獲得パーツ例
名前

内容

獲得条件

増加装甲Ⅱ

ジツダンダメージ-250

エネルギータンクⅡ

ＨＰ+400

クロニクルモード「ガンダム大地に立つ！！」にてドロップ

ジオングンセンヨウ、アタック＋200、スピード＋200

クロニクルモード「テキサスの攻防」にてドロップ
バトルパートナー「ギレン・ザビ」からのプレゼント

ジオン軍十字勲章

クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

試作サイコミュ

クリティカルダメージ＋7％

クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」にてドロップ

フリットのハロ

クリティカルダメージ＋５％

バトルパートナー「エミリー・アモンド」からのプレゼント

フェイズシフト装甲

ジツダンダメージ-500

クロニクルモード「閃光の刻」にてドロップ

ピンクハロⅠ

アビリティ+1UP

バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ」からのプレゼント

増加燃料タンクⅢ
増加装甲Ⅱ
ジオニック装甲
エネルギータンクⅡ
ネオ・ジオン栄誉勲章
ジオン軍十字勲章
AGEブースターⅡ

ＨＰ+450、スピード-200
ジツダンダメージ-250
ジオンセンヨウ、ＨＰ+450
ＨＰ+400
ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250
ジオングンセンヨウ、アタック＋200、スピード＋200
AGEセンヨウ、必殺+300

クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ
クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ
クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ
クロニクルモード「ガンダム大地に立つ！！」にてドロップ

試作サイコミュ
試作型ファンネル

クリティカルダメージ＋7％
アタック+300、必殺+200

クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」にてドロップ
クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ
クロニクルモード「テキサスの攻防」にてドロップ
バトルパートナー「ギレン・ザビ」からのプレゼント
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ

フリットのハロ
高出力ジェネレーターⅢ

クリティカルダメージ＋５％
アタック+350

バトルパートナー「エミリー・アモンド」からのプレゼント
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ

フェイズシフト装甲
ユリンのリボン

ジツダンダメージ-500
必殺+200、ダメージ-200

クロニクルモード「閃光の刻」にてドロップ
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ

ピンクハロⅠ
アクアモジュール

アビリティ+1UP
スイチュウ
テキセイＵＰ

バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ」からのプレゼント
クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ
ヴェイガン製アーマーⅡ

ＨＰ+450、スピード-200
ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500

クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ
クロニクルモード「ビッグリング絶対防衛線」にてドロップ

ジオニック装甲
宇宙海賊の旗
増加装甲Ⅱ
ネオ・ジオン栄誉勲章
シャア専用マスク
エネルギータンクⅡ

ジオンセンヨウ、ＨＰ+450
アタック+500、スピード-200
ジツダンダメージ-250
ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250
シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300
ＨＰ+400

クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ
クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ
クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ
クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ
クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ
クロニクルモード「ガンダム大地に立つ！！」にてドロップ

AGEブースターⅡ
ハイブリッドセンサーⅡ
ジオン軍十字勲章
試作型ファンネル
ハマーン様のバラ

AGEセンヨウ、必殺+300
アタック+200、スピード+200
ジオングンセンヨウ、アタック＋200、スピード＋200
アタック+300、必殺+200
ダメージ-200、ＨＰ+200

クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ
クロニクルモード「テキサスの攻防」にてドロップ
クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ
バトルパートナー「ギレン・ザビ」からのプレゼント
クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」にてドロップ
クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ
試作サイコミュ
アナハイム純正ＣＰＵ

アタック+350
クリティカルダメージ＋7％
ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300

ユリンのリボン
フリットのハロ
試作型サイコフレーム

必殺+200、ダメージ-200
クリティカルダメージ＋５％
クリティカルダメージ＋5％、必殺+300

クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
バトルパートナー「エミリー・アモンド」からのプレゼント
バトルパートナー「アルレット・アルマージュ」からのプレゼント

アクアモジュール
フェイズシフト装甲
マスター・アジアの腰布

スイチュウ
テキセイＵＰ
ジツダンダメージ-500
ダゲキダメージ-200、アタック+400

クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ
クロニクルモード「閃光の刻」にてドロップ
クロニクルモード「デビル包囲網を突破せよ」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ
ピンクハロⅠ
熱核ホバーエンジン

ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500
アビリティ+1UP
シンリン
テキセイUP、スピード+200

クロニクルモード「ビッグリング絶対防衛線」にてドロップ
バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ」からのプレゼント
クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

宇宙海賊の旗
増加燃料タンクⅢ
高性能コンピューター

アタック+500、スピード-200
ＨＰ+450、スピード-200
ゲキハボーナス+3

クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ
クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ
クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

シャア専用マスク
ジオニック装甲
レジェンド連邦勲章
ハイブリッドセンサーⅡ
ネオ・ジオン栄誉勲章
サンタバルーン爆弾
ハマーン様のバラ
AGEブースターⅡ

シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300
ジオンセンヨウ、ＨＰ+450
クリティカルダメージ＋8％
アタック+200、スピード+200
ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250
ダメージ-400
ダメージ-200、ＨＰ+200
AGEセンヨウ、必殺+300

クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ
クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ
バトルパートナー「マチルダ・アジャン」からのプレゼント
バトルパートナー「ヨハン・イブラヒム・レビル」からのプレゼント
クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ
クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

メガダブルタンク
アナハイム純正ＣＰＵ
試作型ファンネル
マニューバスラスターⅡ
試作型サイコフレーム
高出力ジェネレーターⅢ

ＨＰ+300、アタック+300
ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300
アタック+300、必殺+200
ウチュウテキセイUP、アタック+250
クリティカルダメージ＋5％、必殺+300
アタック+350

ユニコーン・エンブレム
マスター・アジアの腰布
ユリンのリボン
アムロのハロ
熱核ホバーエンジン
アクアモジュール
アイナの懐中時計
高性能コンピューター
ヴェイガン製アーマーⅡ

ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300
ダゲキダメージ-200、アタック+400
必殺+200、ダメージ-200
ＨＰ+300、スピード+300
シンリン
テキセイUP、スピード+200
スイチュウ
テキセイＵＰ
ダメージ-400、必コスト-1
ゲキハボーナス+3
ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500

宇宙海賊の旗
ロッドアンテナ
レジェンド連邦勲章
シャア専用マスク
クマのぬいぐるみ
サンタバルーン爆弾
ハイブリッドセンサーⅡ
メガダブルタンク
ゼロシステム
ハマーン様のバラ
マニューバスラスターⅡ
アナハイム純正ＣＰＵ
チョバムアーマー
ユニコーン・エンブレム
試作型サイコフレーム
トリィ
アムロのハロ
マスター・アジアの腰布
ジャンク屋特製装甲
アイナの懐中時計
熱核ホバーエンジン

アタック+500、スピード-200
スピード+300、必コスト-1
クリティカルダメージ＋8％
シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300
アビリティ+1UP、ＨＰ+400
ダメージ-400
アタック+200、スピード+200
ＨＰ+300、アタック+300
アタック+800、ボウギョダウン
ダメージ-200、ＨＰ+200
ウチュウテキセイUP、アタック+250
ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300
スピード-500、ボウギョアップ
ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300
クリティカルダメージ＋5％、必殺+300
アビリティ+1UP、必殺+300
ＨＰ+300、スピード+300
ダゲキダメージ-200、アタック+400
ジツダンダメージ-500、スピード+200
ダメージ-400、必コスト-1
シンリン テキセイUP、スピード+200

バナージのハロ
高性能コンピューター
ロッドアンテナ

アビリティ+1UP、必コスト-1
ゲキハボーナス+3
スピード+300、必コスト-1

レジェンド連邦勲章
クマのぬいぐるみ
マルチプルブースターⅡ

クリティカルダメージ＋8％
アビリティ+1UP、ＨＰ+400
ＨＰ+200、スピード+200

狙撃用スコープⅢ
サンタバルーン爆弾
ゼロシステム
防御用モーターⅢ
メガダブルタンク
チョバムアーマー
アナハイム製タンク
マニューバスラスターⅡ
トリィ
クルーゼのマスク
ユニコーン・エンブレム
ジャンク屋特製装甲
アシストブースターⅢ
アムロのハロ

ガンナー、アタック+500
ダメージ-400
アタック+800、ボウギョダウン
ディフェンダー、アタック+500
ＨＰ+300、アタック+300
スピード-500、ボウギョアップ
ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500
ウチュウテキセイUP、アタック+250
アビリティ+1UP、必殺+300
スピード+400、ダメージ-300
ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300
ジツダンダメージ-500、スピード+200
アシストダメージ+1000
ＨＰ+300、スピード+300

格闘強化プログラムⅢ
アイナの懐中時計
バナージのハロ
シュツルムブースター
ロッドアンテナ
マルチプルブースターⅡ
ロックオンのハロ

アタッカー、アタック+500
ダメージ-400、必コスト-1
アビリティ+1UP、必コスト-1
スピード+600、ＨＰ-300
スピード+300、必コスト-1
ＨＰ+200、スピード+200
アビリティ+1UP、ボウギョアップ

クマのぬいぐるみ
狙撃用スコープⅢ
AGEデバイス

アビリティ+1UP、ＨＰ+400
ガンナー、アタック+500
AGEセンヨウ、ALL＋250

クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ
クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
ハロルーレット景品
クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ
クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ
クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ
クロニクルモード「BEYOND
THE TIME」にてドロップ
バトルパートナー「アルレット・アルマージュ」からのプレゼント
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
クロニクルモード「メビウスの宇宙を越えて」にてドロップ
クロニクルモード「デビル包囲網を突破せよ」にてドロップ
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ
クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ
クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ
クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ
クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ
クロニクルモード「ビッグリング絶対防衛線」にてドロップ
クロニクルモード「嵐の中で輝いて」にてドロップ
クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ
バトルパートナー「マチルダ・アジャン」からのプレゼント
バトルパートナー「キキ・ロジータ」からのプレゼント
バトルパートナー「ヨハン・イブラヒム・レビル」からのプレゼント
クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ
バトルパートナー「リリーナ・ドーリアン」からのプレゼント
クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ
クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ
クロニクルモード「RHYTHM
EMOTION」にてドロップ
クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ
クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ
バトルパートナー「ドロシー・カタロニア」からのプレゼント
ハロルーレット景品
クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ
クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ
クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ
クロニクルモード「メビウスの宇宙を越えて」にてドロップ
バトルパートナー「アルレット・アルマージュ」からのプレゼント
クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ
クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ
クロニクルモード「デビル包囲網を突破せよ」にてドロップ
クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ
クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ
クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ
クロニクルモード「パラオ攻略戦」にてドロップ
クロニクルモード「嵐の中で輝いて」にてドロップ
バトルパートナー「オードリー・バーン」からのプレゼント
クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ
バトルパートナー「キキ・ロジータ」からのプレゼント
バトルパートナー「ミコット・バーチ」からのプレゼント
バトルパートナー「マチルダ・アジャン」からのプレゼント
バトルパートナー「リリーナ・ドーリアン」からのプレゼント
クロニクルモード「河を渡って木立を抜けて」にてドロップ
バトルパートナー「ヨハン・イブラヒム・レビル」からのプレゼント
クロニクルモード「RHYTHM
EMOTION」にてドロップ
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ
バトルパートナー「ドロシー・カタロニア」からのプレゼント
クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ
クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ
クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ
クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ
クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ
クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ
クロニクルモード「終末の光」にてドロップ
クロニクルモード「メビウスの宇宙を越えて」にてドロップ
クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ
クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ
クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ
クロニクルモード「パラオ攻略戦」にてドロップ
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ
バトルパートナー「オードリー・バーン」からのプレゼント
バトルパートナー「ミコット・バーチ」からのプレゼント
クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ
クロニクルモード「嵐の中で輝いて」にてドロップ
バトルパートナー「キキ・ロジータ」からのプレゼント
クロニクルモード「河を渡って木立を抜けて」にてドロップ
バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント
バトルパートナー「リリーナ・ドーリアン」からのプレゼント
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ

トリィ
アシストブースターⅢ
パワーエクステンダー
ジャンク屋特製装甲
格闘強化プログラムⅢ
肩部ブースターポッド

アビリティ+1UP、必殺+300
アシストダメージ+1000
ＨＰ+400、アタック+300
ジツダンダメージ-500、スピード+200
アタッカー、アタック+500
ウチュウテキセイUP、スピード+300

名前
シュツルムブースター
バナージのハロ
ピンクハロⅡ
ロックオンのハロ

内容
スピード+600、ＨＰ-300
アビリティ+1UP、必コスト-1
アビリティ+1UP、スピード+200
アビリティ+1UP、ボウギョアップ

AGEデバイス
マルチプルブースターⅡ
ニナの極秘ファイル
アムロのハロⅡ
狙撃用スコープⅢ
マッドーナ製プログラム
アクシズ製特殊センサー
防御用モーターⅢ
擬似ＧＮドライヴⅡ
指揮官用ブレードアンテナ
アナハイム製タンク
バイオセンサーⅢ
パワーエクステンダー
クルーゼのマスク
ＡＭＢＡＣシステムⅡ
肩部ブースターポッド
アシストブースターⅢ
ウイングユニット
格闘強化プログラムⅢ
ピンクハロⅡ
補助ブースターⅢ
シュツルムブースター
サイコ・ジャマーⅡ
ロックオンのハロ
ニナの極秘ファイル
ヴァリアブルフェイズシフト装甲
AGEデバイス
マッドーナ製プログラム
ガンプラポーチ
アムロのハロⅡ
擬似ＧＮドライヴⅡ
アクシズ製特殊センサー
セイ特製関節ユニット
バイオセンサーⅢ
指揮官用ブレードアンテナ
スーパー接着剤
ＡＭＢＡＣシステムⅡ
パワーエクステンダー
ハイパージャマー
ウイングユニット
肩部ブースターポッド
学習型コンピューターⅢ
補助ブースターⅢ
増設プロペラントタンク
ピンクハロⅡ
サイコ・ジャマーⅡ

AGEセンヨウ、ALL＋250
ＨＰ+200、スピード+200
クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
ＨＰ+300、必コスト-1
ガンナー、アタック+500
AGEセンヨウ、アタック+600
クリティカルダメージ＋5％、スピード+300
ディフェンダー、アタック+500
ラウンドＨＰ+500
ジオンセンヨウ、必殺+500
ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500
クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
ＨＰ+400、アタック+300
スピード+400、ダメージ-300
ＨＰ-350、スピード+550
ウチュウテキセイUP、スピード+300
アシストダメージ+1000
スピード+400、アタック+300
アタッカー、アタック+500
アビリティ+1UP、スピード+200
スピード+400
スピード+600、ＨＰ-300
ダメージ-350、アタック+200
アビリティ+1UP、ボウギョアップ
クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
ジツダンダメージ-500、必殺+200
AGEセンヨウ、ALL＋250
AGEセンヨウ、アタック+600
ボウギョアップ、必コスト-1
ＨＰ+300、必コスト-1
ラウンドＨＰ+500
クリティカルダメージ＋5％、スピード+300
チジョウ テキセイUP、アタック+300
クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
ジオンセンヨウ、必殺+500
ＨＰ+300、ダメージ-300
ＨＰ-350、スピード+550
ＨＰ+400、アタック+300
スピード+300、ダメージ-400
スピード+400、アタック+300
ウチュウテキセイUP、スピード+300
ゲキハボーナス+3
スピード+400
ＨＰ+500、アタック+200
アビリティ+1UP、スピード+200
ダメージ-350、アタック+200

ＧＰベース
ヴァリアブルフェイズシフト装甲
ニナの極秘ファイル
ＩフィールドユニットⅢ
ガンプラポーチ
補修用工具セット
マッドーナ製プログラム
セイ特製関節ユニット
セイ特製強化スラスター
擬似ＧＮドライヴⅡ

アビリティレベル+1、必殺+300
ジツダンダメージ-500、必殺+200
クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
ビームダメージ-700
ボウギョアップ、必コスト-1
ＨＰ+500、スピード+200
AGEセンヨウ、アタック+600
チジョウ
テキセイUP、アタック+300
スピード+400、必殺+300
ラウンドＨＰ+500
ＨＰ+300、ダメージ-300
レッドセンヨウ、スピード+500
クリティカルダメージ＋6％、必殺+400

スーパー接着剤
レッドエキスパンダーⅡ
バイオセンサーⅢ
ハイパージャマー
ガンダリウム装甲Ⅳ
ＡＭＢＡＣシステムⅡ
学習型コンピューターⅢ
サイコフレームⅡ
ウイングユニット

クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ
クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ
クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ
クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ
クロニクルモード「パラオ攻略戦」にてドロップ
獲得条件
クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ
バトルパートナー「ラクス・クライン」からのプレゼント
バトルパートナー「オードリー・バーン」からのプレゼント
バトルパートナー「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント
バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント
バトルパートナー「ミコット・バーチ」からのプレゼント
クロニクルモード「ソロモンの悪夢」にてドロップ
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
クロニクルモード「河を渡って木立を抜けて」にてドロップ
バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント
バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ
バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント
クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ
クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ
クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ
クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ
クロニクルモード「終末の光」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（１４級）
クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ
クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
バトルパートナー「ラクス・クライン」からのプレゼント
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
バトルパートナー「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント
クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ
クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ
クロニクルモード「ソロモンの悪夢」にてドロップ
バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント
バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント
クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ
バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント
バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（９級）
クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ
バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（１３級）
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（１１級）
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（１４級）
クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（１２級）
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
バトルパートナー「ラクス・クライン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（１０級）
クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ
バトルパートナー「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（６級）
クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ
クロニクルモード「ソロモンの悪夢」にてドロップ
クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ
バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント
バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（９級）
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（７級）
クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（１３級）
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（８級）
クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

スピード+300、ダメージ-400
ボウギョアップ
ＨＰ-350、スピード+550
ゲキハボーナス+3
クリティカルダメージ＋6％、必殺+500
スピード+400、アタック+300

ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（１１級）
クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（１４級）
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（１２級）
クロニクルモード「ベルトーチカ・チルドレン」にてドロップ
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

増設プロペラントタンク
ゴールド・コーティングⅡ
補助ブースターⅢ
ＧＰベース
複合装甲Ⅳ
サイコ・ジャマーⅡ

ＨＰ+500、アタック+200
ビームダメージ-400、スピード+200
スピード+400
アビリティレベル+1、必殺+300
ダメージ-350
ダメージ-350、アタック+200

ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（１０級）
クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（６級）
クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ
クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ
シュバルツの覆面
ヴァリアブルフェイズシフト装甲
補修用工具セット
脳波通信機
ガンプラポーチ
セイ特製強化スラスター
古びた写真

ビームダメージ-700
アビリティ+1UP、ＨＰ+300
ジツダンダメージ-500、必殺+200
ＨＰ+500、スピード+200
ボウギョアップ、必コスト-1
ボウギョアップ、必コスト-1
スピード+400、必殺+300
必殺+600

クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ
クロニクルモード「対決！謎の覆面ファイター」にてドロップ
クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（７級）
バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント
バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（８級）
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（９級）
クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ
セイ特製関節ユニット
ＤＧ細胞

レッドセンヨウ、スピード+500
チジョウ テキセイUP、アタック+300
ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン

クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（１３級）
クロニクルモード「希望の未来へレディ・ゴーッ！！」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ
スーパー接着剤
アイラのヘルメット

ボウギョアップ
ＨＰ+300、ダメージ-300
ウチュウテキセイUP、必コスト-1

クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（１１級）
クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

サイコフレームⅡ
ハイパージャマー
カワグチのサングラス

クリティカルダメージ＋6％、必殺+500
スピード+300、ダメージ-400
ダメージ-500

クロニクルモード「ベルトーチカ・チルドレン」にてドロップ
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ゴールド・コーティングⅡ
学習型コンピューターⅢ
ＧＮドライヴ

ビームダメージ-400、スピード+200
ゲキハボーナス+3
ラウンドアタック+300

クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（１２級）
クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

複合装甲Ⅳ
増設プロペラントタンク
モビルトレースシステムⅢ

ダメージ-350
ＨＰ+500、アタック+200
アタック+400、スピード+400

クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（１０級）
クロニクルモード「倒せ！魔神ドラゴンガンダム」にてドロップ

シュバルツの覆面
ＧＰベース
アリスタ

アビリティ+1UP、ＨＰ+300
アビリティレベル+1、必殺+300
ボウギョアップ

クロニクルモード「対決！謎の覆面ファイター」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（６級）
クロニクルモード「約束」にてドロップ

脳波通信機
ＩフィールドユニットⅢ
ビームコーティング塗料

ボウギョアップ、必コスト-1
ビームダメージ-700
ビームダメージ-500、必殺+300

バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント
クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（５級）

古びた写真
補修用工具セット
セイ特製ガンプラ装甲

必殺+600
ＨＰ+500、スピード+200
ボウギョアップ、ＨＰ+300

クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（７級）
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（４級）

ＤＧ細胞
セイ特製強化スラスター
ハイパー関節ユニット

ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン
スピード+400、必殺+300
アビリティ+1UP、スピード+350

クロニクルモード「希望の未来へレディ・ゴーッ！！」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（８級）
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（３級）

アイラのヘルメット
レッドエキスパンダーⅡ
選手権トロフィー
カワグチのサングラス
ガンダリウム装甲Ⅳ
ムーバブルフレームⅣ
ＧＮドライヴ
サイコフレームⅡ

ウチュウテキセイUP、必コスト-1
レッドセンヨウ、スピード+500
ALL＋300
ダメージ-500
ボウギョアップ
ダメージ-300、スピード+250
ラウンドアタック+300
クリティカルダメージ＋6％、必殺+500

クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ
クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ
バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（２級）
クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ

プラフスキーブースター
モビルトレースシステムⅢ
ゴールド・コーティングⅡ
ショックディフェンサーⅢ
アリスタ
複合装甲Ⅳ

スピード+400、必コスト-1
アタック+400、スピード+400
ビームダメージ-400、スピード+200
ダゲキダメージ-400、アタック+200
ボウギョアップ
ダメージ-350

大型核融合炉Ⅱ
ビームコーティング塗料
シュバルツの覆面
セシリーの花
セイ特製ガンプラ装甲
脳波通信機

ＨＰ+500、必コスト-1
ビームダメージ-500、必殺+300
アビリティ+1UP、ＨＰ+300
ウチュウテキセイUP、必殺+400
ボウギョアップ、ＨＰ+300
ボウギョアップ、必コスト-1

ハイパー関節ユニット
古びた写真
ウッソのハロ
ＤＧ細胞
選手権トロフィー
ＮＴ-Ｄシステム
アイラのヘルメット
ＧＮコンデンサー
ムーバブルフレームⅣ
カワグチのサングラス
ビームローター
プラフスキーブースター
ＧＮドライヴ
バイオコンピュータ
ショックディフェンサーⅢ
モビルトレースシステムⅢ
ザビーネの眼帯
大型核融合炉Ⅱ
アリスタ
ハイポリキャップ
セシリーの花
ビームコーティング塗料
プラフスキーフレーム
セイ特製ガンプラ装甲
ウッソのハロ
Ｖ字型ブレードアンテナ
ハイパー関節ユニット
ＮＴ-Ｄシステム
プレミアムハロ

アビリティ+1UP、スピード+350
必殺+600
アビリティ+1UP、アタック+400
ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン
ALL＋300
クリティカルダメージ＋6％、アタック+400
ウチュウテキセイUP、必コスト-1
ＨＰ+500、必殺+300
ダメージ-300、スピード+250
ダメージ-500
チジョウ テキセイUP、ダメージ-200
スピード+400、必コスト-1
ラウンドアタック+300
クリティカルダメージ＋6％、スピード+400
ダゲキダメージ-400、アタック+200
アタック+400、スピード+400
ラウンドスピード+300
ＨＰ+500、必コスト-1
ボウギョアップ
アビリティ+1UP、スピード+400
ウチュウテキセイUP、必殺+400
ビームダメージ-500、必殺+300
ボウギョアップ、必殺+400
ボウギョアップ、ＨＰ+300
アビリティ+1UP、アタック+400
ガンダムセンヨウ、ALL＋400
アビリティ+1UP、スピード+350
クリティカルダメージ＋6％、アタック+400
ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300

選手権トロフィー
ＧＮコンデンサー
フォトン・バッテリー

ALL＋300
ＨＰ+500、必殺+300
ＡＬＬ+350

ビームローター
ニュートロンジャマーキャンセラー
ムーバブルフレームⅣ
バイオコンピュータ
ＧＮバーニア
プラフスキーブースター
ザビーネの眼帯
ショックディフェンサーⅢ
PPSE社製関節ユニット
ハイポリキャップ
大型核融合炉Ⅱ
マスクの仮面
プラフスキーフレーム
セシリーの花
レッドハロ
Ｖ字型ブレードアンテナ

チジョウ
テキセイUP、ダメージ-200
必殺+300、必コスト-1
ダメージ-300、スピード+250
クリティカルダメージ＋6％、スピード+400
ダメージ-300、スピード+400
スピード+400、必コスト-1
ラウンドスピード+300
ダゲキダメージ-400、アタック+200
アタック+400、必コスト-1
アビリティ+1UP、スピード+400
ＨＰ+500、必コスト-1
アビリティ+1UP、アタック+450
ボウギョアップ、必殺+400
ウチュウテキセイUP、必殺+400
レッドセンヨウ、スピード+450
ガンダムセンヨウ、ALL＋400

ウッソのハロ
鬼の盾
プレミアムハロ

アビリティ+1UP、アタック+400
アタック+1000、ＨＰ-800
ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300

フォトン・バッテリー
ＮＴ-Ｄシステム
Ｇコントロール・ユニット
ニュートロンジャマーキャンセラー
ＧＮコンデンサー

ＡＬＬ+350
クリティカルダメージ＋6％、アタック+400
ＨＰ+350、必殺+450
必殺+300、必コスト-1
ＨＰ+500、必殺+300

クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ
クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ
クロニクルモード「ベルトーチカ・チルドレン」にてドロップ
クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ
クロニクルモード「倒せ！魔神ドラゴンガンダム」にてドロップ
クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ
クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ
クロニクルモード「約束」にてドロップ
クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ
クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（５級）
クロニクルモード「対決！謎の覆面ファイター」にてドロップ
クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（４級）
バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント
クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（３級）
クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ
バトルパートナー「シャクティ・カリン」からのプレゼント
クロニクルモード「希望の未来へレディ・ゴーッ！！」にてドロップ
バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント
クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（２級）
クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ
バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ」からのプレゼント
クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ
クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ
クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ
クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ
クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ
クロニクルモード「ETERNAL
WIND」にてドロップ
クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ
クロニクルモード「倒せ！魔神ドラゴンガンダム」にてドロップ
クロニクルモード「クロスボーン・バンガード襲来」にてドロップ
クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ
クロニクルモード「約束」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（１級）
クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（５級）
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（初段）
クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（４級）
バトルパートナー「シャクティ・カリン」からのプレゼント
バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（３級）
クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
バトルパートナー「マシタ会長&ベイカー秘書」からのプレゼント
バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント
バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ」からのプレゼント
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（２級）
クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ
クロニクルモード「暁の宇宙へ」にてドロップ
クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ
クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ
バトルパートナー「クリスティナ・シエラ」からのプレゼント
クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ
クロニクルモード「クロスボーン・バンガード襲来」にてドロップ
バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント
クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（二段）
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（１級）
クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（初段）
クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ
バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ」からのプレゼント
バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント
クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ
クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ
バトルパートナー「マシタ会長&ベイカー秘書」からのプレゼント
バトルパートナー「シャクティ・カリン」からのプレゼント
クロニクルモード「HUMAN
TOUCH」にてドロップ
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
バトルパートナー「キッド・サルサミル」からのプレゼント
クロニクルモード「暁の宇宙へ」にてドロップ
バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ」からのプレゼント

ヤジマ商事製特殊塗料
マスクの仮面
ハイポリキャップ
陽電子リフレクター
レッドハロ
プラフスキーフレーム
操縦支援AIシステム
鬼の盾
名前
Ｖ字型ブレードアンテナ
ＦＡＩＴＨ徽章
プレミアムハロ
Ｇコントロール・ユニット
ハイパーデュートリオンエンジン
フォトン・バッテリー
ナノスキン装甲
ミナト特製増加ブースター
ニュートロンジャマーキャンセラー
電磁流体誘導推進ユニット
ミナトのペンダント
ＧＮバーニア
粒子変容塗料
Ｇメタル

ビームダメージ-400、スピード+300
アビリティ+1UP、アタック+450
アビリティ+1UP、スピード+400
ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400
レッドセンヨウ、スピード+450
ボウギョアップ、必殺+400
アタックゲージスピード３ダウン
アタック+1000、ＨＰ-800
ガンダムセンヨウ、ALL＋400 内容
必コスト-2、HP-1000
ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300
ＨＰ+350、必殺+450
ラウンドアタック+350
ＡＬＬ+350
アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400
ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200
必殺+300、必コスト-1
スイチュウテキセイUP、アタック+400
アタック+800、ラウンドアタック-400
ダメージ-300、スピード+400
ビームダメージ-400、ボウギョアップ
ゲキハボーナス+5

クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（１級）
クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ
バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ」からのプレゼント
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（初段）
クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ
クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ
獲得条件
バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント
バトルパートナー「ギルバート・デュランダル」からのプレゼント
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」にてドロップ
バトルパートナー「マシタ会長&ベイカー秘書」からのプレゼント
バトルパートナー「キッド・サルサミル」からのプレゼント
クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ
クロニクルモード「戦え、友情のドリームタッグ！」にてドロップ
クロニクルモード「暁の宇宙へ」にてドロップ
クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ
クロニクルモード「心のままに」にてドロップ
バトルパートナー「クリスティナ・シエラ」からのプレゼント
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（三段）
クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ
バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント
クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ
クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（二段）
クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（四段）
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ

PPSE社製関節ユニット
ヤジマ商事製特殊塗料
フォトン装甲

アタック+400、必コスト-1
ビームダメージ-400、スピード+300
ラウンド必殺+300

陽電子リフレクター
心形流直伝関節ユニット
マスクの仮面
操縦支援AIシステム
ガンプラ改造ツール
レッドハロ

ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400
アビリティレベル+1、必殺+400
アビリティ+1UP、アタック+450
アタックゲージスピード３ダウン
ラウンドボウギョアップ
レッドセンヨウ、スピード+450

ＦＡＩＴＨ徽章
メイジン用高出力スラスター
鬼の盾
ハイパーデュートリオンエンジン
ミーアのハロ
Ｇコントロール・ユニット
ミナト特製増加ブースター
トランジェント用関節ユニット

必コスト-2、HP-1000
アビリティ+1UP、クリティカルダメージ＋5％
アタック+1000、ＨＰ-800
ラウンドアタック+350
アビリティ+2UP、ボウギョダウン
ＨＰ+350、必殺+450
ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200
アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200

ミナトのペンダント
ナノスキン装甲
レッドプチッガイ

アタック+800、ラウンドアタック-400
アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400
クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300

Ｇメタル
電磁流体誘導推進ユニット
チュチュミィ

ゲキハボーナス+5
スイチュウテキセイUP、アタック+400
ゲキハボーナス+3、必コスト-1

クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ
クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ
クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

フォトン装甲
粒子変容塗料
ヘルメスの薔薇の設計図

ラウンド必殺+300
ビームダメージ-400、ボウギョアップ
ツイカダメージ+500

クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（三段）
クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ
バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント
バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ」からのプレゼント
バトルパートナー「ギルバート・デュランダル」からのプレゼント
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（五段）
クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ
クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ
バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」にてドロップ
クロニクルモード「戦え、友情のドリームタッグ！」にてドロップ
バトルパートナー「キッド・サルサミル」からのプレゼント
クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ
クロニクルモード「心のままに」にてドロップ
クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ
クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

心形流直伝関節ユニット
ヤジマ商事製特殊塗料
Ｅカーボン装甲

アビリティレベル+1、必殺+400
ビームダメージ-400、スピード+300
ボウギョアップ、ＨＰ+200

ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（四段）
クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ
クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ガンプラ改造ツール
陽電子リフレクター
ＧＮ粒子貯蔵タンク

ラウンドボウギョアップ
ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400
ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600

バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント
クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント

メイジン用高出力スラスター
操縦支援AIシステム
改良型擬似ＧＮドライヴ

アビリティ+1UP、クリティカルダメージ＋5％
アタックゲージスピード３ダウン
ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400

ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（五段）
クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ
バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ミーアのハロ
ＦＡＩＴＨ徽章
ツインドライヴシステム

アビリティ+2UP、ボウギョダウン
必コスト-2、HP-1000
アタック+400、ラウンドアタック+200

バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント
バトルパートナー「ギルバート・デュランダル」からのプレゼント
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ

トランジェント用関節ユニット
ハイパーデュートリオンエンジン
フェルトの贈り物

アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200
ラウンドアタック+350
アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ

クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ
クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ
バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

レッドプチッガイ
ミナト特製増加ブースター
次世代型ＧＮコンデンサー

クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300
ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200
ＨＰ+400、必殺+400

クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ
クロニクルモード「戦え、友情のドリームタッグ！」にてドロップ
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ

チュチュミィ
ミナトのペンダント
ガンプラ学園支給工具セット

ゲキハボーナス+3、必コスト-1
アタック+800、ラウンドアタック-400
ＨＰ+400、アタック+400

クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ
クロニクルモード「心のままに」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（六段）

ヘルメスの薔薇の設計図
Ｇメタル
フミナ発案衝撃吸収パーツ

ツイカダメージ+500
ゲキハボーナス+5
ダメージ-700 ディフェンダーマーク

クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ
クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（七段）

Ｅカーボン装甲
フォトン装甲
アクシズの名誉勲章

ボウギョアップ、ＨＰ+200
ラウンド必殺+300
ALL+300、必殺+300

クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ
クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ
バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

ＧＮ粒子貯蔵タンク
心形流直伝関節ユニット
スメラギの戦術予報

ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
アビリティレベル+1、必殺+400
アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000

バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（四段）
バトルパートナー「スメラギ・李・ノリエガ」からのプレゼント

改良型擬似ＧＮドライヴ
ガンプラ改造ツール
ゴールドハロＥＸ

ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400
ラウンドボウギョアップ
ゼンチケイ
テキセイUP、ツイカダメージ+200

バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント
バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント
トライエイジトーナメント賞品（開催期間2017/8,9）

ツインドライヴシステム
メイジン用高出力スラスター
アクアモジュールＥＸ

アタック+400、ラウンドアタック+200
アビリティ+1UP、クリティカルダメージ＋5％
スイチュウテキセイ2UP

クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（五段）
バトルパートナー「ビアンカ・カーライル」からのプレゼント

フェルトの贈り物
ミーアのハロ
阿頼耶識接続ユニット
次世代型ＧＮコンデンサー
トランジェント用関節ユニット

アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ
アビリティ+2UP、ボウギョダウン
テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
ＨＰ+400、必殺+400
アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200

ガンプラ学園支給工具セット
レッドプチッガイ
昭弘のドッグタグ
フミナ発案衝撃吸収パーツ
チュチュミィ
アトラのブレスレット
アクシズの名誉勲章
ヘルメスの薔薇の設計図
トリィⅡ
スメラギの戦術予報
Ｅカーボン装甲
マルチロックオンシステム
ゴールドハロＥＸ
ＧＮ粒子貯蔵タンク
ネビュラ勲章
アクアモジュールＥＸ
改良型擬似ＧＮドライヴ
サイコミュ思考操縦システム
ツインドライヴシステム
ルウム戦役の勲章
阿頼耶識接続ユニット
フェルトの贈り物
脚部シールド
次世代型ＧＮコンデンサー
昭弘のドッグタグ
三日月のブレスレット
ガンプラ学園支給工具セット
アトラのブレスレット
平和の花
フミナ発案衝撃吸収パーツ
トリィⅡ
ナナイの研究素材
アクシズの名誉勲章
マルチロックオンシステム
戦争を終わらせる鍵
スメラギの戦術予報
ネビュラ勲章
ガエリオの短刀
ゴールドハロＥＸ
サイコミュ思考操縦システム
クランクの記章
アクアモジュールＥＸ
ルウム戦役の勲章
鉄華団の証
脚部シールド
阿頼耶識接続ユニット
三日月のブレスレット
スカルヘッドユニット
平和の花
昭弘のドッグタグ

ＨＰ+400、アタック+400
クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300
ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3
ダメージ-700 ディフェンダーマーク
ゲキハボーナス+3、必コスト-1
HP+300、ラウンドボウギョ+200
ALL+300、必殺+300
ツイカダメージ+500
アビリティ+1UP、必殺+450
アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000
ボウギョアップ、ＨＰ+200
クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
ゼンチケイ
テキセイUP、ツイカダメージ+200
ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
ゲキハＧパワー+3、必コスト+1
スイチュウテキセイ2UP
ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400
スピード+300、ラウンドスピード+200
アタック+400、ラウンドアタック+200
ジオンセンヨウ、ALL+400
テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ
ボウギョアップ
ＨＰ+400、必殺+400
ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3
HP+300、ラウンドアタック+300
ＨＰ+400、アタック+400
HP+300、ラウンドボウギョ+200
ダメージ-800、アタック-300
ダメージ-700 ディフェンダーマーク
アビリティ+1UP、必殺+450
クリティカルダメージ+6％、必殺+600
ALL+300、必殺+300
クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
アタック+500、必コスト-1
アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000
ゲキハＧパワー+3、必コスト+1
ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200
ゼンチケイ テキセイUP、ツイカダメージ+200
スピード+300、ラウンドスピード+200
必殺+350、必コスト-1
スイチュウテキセイ2UP
ジオンセンヨウ、ALL+400
アタック+1000、ラウンドボウギョ-300
ボウギョアップ
テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
HP+300、ラウンドアタック+300
ビームダメージ-700、アタック+600
ダメージ-800、アタック-300
ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3

イオのラジオ
ナナイの研究素材
アトラのブレスレット

アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
クリティカルダメージ+6％、必殺+600
HP+300、ラウンドボウギョ+200

戦争を終わらせる鍵
トリィⅡ
エピオンシステム
ガエリオの短刀
マルチロックオンシステム
ゼロウイングユニット

アタック+500、必コスト-1
アビリティ+1UP、必殺+450
ダゲキダメージ-500、アタック+400
ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200
クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
アタック+350、スピード+450

バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント
バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント
クロニクルモード「暗礁」にてドロップ
バトルパートナー「ビスケット・グリフォン」からのプレゼント
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ
バトルパートナー「ナディ・雪之丞・カッサパ」からのプレゼント
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（六段）
クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ
クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（七段）
クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ
バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント
バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント
クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ
クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ
バトルパートナー「スメラギ・李・ノリエガ」からのプレゼント
クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
トライエイジトーナメント賞品（開催期間2017/8,9）
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
バトルパートナー「ギルバート・デュランダル」からのプレゼント
バトルパートナー「ビアンカ・カーライル」からのプレゼント
バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント
クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
クロニクルモード「暗礁」にてドロップ
クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ
バトルパートナー「ビスケット・グリフォン」からのプレゼント
バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント
バトルパートナー「ナディ・雪之丞・カッサパ」からのプレゼント
クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（八段）
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（六段）
バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（九段）
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（七段）
クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ
バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント
バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント
バトルパートナー「スメラギ・李・ノリエガ」からのプレゼント
バトルパートナー「ギルバート・デュランダル」からのプレゼント
クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ
トライエイジトーナメント賞品（開催期間2017/8,9）
クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ
クロニクルモード「散華」にてドロップ
バトルパートナー「ビアンカ・カーライル」からのプレゼント
クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ
バトルパートナー「オルガ・イツカ」からのプレゼント
クロニクルモード「暗礁」にてドロップ
バトルパートナー「ユージン・セブンスターク」からのプレゼント
クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成
バトルパートナー「ビスケット・グリフォン」からのプレゼント
バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（八段）
バトルパートナー「ナディ・雪之丞・カッサパ」からのプレゼント
クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（九段）
クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ
クロニクルモード「交錯する宿命の果てに」特別任務達成
バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント
バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント
クロニクルモード「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成
バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント
クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ
クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

クランクの記章
ネビュラ勲章
アナハイム製大型スラスター
サイコミュ思考操縦システム
ゼロフレーム
鉄華団の証
ルウム戦役の勲章
ヒイロからの贈り物
脚部シールド
ナノラミネート特殊塗料
スカルヘッドユニット
三日月のブレスレット
バルバトス用ブレードアンテナ
イオのラジオ
平和の花
ギャラルホルンの証
ナナイの研究素材
エピオンシステム
クアンタ用ツインドライヴ
戦争を終わらせる鍵
ゼロウイングユニット

必殺+350、必コスト-1
ゲキハＧパワー+3、必コスト+1
スピード+550
スピード+300、ラウンドスピード+200
ＨＰ+500、スピード+300
アタック+1000、ラウンドボウギョ-300
ジオンセンヨウ、ALL+400
アビリティ+1UP、HP+450
ボウギョアップ
ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
ビームダメージ-700、アタック+600
HP+300、ラウンドアタック+300
テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
ダメージ-800、アタック-300
ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
クリティカルダメージ+6％、必殺+600
ダゲキダメージ-500、アタック+400
アタック+500、ラウンドアタック+200
アタック+500、必コスト-1
アタック+350、スピード+450

ダリルのラジオ
ガエリオの短刀
アナハイム製大型スラスター
ジオング専用サイコミュ
クランクの記章
ゼロフレーム

クリティカルダメージ+7％、必殺+400
ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200
スピード+550
クリティカルダメージ+8%、アタック+600
必殺+350、必コスト-1
ＨＰ+500、スピード+300

ジ・Ｏの隠し腕
ヒイロからの贈り物
鉄華団の証
フロンタルの仮面
ナノラミネート特殊塗料

アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500
アビリティ+1UP、HP+450
アタック+1000、ラウンドボウギョ-300
レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300
ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ
バルバトス用ブレードアンテナ
スカルヘッドユニット

必殺+600、必コスト-1
テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
ビームダメージ-700、アタック+600

実験用阿頼耶識ユニット
ギャラルホルンの証
イオのラジオ

ＡＬＬ+500
ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1

ゼクスの仮面
クアンタ用ツインドライヴ
エピオンシステム
ギンガナムの刀
ダリルのラジオ

ダメージ-600、必コスト-1
アタック+500、ラウンドアタック+200
ダゲキダメージ-500、アタック+400
ラウンドアタック+600
クリティカルダメージ+7％、必殺+400

クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
クロニクルモード「散華」にてドロップ
バトルパートナー「ギルバート・デュランダル」からのプレゼント
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（十段）
クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ
バトルパートナー「オルガ・イツカ」からのプレゼント
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（十一段）
バトルパートナー「ユージン・セブンスターク」からのプレゼント
クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ
バトルパートナー「リリーナ・ピースクラフト」からのプレゼント
バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント
クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（八段）
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
クロニクルモード「交錯する宿命の果てに」特別任務達成
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（九段）
クロニクルモード「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成
バトルパートナー「ラスタル・エリオン」からのプレゼント
クロニクルモード「最後の嘘」にてドロップ
バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント
クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ
クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ
バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ
クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（十段）
クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成
クロニクルモード「散華」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（十一段）
クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ
バトルパートナー「オルガ・イツカ」からのプレゼント
バトルパートナー「リリーナ・ピースクラフト」からのプレゼント
バトルパートナー「ユージン・セブンスターク」からのプレゼント
クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント
クロニクルモード「レイ」特別任務達成
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ
クロニクルモード「未来の報酬」特別任務達成
バトルパートナー「ラスタル・エリオン」からのプレゼント
クロニクルモード「交錯する宿命の果てに」特別任務達成
バトルパートナー「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント
クロニクルモード「最後の嘘」にてドロップ
クロニクルモード「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成
クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成
クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ
クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ
クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ
クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ヒイロからの贈り物
エイハブ・リアクター
レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ
ナノラミネート特殊塗料
三日月専用阿頼耶識ユニット
バルバトス用ブレードアンテナ
実験用阿頼耶識ユニット
ヴィダールの仮面
名前
ギャラルホルンの証
ゼクスの仮面
ナノラミネート特殊塗料Ⅱ

アビリティ+1UP、HP+450
ラウンド必殺+300、必コスト-1
必殺+600、必コスト-1
ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
ＡＬＬ+500
アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300
内容
ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
ダメージ-600、必コスト-1
ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ

イオのラジオ
ギンガナムの刀
ミノフスキードライブ
クアンタ用ツインドライヴ
超越者の証
ハマーンの髪飾り
ダリルのラジオ
エピオンシステム

アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
ラウンドアタック+600
ラウンドスピード+500
アタック+500、ラウンドアタック+200
ダメージ-1000
アビリティ+1ＵＰ、アタック+600
クリティカルダメージ+7％、必殺+400
ダゲキダメージ-500、アタック+400

バトルパートナー「リリーナ・ピースクラフト」からのプレゼント
クロニクルモード「新しい血」にてドロップ
クロニクルモード「レイ」特別任務達成
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
クロニクルモード「未来の報酬」特別任務達成
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
バトルパートナー「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント
クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ
獲得条件
バトルパートナー「ラスタル・エリオン」からのプレゼント
クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成
クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ
クロニクルモード「最後の嘘」にてドロップ
クロニクルモード「交錯する宿命の果てに」特別任務達成
クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ
クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ
クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ
クロニクルモード「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成
クロニクルモード「究極ッ！トライエイジ神拳！」特別任務達成
クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成
クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ
クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

モンターク商会特製装甲
ドラグーンシステム制御ユニット
ジオング専用サイコミュ
ゼロウイングユニット
修復用ナノマシン
Ｂ３グフ・スパイクアーマー
ジ・Ｏの隠し腕
アナハイム製大型スラスター
エイハブ・リアクター
キャスバルのエンブレム
フロンタルの仮面
ゼロフレーム

ダゲキダメージ-700、ボウギョアップ
クリティカルダメージ+10%
クリティカルダメージ+8%、アタック+600
アタック+350、スピード+450
ラウンドＨＰ+300、ダメージ-400
ＨＰ+600、アタック+600
アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500
スピード+550
ラウンド必殺+300、必コスト-1
ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700
レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300
ＨＰ+500、スピード+300

ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（十二段）
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（十三段）
クロニクルモード「震える山」特別任務達成
クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（十段）
クロニクルモード「新しい血」にてドロップ
クロニクルモード「BEYOND
THE TIME」特別任務達成
クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（十一段）

三日月専用阿頼耶識ユニット
レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ
ヒイロからの贈り物
フラッシュシステム
ヴィダールの仮面
ナノラミネート特殊塗料
実験用阿頼耶識ユニット
Iフィールドジェネレーター
ナノラミネート特殊塗料Ⅱ
バルバトス用ブレードアンテナ
シノのお気に入りカラー塗料
ミノフスキードライブ
ゼクスの仮面
ギャラルホルンの証
PS装甲材フレーム
ハマーンの髪飾り
ギンガナムの刀
フェイスシールド
ドラグーンシステム制御ユニット
超越者の証
クアンタ用ツインドライヴ

テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
必殺+600、必コスト-1
アビリティ+1UP、HP+450
必殺+1000、必コスト+1
アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300
ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
ＡＬＬ+500
ビームダメージ-1000
ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ
テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
ジツダンダメージ-1000
ラウンドスピード+500
ダメージ-600、必コスト-1
ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
ボウギョアップ、必コスト-1
アビリティ+1ＵＰ、アタック+600
ラウンドアタック+600
ボウギョアップ、ＨＰ+400
クリティカルダメージ+10%
ダメージ-1000
アタック+500、ラウンドアタック+200

クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
クロニクルモード「君達は希望の星だ」特別任務達成
クロニクルモード「レイ」特別任務達成
バトルパートナー「リリーナ・ピースクラフト」からのプレゼント
バトルパートナー「キッド・サルサミル」からのプレゼント
クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
クロニクルモード「未来の報酬」特別任務達成
クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成
クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ
バトルパートナー「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（十四段）
クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ
クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成
バトルパートナー「ラスタル・エリオン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（十五段）
クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成
クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ
クロニクルモード「最後の嘘」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ
Ｂ３グフ・スパイクアーマー
モンターク商会特製装甲
ダリルのラジオ
偽装用サブリアクター
キャスバルのエンブレム
修復用ナノマシン
ジオング専用サイコミュ

ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300
ＨＰ+600、アタック+600
ダゲキダメージ-700、ボウギョアップ
クリティカルダメージ+7％、必殺+400
ＨＰ+600、必殺+600
ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700
ラウンドＨＰ+300、ダメージ-400
クリティカルダメージ+8%、アタック+600

ＭＡ流用パーツ
エイハブ・リアクター
ジ・Ｏの隠し腕
フラッシュシステム
雷電号用カラー塗料
三日月専用阿頼耶識ユニット
フロンタルの仮面
Iフィールドジェネレーター
小型融合炉
ヴィダールの仮面
レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ
シノのお気に入りカラー塗料
エリオン家の紋章
ナノラミネート特殊塗料Ⅱ
実験用阿頼耶識ユニット
PS装甲材フレーム
ワッパのオートコンパス
ミノフスキードライブ
フェイスシールド
ゼクスの仮面
バエル・ソード
ハマーンの髪飾り

アタック+600、スピード+600
ラウンド必殺+300、必コスト-1
アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500
必殺+1000、必コスト+1
ジツダンダメージ-600、必コスト-1
テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300
ビームダメージ-1000
スピード+600、必コスト-1
アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300
必殺+600、必コスト-1
ジツダンダメージ-1000
ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+7％
ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ
ＡＬＬ+500
ボウギョアップ、必コスト-1
必殺-1000、必コスト-3
ラウンドスピード+500
ボウギョアップ、ＨＰ+400
ダメージ-600、必コスト-1
ギャラルホルンセンヨウ、ＡＬＬ+400
アビリティ+1ＵＰ、アタック+600

ジュリア宇宙用レッグパーツ
ギンガナムの刀
昭弘似のぬいぐるみ
ドラグーンシステム制御ユニット
偽装用サブリアクター
超越者の証
サブレッグ
Ｂ３グフ・スパイクアーマー

ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300
ラウンドアタック+600
必殺+1500、ジツダンダメージ+500
クリティカルダメージ+10%
ＨＰ+600、必殺+600
ダメージ-1000
スイチュウ
テキセイＵＰ、スピード+500
ＨＰ+600、アタック+600

クロニクルモード「誰が為」にてドロップ
クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成
クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成
クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ
クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ
クロニクルモード「燃ゆる太陽に照らされて」にてドロップ
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ
クロニクルモード「究極ッ！トライエイジ神拳！」特別任務達成
クロニクルモード「サンダーボルト作戦、始動！」にてドロップ
クロニクルモード「震える山」特別任務達成

ＭＡ流用パーツ
モンターク商会特製装甲
強化核融合炉
キャスバルのエンブレム
雷電号用カラー塗料
修復用ナノマシン
改良型サイコフレーム
フラッシュシステム
小型融合炉
エイハブ・リアクター
ウッソのハロⅡ

アタック+600、スピード+600
ダゲキダメージ-700、ボウギョアップ
ガンダム系に必コスト-2、ＨＰ+300
ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700
ジツダンダメージ-600、必コスト-1
ラウンドＨＰ+300、ダメージ-400
クリティカルダメージ+5％、ラウンド必殺+300
必殺+1000、必コスト+1
スピード+600、必コスト-1
ラウンド必殺+300、必コスト-1
アビリティ+1ＵＰ、必殺+600

クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（十二段）
ハロルーレット景品
クロニクルモード「BEYOND
THE TIME」特別任務達成
クロニクルモード「燃ゆる太陽に照らされて」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（十三段）
ハロルーレット景品
クロニクルモード「君達は希望の星だ」特別任務達成
クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成
バトルパートナー「キッド・サルサミル」からのプレゼント
クロニクルモード「新しい血」にてドロップ
ハロルーレット景品

クロニクルモード「誰が為」にてドロップ
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
クロニクルモード「究極ッ！トライエイジ神拳！」特別任務達成
クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ
クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ
クロニクルモード「震える山」特別任務達成
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（十二段）
クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ
クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ
クロニクルモード「BEYOND
THE TIME」特別任務達成
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（十三段）
クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成
クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ
クロニクルモード「新しい血」にてドロップ
クロニクルモード「君達は希望の星だ」特別任務達成
クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ
バトルパートナー「キッド・サルサミル」からのプレゼント
クロニクルモード「燃ゆる太陽に照らされて」にてドロップ
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成
クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成
クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成
クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ
クロニクルモード「レイ」特別任務達成
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（十四段）
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（十六段）
クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ
クロニクルモード「未来の報酬」特別任務達成
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（十五段）
バトルパートナー「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（十七段）
クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

エリオン家の紋章
Iフィールドジェネレーター
三日月専用阿頼耶識ユニット
バーニィからのビデオレター

ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+7％
ビームダメージ-1000
テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
ゲキハボーナス+5、必コスト-1

ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（十六段）
クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ハロルーレット景品

ワッパのオートコンパス
シノのお気に入りカラー塗料
ヴィダールの仮面
暁のブレスレット

必殺-1000、必コスト-3
ジツダンダメージ-1000
アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300
ＨＰ+400、ラウンドＨＰ+300

ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（十七段）
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（十四段）
クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ
トライエイジトーナメント賞品（開催期間2017/7）

バエル・ソード
PS装甲材フレーム
ナノラミネート特殊塗料Ⅱ

ギャラルホルンセンヨウ、ＡＬＬ+400
ボウギョアップ、必コスト-1
ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ

クロニクルモード「誰が為」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（十五段）
クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

昭弘似のぬいぐるみ
フェイスシールド
ミノフスキードライブ

必殺+1500、ジツダンダメージ+500
ボウギョアップ、ＨＰ+400
ラウンドスピード+500

クロニクルモード「燃ゆる太陽に照らされて」にてドロップ
クロニクルモード「誰が為」にてドロップ
クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

サブレッグ
ジュリア宇宙用レッグパーツ
ハマーンの髪飾り

スイチュウ
テキセイＵＰ、スピード+500
ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300
アビリティ+1ＵＰ、アタック+600

クロニクルモード「サンダーボルト作戦、始動！」にてドロップ
クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ
クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

強化核融合炉
偽装用サブリアクター
ドラグーンシステム制御ユニット

ガンダム系に必コスト-2、ＨＰ+300
ＨＰ+600、必殺+600
クリティカルダメージ+10%

ハロルーレット景品
クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成

改良型サイコフレーム
ＭＡ流用パーツ
Ｂ３グフ・スパイクアーマー

クリティカルダメージ+5％、ラウンド必殺+300
アタック+600、スピード+600
ＨＰ+600、アタック+600

ハロルーレット景品
クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ
クロニクルモード「震える山」特別任務達成

ウッソのハロⅡ
雷電号用カラー塗料
キャスバルのエンブレム

アビリティ+1ＵＰ、必殺+600
ジツダンダメージ-600、必コスト-1
ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700

ハロルーレット景品
クロニクルモード「燃ゆる太陽に照らされて」にてドロップ
クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

バーニィからのビデオレター
小型融合炉
フラッシュシステム
暁のブレスレット
エリオン家の紋章
Iフィールドジェネレーター
ワッパのオートコンパス

ゲキハボーナス+5、必コスト-1
スピード+600、必コスト-1
必殺+1000、必コスト+1
ＨＰ+400、ラウンドＨＰ+300
ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+7％
ビームダメージ-1000
必殺-1000、必コスト-3

ハロルーレット景品
クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成
クロニクルモード「君達は希望の星だ」特別任務達成
バトルパートナー「キッド・サルサミル」からのプレゼント
トライエイジトーナメント賞品（開催期間2017/7）
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（十六段）
クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（十七段）

シノのお気に入りカラー塗料
バエル・ソード
PS装甲材フレーム
昭弘似のぬいぐるみ

ジツダンダメージ-1000
ギャラルホルンセンヨウ、ＡＬＬ+400
ボウギョアップ、必コスト-1
必殺+1500、ジツダンダメージ+500

ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（十四段）
クロニクルモード「誰が為」にてドロップ
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（十五段）
クロニクルモード「燃ゆる太陽に照らされて」にてドロップ

フェイスシールド
サブレッグ
ジュリア宇宙用レッグパーツ
強化核融合炉

ボウギョアップ、ＨＰ+400
スイチュウ
テキセイＵＰ、スピード+500
ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300
ガンダム系に必コスト-2、ＨＰ+300

クロニクルモード「誰が為」にてドロップ
クロニクルモード「サンダーボルト作戦、始動！」にてドロップ
クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ
ハロルーレット景品

偽装用サブリアクター
改良型サイコフレーム
ＭＡ流用パーツ
ウッソのハロⅡ

ＨＰ+600、必殺+600
クリティカルダメージ+5％、ラウンド必殺+300
アタック+600、スピード+600
アビリティ+1ＵＰ、必殺+600
ジツダンダメージ-600、必コスト-1
ゲキハボーナス+5、必コスト-1

クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ
ハロルーレット景品
クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ
ハロルーレット景品

雷電号用カラー塗料
バーニィからのビデオレター
小型融合炉
暁のブレスレット
エリオン家の紋章

スピード+600、必コスト-1
ＨＰ+400、ラウンドＨＰ+300
ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+7％

ワッパのオートコンパス

必殺-1000、必コスト-3

クロニクルモード「燃ゆる太陽に照らされて」にてドロップ
ハロルーレット景品
クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成
トライエイジトーナメント賞品（開催期間2017/7）
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（十六段）
ネットワークマッチングモードクラスアップ特典（十七段）

バエル・ソード

ギャラルホルンセンヨウ、ＡＬＬ+400

クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

昭弘似のぬいぐるみ

必殺+1500、ジツダンダメージ+500

クロニクルモード「燃ゆる太陽に照らされて」にてドロップ
クロニクルモード「サンダーボルト作戦、始動！」にてドロップ

サブレッグ

スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500

強化核融合炉

ガンダム系に必コスト-2、ＨＰ+300

ハロルーレット景品

改良型サイコフレーム

クリティカルダメージ+5％、ラウンド必殺+300

ハロルーレット景品

ウッソのハロⅡ

アビリティ+1ＵＰ、必殺+600

ハロルーレット景品

バーニィからのビデオレター

ゲキハボーナス+5、必コスト-1

ハロルーレット景品

暁のブレスレット

ＨＰ+400、ラウンドＨＰ+300

トライエイジトーナメント賞品（開催期間2017/7）

高性能コンピューターⅡ

アタックゲージスピード３ダウン、ゲキハＧパワー+3

ハロルーレット景品

テム・レイの回路

ALL-300、しかし･･･？

ハロルーレット景品

ミノフスキークラフトⅣ

チジョウ テキセイＵＰ、ＨＰ+500

ハロルーレット景品

リアクティブアーマー

ＨＰ+1000、スピード-500

ハロルーレット景品

