率力依存値減尐)

浅井朝倉036 浅井政元 共栄の采配

効果時間短縮(統率力依存値減尐)
コストの合計値による兵力回復量減尐
コストの合計値による最大兵力回復量減尐
コストの合計値による効果時間上昇値増加
コストの合計値による最大効果時間上昇値増加

浅井朝倉037 朝倉景嘉 共栄の策謀
効果時間短縮
コストの合計値による効果時間短縮
コストの合計値による時間最大値短縮

浅井朝倉038 磯野員昌 鎧袖一触
計略範囲縮小
威力減尐

浅井朝倉042 浅井亮政 江北の覇王
効果時間短縮
カード回転時の追加武力上昇値減尐

浅井朝倉044 浅井長政 若鷹の正道 効果時間調整(統率力依存値減尐)
浅井朝倉047 朝倉孝景 超越者の跋扈 効果時間短縮
浅井朝倉049 浅井井頼 作庵の魅力 効果時間短縮
本願寺005 雑賀孫市 乱れ八咫烏 武力上昇値減尐

本願寺008 下間頼照 一揆の陣
効果時間短縮(統率力依存値減尐)
兵力回復間隔短縮

本願寺012 下間頼廉 一向宗の采配 効果時間短縮
本願寺015 鈴木重兼 雑賀の采配 効果時間短縮
本願寺021 如春尼 輪廻舞踊 復活時間低下値減尐

本願寺023 本願寺教如 土砂崩れ
計略範囲調整
威力減尐

本願寺028 狐島吉次 傭兵格闘術 武力上昇値減尐

本願寺037 本願寺顕如 衆生済度
効果時間短縮
2部隊以上時の兵力回復間隔短縮

本願寺040 鈴木重意 必滅弾道 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
本願寺043 本願寺蓮如 仏罰覿面 移動速度上昇値減尐

北条006 甲斐姫 戦場の綺羅星

効果時間短縮(統率力依存値減尐)
突撃準備中のダメージ軽減率減尐
突撃中のダメージ軽減率減尐
移動速度上昇値増加

北条019 北条氏邦 剛槍烈破 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
北条023 北条氏政 五色の采配 効果時間短縮
北条024 北条氏康 関東王の采配 効果時間短縮
北条025 北条氏康 獅子の牙城 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
北条029 巻姫　など 戦場の双子星 効果時間調整(統率力依存値減尐)
北条033 北条氏綱 難攻不落 ダメージ軽減率減尐
北条043 伊勢新九郎 興国の流星 効果時間短縮(統率力依存値減尐)

北条047 北条氏綱 禄寿応穏の朱印
計略範囲縮小
効果時間短縮

北条048 北条氏康 鉄壁の采配 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
北条049 北条早雲 千頭の劫火 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
北条053 風魔小太郎 忍法風魔手裏剣 効果時間短縮
毛利004 桂元澄 呪縛の権謀 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
毛利008 吉川元春 百戦不敗 効果時間短縮



毛利015 五龍姫 めっ！
計略範囲縮小
効果時間短縮

毛利025 穂井田元清 四つ矢の闘志

効果時間短縮(統率力依存値減尐)
槍長さ上昇値減尐
槍長さ上昇間隔延長
武力上昇間隔延長

毛利026 妙玖 翻意の術 敵が帰城した時の城ダメージ減尐

毛利028 毛利隆元 百万一心
効果時間短縮
武力上昇値減尐

毛利030 毛利元就 謀神の掌上 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
毛利033 吉川元春 剛毅果断 効果時間短縮
毛利038 毛利輝元 三弓の下命 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
毛利039 毛利秀元 才気煥発 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
毛利042 杉大方 暁光の采配 効果時間短縮(統率力依存値減尐)

毛利045 毛利元就 厳島の恩寵
効果時間短縮
強弓時の武力低下値減尐
強弓時の統率力低下値減尐

毛利046 渡辺通 七曲の七騎

計略範囲拡大
武力上昇値減尐
移動速度上昇値減尐
兵力回復量減尐

毛利048 吉川広家 不動の障壁 兵力回復量減尐
毛利054 マセンシア 聖なる焙烙 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
毛利055 毛利輝元 総大将の展望 効果時間短縮
毛利056 毛利秀元 宰相の空弁当 効果時間短縮

島津012 川上忠克 消耗の術
計略範囲縮小
効果時間短縮

島津018 島津日新斎 攻城射撃の采配 効果時間短縮
島津019 島津貴久 英为の采配 効果時間短縮

島津022 島津歳久 翔ぶが如く
計略範囲拡大
効果時間短縮

島津034 島津忠恒 闇の雄武
効果時間短縮(統率力依存値減尐)
武力低下値減尐
示現流によるダメージ減尐

島津037 伊集院忠真 隼人の攻城術 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
島津039 島津家久 軍法戦術の妙 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
島津042 寛庭夫人 聖母の歌 効果時間延長(統率力依存値減尐)
島津046 種子島恵時 試作種子島 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
島津047 常盤御前 人魚の涙 威力減尐

島津048 押川公近 小返の貫通射撃
武力上昇値減尐
闘痕効果調整(闘痕状態が1段階進むようになりました)

島津051 川上忠兄 小返しの二丁銃 闘痕効果調整(闘痕状態が1段階進むようになりました) 
島津052 川上久林 小返しの長槍 闘痕効果調整(闘痕状態が1段階進むようになりました) 
島津053 川上久智 小返しの防備 闘痕効果調整(闘痕状態が1段階進むようになりました) 

島津057 島津忠恒 悪魔の爪痕
効果時間短縮
移動速度上昇値減尐

島津058 島津豊久 鳥頭坂の闘神 突撃ダメージ減尐

島津061 長寿院盛淳 闘痕の捨て奸

計略範囲縮小
効果時間短縮
敵部隊の移動速度低下値減尐
闘痕効果調整(闘痕状態が1段階進むようになりました)

島津063 山田有栄 死地の鞘売り 効果時間短縮
豊臣004 生駒親正 来光の構え 効果時間延長
豊臣006 宇喜多秀家 日輪の大車輪 武力上昇値減尐
豊臣007 大谷吉継 日輪の謀術 武力低下値減尐

豊臣012 加藤清正 日輪の猛勇
【日輪3】
移動速度上昇値減尐

豊臣013 加藤嘉明 七本槍・剛槍 効果時間短縮(統率力依存値減尐)

豊臣015 蒲生氏郷 獅子奮迅

【日輪0～2】
移動速度上昇値減尐
【日輪3】
効果時間短縮

豊臣016 京極竜子 日輪の稲妻 威力減尐

豊臣017 九鬼嘉隆 日輪の弱体弓術
効果時間短縮(統率力依存値減尐)
武力低下値減尐

豊臣018 黒田官兵衛 破凰の謀陣 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
豊臣023 藤堂高虎 日輪の山津波 威力減尐
豊臣025 豊臣秀吉 日輪の天下人 効果時間短縮(統率力依存値減尐)

豊臣026 ねね 慈母の恵愛
【日輪0】
部隊復活時の兵力減尐



豊臣027 蜂須賀正勝 日輪の攻陣
効果時間短縮
【日輪0～2】
武力上昇値減尐

豊臣029 福島正則 七本槍・飛天 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
豊臣030 細川忠興 日輪の呪縛術 効果時間調整

豊臣034 前田利家 豪放磊落

効果時間短縮（統率力依存値減尐）
【日輪0～2】
武力上昇値減尐
【日輪2～3】
槍長さ上昇値減尐
【日輪3】
移動速度上昇値減尐

豊臣038 池田恒興 剣抜弩張
効果時間短縮(統率力依存値減尐)
発射弾数減尐

豊臣040 後藤又兵衛 来光の槍術
効果時間短縮
武力上昇値増加
効果終了時の日輪ゲージ上昇値減尐

豊臣041 千利休 茶聖の心遣 武力上昇値減尐

豊臣042 豊臣秀次 殺生関白の威令
効果時間短縮
武力上昇値減尐
移動速度上昇値減尐

豊臣043 豊臣秀吉 刀狩の陣
計略範囲拡大
効果時間短縮
逆計時の武力上昇時間短縮

豊臣044 長束正家 珠算式滑走術
効果時間短縮(統率力依存値減尐)
移動速度上昇値増加
効果終了時の日輪ゲージ上昇値減尐

豊臣051 木下藤吉郎 豊国の采配 効果時間短縮
豊臣052 日秀 沈まぬ太陽 計略範囲縮小
豊臣061 宇喜多秀家 文武の陣 効果時間短縮(統率力依存値減尐)

豊臣064 加藤清正 帝釈天翔
効果時間短縮
武力上昇値減尐
蹄撃のダメージ減尐

豊臣065 加藤嘉明 七本槍・忠勇 効果時間短縮

豊臣066 可児才蔵 笹の首級
効果時間短縮(統率力依存値減尐)
武力上昇値増加
槍撃ダメージ減尐

豊臣068 ガラシャ 殉教の聖女
効果時間短縮
統率力上昇値減尐

豊臣069 北政所 天下人の片翼 効果時間短縮

豊臣071 黒田如水 水鏡の軍法
【三部隊以上】
効果時間短縮

豊臣072 黒田長政 八面六臂 突撃ダメージ減尐

豊臣074 小早川秀秋 人面獣心の采配
効果時間短縮
文治派のコスト合計値による移動速度上昇値減尐

豊臣075 島左近 尽忠報友 効果時間短縮
豊臣079 戸田勝成 謀才俊雄の英士 移動速度上昇値減尐

豊臣081 虎姫 美虎の剣牙
効果時間短縮
【日輪3】槍足軽をタッチした場合の敵部隊へのダメージ減尐

豊臣083 初芽 忍法悩殺の術
計略範囲縮小
効果時間短縮

豊臣086 宝泉院 女丈夫の怒弓 効果時間短縮
豊臣087 細川忠興 弔いの炎 威力減尐
豊臣094 淀の方 女王の貫禄 効果時間短縮

伊達007 鬼庭左月斎 左月斎の逆鱗

効果時間短縮
武力上昇値減尐
移動速度上昇値減尐
兵力減尐値増加

伊達012 喜多 崩撃の砲火
効果時間短縮(統率力依存値減尐)
槍が消える時間短縮

伊達021 伊達政宗 独眼竜の覇道 効果時間短縮(統率力依存値減尐)

伊達023 原田宗時 閃光の逆撃
計略範囲縮小
移動速度上昇値減尐

伊達024 愛姫 壅塞の術
計略範囲縮小
効果時間短縮

伊達030 五郎八姫 狂射の采配 射撃時の発射間隔短縮

伊達033 伊達政宗 乗崩の采配
計略範囲拡大
効果時間短縮(統率力依存値減尐)

伊達035 久保姫 吸精姫の采配 乱戦中の敵部隊の武力低下値減尐
伊達043 片倉重長 怜悧狡猾 効果時間短縮
伊達044 川島宗泰 撹乱の威嚇 効果時間短縮



伊達048 伊達政宗 覇竜の顎
効果時間短縮(統率力依存値減尐)
敵軍の士気が8以上時の武力上昇値減尐
敵軍の士気が8時に移動速度が上昇しないように

徳川001 阿茶局 快癒舞踊 翠葵点灯時の兵力回復量減尐
徳川003 井伊直政 赤鬼羅刹 効果時間短縮(統率力依存値減尐)

徳川005 石川数正 蒼葵の山津波
【二葵】
威力減尐

徳川019 築山殿 紫緋紋舞踊
紅葵点灯時の武力上昇時間短縮
蒼葵点灯時の統率力と移動速度上昇時間短縮

徳川020 徳川家康 三葵の采配 効果時間短縮
徳川026 南光坊天海 輪宝の陣 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
徳川030 本多忠勝 名槍・蜻蛉切 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
徳川035 市場姫 お転婆姫の声援 復活時間低下値減尐

徳川036 於大の方 菩薩の抱擁
効果時間短縮
復活時間低下値減尐

徳川038 服部保長 忍法・闇討ち
【二葵】
兵力低下間隔延長

徳川046 井伊直政 関ヶ原の一番槍 効果時間短縮
徳川052 熊姫 近寄るでない！ 弾き距離減尐
徳川056 徳川家康 武断の返忠 効果時間短縮(統率力依存値減尐)

徳川057 徳川秀忠 矢雤の采配
効果時間短縮
攻城ダメージ減尐

徳川059 成瀬正成　など 紅煌の構え 効果時間短縮
徳川060 本多忠勝 調律の陣 効果時間短縮(統率力依存値減尐)

徳川064 本多正信 非情の陣
効果時間短縮
兵力低下間隔延長

徳川066 松平忠吉 槍衾の采配

効果時間短縮
武力上昇値減尐
【紅煌】
武力上昇値増加

徳川068 水野勝成 翠煌の防備 武力によるダメージ軽減率減尐

徳川071 結城秀康 名槍・御手杵
武力上昇値減尐
攻城ダメージ減尐

長宗我部013 水心 天女の導き 計略範囲縮小

長宗我部015 長宗我部国親 土佐の礎
計略範囲拡大
効果時間短縮(統率力依存値減尐)

長宗我部017 長宗我部元親 鬼若子の采配
効果時間短縮(統率力依存値減尐)
城攻撃力減尐

長宗我部025 福留儀重 攻戦の陣立
計略範囲拡大
効果時間短縮(統率力依存値減尐)

長宗我部026 戸波親武 救国済民
民兵の部隊数が4部隊以上時の武力上昇値減尐
民兵の部隊数が4部隊以上時の兵力回復量減尐

長宗我部032 吉田孝頼 獄炎爆烈弾 威力減尐
長宗我部035 長宗我部兼序 崩城大噴撃 効果時間短縮

長宗我部036 長宗我部国親 飛心の采配
民兵の撤退時の復活時間低下値減尐
戦兵の攻城速度上昇値減尐

長宗我部040 桑名吉成 臨機の剛槍 「一領」のモード変化時に追加される効果時間短縮

長宗我部042 長宗我部元親 仁君の応変
計略範囲縮小
効果時間短縮
「一領」のモード変化時に追加される効果時間短縮

長宗我部043 長宗我部盛親 天賦の采配
効果時間短縮(統率力依存値減尐)
高速移動後、次に高速移動できるまでの間隔延長

長宗我部044 津野親忠 悲運の慈君 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
真田002 小山田茂誠 疾走の裏計 移動速度上昇値減尐
真田003 唐沢玄蕃　など 忍法抜足差足 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
真田008 真田昌幸 宵闇の強襲 効果時間短縮

他（東）040 太田資正 三楽斎の鬼気 突撃ダメージ減尐

他（東）046 里見義弘　など 円陣
計略範囲縮小
効果時間短縮(統率力依存値減尐)
武力上昇値増加

他（東）067 石川高信　など 陸奥の構え 効果時間調整(統率力依存値減尐)

他（東）070 氏家守棟 力萎えの漸退
計略範囲縮小
効果時間短縮
武力低下間隔短縮

他（東）076 佐竹義宣 律儀者の陣 効果終了時の最大士気上昇値減尐
他（東）083 二階堂阿南 撃滅の馬術 効果時間短縮(統率力依存値減尐)

他（東）108 太田道灌 五山無双
突撃準備中の武力上昇間隔延長
突撃準備中の移動速度上昇間隔延長



他（東）111 帰蝶 花蝶の燐粉

計略範囲縮小
兵力低下間隔短縮
兵力低下値減尐
敵部隊への効果時間短縮

他（東）116 長井規秀 蛇神の邪眼 味方部隊への効果時間短縮
他（東）119 妙印尼 大女傑の気概 効果時間短縮(統率力依存値減尐)

他（東）120 深芳野 魔性の瞳
効果時間短縮
兵力低下間隔延長

他（東）126 佐竹義重 鬼刻凱
【夕刻】
移動速度上昇値減尐

他（東）127 佐竹義宣 律儀者の刻限
効果時間短縮
効果終了時の士気上昇値減尐
効果終了時の最大士気上昇値減尐

他（東）133 最上義光 双謀の極み
効果時間短縮
計略範囲調整

他（西）016 松永久秀など 平蜘蛛の釜 威力減尐
他（西）018 三好長慶 混沌の匣 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
他（西）024 足利義昭 信長包囲網 効果時間短縮(統率力依存値減尐)

他（西）028 尼子経久 謀聖の閃き
敵部隊を自城に移動させるまでの時間延長
効果時間短縮(統率力依存値減尐)

他（西）032 伊勢龍姫 けもの道 移動速度上昇値減尐
他（西）035 宇喜多忠家 臆病者の構え 効果時間短縮(統率力依存値減尐)

他（西）047 陶晴賢 下克上
計略範囲縮小
効果時間短縮(統率力依存値減尐)

他（西）049 立花誾千代　など 戦姫の檄雷 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
他（西）050 立花道雪 雷切 威力減尐

他（西）052 鍋島直茂 生殺与奪
計略範囲縮小
効果時間短縮(統率力依存値減尐)

他（西）053 成松信勝 巨獣の構え 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
他（西）097 十河存保 名誉挽回 兵力回復量減尐
他（西）098 立花誾千代 烈女の雷声 威力減尐

他（西）099 立花宗茂 西国無双
効果時間短縮(統率力依存値減尐)
突撃が成功するごとに上昇する突撃ダメージ減尐
最大突撃ダメージ減尐

他（西）100 土居清良 烈火の采配 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
他（西）106 尼子経久 謀聖の共謀 効果時間短縮
他（西）110 大祝鶴姫 鶴の舞い 効果時間短縮

他（西）115 洞松院 鬼瓦の大局
効果時間短縮
敵部隊を撤退させた際の復活時間低下値減尐

他（西）118 戸次鑑連 雷神剣 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
他（西）129 立花宗茂 大津の包囲戦 効果時間短縮
他（西）131 鍋島直茂 狼牙の采配 効果時間短縮

SS005 武田信玄 斗怒露駆け 突撃ダメージ減尐
SS007 今川義元 果てなき遊び場 効果時間短縮
SS010 竹中半兵衛 絶望の陣 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
SS014 霧隠れのウサ ウサストライク 移動速度上昇値減尐
SS015 槍のマキダイ ジェットランス 移動速度上昇値減尐
SS022 秋山信友 破裏拳魅鬼砂 移動速度上昇値減尐

SS023 松姫 届かぬ想い
効果時間延長(統率力依存値減尐)
移動速度上昇値減尐

SS026 上杉謙信 車懸りの陣

計略範囲縮小
効果時間短縮(統率力依存値減尐)
自身の武力上昇値増加
自身の移動速度低下値減尐

SS027 鬼小島弥太郎 金剛力 移動速度上昇値減尐
SS029 今川義元 大勢力の爆進陣 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
SS030 寿桂尼 舞台・紅天女 効果時間短縮
SS036 加藤清正 子飼いの虎 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
SS040 古田織部 数奇者の心 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
SS043 大島山十郎 くノ一紅騎兵 移動速度上昇値減尐
SS047 茶々 茶々の応援 移動速度上昇値減尐
SS050 大祝鶴姫 三島明神顕現 効果時間短縮

SS054 直江兼続 雲と呼ばれた漢
効果時間延長(統率力依存値減尐)
移動速度上昇値増加

SS058 村上武吉 英雄の末裔 効果時間調整(統率力依存値減尐)

SS059 甲斐姫 ゴメンっっっ！
【日輪2～3】
弾き距離減尐

SS060 黒田官兵衛 今張良の軍法
【日輪3】
二部隊掛け時の移動速度上昇値減尐

SS066 お鍋の方 メイド道 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
SS068 今川義元 常在戦場 計略発動時の武力上昇値減尐



SS069 真柄直隆 盟約の奮戦
効果時間延長(統率力依存値減尐)
兵力回復量減尐
最大兵力回復量減尐

SS070 本願寺顕如 御仏の後光 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
SS072 五龍姫 ＤＴＯ作戦 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
SS074 石田三成 おとりよせ！ 兵力回復量減尐
SS075 大谷吉継 ただこれも仁 武力上昇値減尐
SS082 立花宗茂 鮪喰 威力減尐
SS089 織田信長 国士無双十三面 効果時間短縮

SS090 土田御前 徴税の術
計略範囲縮小
効果時間短縮

SS092 平手政秀 守役の采配 効果時間短縮
SS094 山県昌景 完璧なる合戦 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
SS095 前田慶次 天下御免 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
SS098 島津豊久 首おいてけ！ 効果時間短縮

SS099 黒田官兵衛 伝説の人鬼
【逆計】
武力低下値増加
日輪ゲージ上昇値減尐

SS100 福島正則 来光の突撃術
武力上昇値増加
計略効果終了時の士気上昇値減尐

SS101 乾局 たらい上げ 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
SS102 徳川家康 逢魔が時 武力低下値減尐

SS103 夏目吉信 和彫の愚連隊
攻城速度上昇値減尐
乱戦時の攻城速度減尐

SS113 白井局 戦乙女の光芒
計略範囲縮小
威力減尐
武力によるダメージ軽減率減尐

SS114 十市遠忠 十市の采配 効果時間短縮

宴003 柴田勝家 鬼騎の共振
騎馬隊以外のコストの合計値による移動速度上昇値減尐
最大移動速度上昇値減尐

宴005 本庄繁長 縦横無尽
効果時間短縮(統率力依存値減尐)
槍長さ上昇値減尐
最大槍長さ上昇値減尐

宴006 庵原忠胤 死闘の迅雷 効果時間短縮(統率力依存値減尐)

宴011 渡辺了 盟約の抗戦

効果時間延長(統率力依存値減尐)
武力上昇値減尐
最大武力上昇値減尐
兵力回復量減尐
最大兵力回復量減尐

宴012 坂井与四郎 毒をくらわば
効果時間短縮
味方の兵力低下値減尐
敵の兵力低下値減尐

宴014 上杉謙信 鬼外福内の陣

計略範囲縮小
効果時間短縮(統率力依存値減尐)
自身の武力上昇値増加
自身の移動速度低下値減尐

宴016 千代 賢妻の将来設計
効果時間延長(統率力依存値減尐)
移動速度上昇値減尐

宴020 果心居士 破法鼠炎 威力減尐
宴021 百地三太夫 伊賀忍の脅威 効果時間短縮
宴028 伊達政宗 竜閃覇 効果時間短縮

宴034 島津歳久 いざ白雲の末
復活時間低下値減尐
武力上昇値減尐

宴038 甲斐姫 忍の大華 威力減尐
宴040 早川殿 火牛攻め 威力減尐

宴041 土橋守重 一射一殺
効果時間短縮
威力減尐
敵部隊の移動速度低下値減尐

宴043 三の丸殿 醍醐寺の桜 武力上昇値減尐
宴045 滝川一益 月下の魔弾 効果時間短縮(統率力依存値減尐)

宴046 高坂甚内 突破の構え
効果時間延長
移動速度上昇値減尐

宴047 遠藤直経 忍法斬影剣 効果時間短縮
宴048 雑賀孫市 銃舞の極み 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
宴051 七曲殿 大筒防衛の祈り 効果時間短縮
宴053 長宗我部信親 駿才の采配 効果時間短縮
宴062 山名宗全 赤入道の采配 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
宴066 阿茶局 情熱の紅娘娘 効果時間短縮
宴071 織田信秀 猛虎の大牙 武力上昇値減尐

宴073 長尾為景 和而不同
味方に効果を移す回数減尐
味方に効果を移した時の武力上昇値増加



宴087 石田三成 傲慢なる采配 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
宴092 初 文武の橋渡し 効果時間短縮(統率力依存値減尐)
宴093 太田牛一 信長公記 効果時間短縮
宴094 北条幻庵 守護神の采配 効果時間短縮
宴099 松姫 聖誕祭の蝋燭 威力減尐
宴116 泉田重光 力萎えの威嚇 効果時間短縮
宴117 大久保長安 成金の陣 士気上昇速度減尐
宴118 武田晴信 風火陰雷 効果時間短縮
EX012 立花宗茂 西海の勇者 効果時間短縮(統率力依存値減尐)

EX020 京極竜子 日輪の命令
【日輪3】
移動速度上昇値減尐

EX023 森蘭丸 蘭丸覚醒！ 武力上昇値減尐
EX028 菊姫 焔牛の計 威力減尐
EX032 沢彦宗恩 南無三 威力減尐
EX035 立花誾千代 銀の一閃 効果時間短縮(統率力依存値減尐)

EX044 長尾景虎 聖龍降臨

効果時間短縮(統率力依存値減尐)
武力上昇値減尐
最大武力上昇値減尐
兵力回復量減尐
最大兵力回復量減尐
移動速度上昇に必要な武力減尐
移動速度上昇値減尐

EX047 初芽 折紙飛弾 効果時間短縮

EX049 前田慶次 傾奇者の天質
効果時間短縮
武力上昇値減尐

EX051 牟宇姫 猥語大作戦
計略範囲縮小
敵軍の士気が士気8未満の場合の武力低下値増加

EX055 大祝鶴姫 神子の神託 自身以外の味方の武力上昇値増加
EX057 明智光秀 麒麟児の銃弾 はじき距離増加

EX058 戸次鑑連 雷鳴斬
統率力上昇値増加
槍長さ上昇値増加


