
ヒストリーオブ
トライエイジ
キャンペーン

ヒストリーオブ
トライエイジ
キャンペーン

全5種ぜん しゅ

全5種ぜん しゅ

アルパダブルゼータがたさんりょう よう きせん よう きせん

し よう ダブルゼータ ニュー

■EB2-004（M）
ケンプファー

■EB2-005（M）
ZZ ガンダム

フルアーマーZZ ガンダム

■EB2-007（C）
ジェガン

■EB2-008（M）
ゲルググ（シャア専用機）

サザビー

■EB2-009（C）
ヤクト・ドーガ（ギュネイ専用機）

■EB2-010（C）
α・アジール

■EB2-011（C）
ユニコーンガンダム（デストロイモード）

ユニコーンガンダム（デストロイ・アンチェインド）

■EB2-012（C）
デルタプラス

バンシィ・ノルン（ユニコーンモード）

■EB2-002（C）
ズゴック（量産型）

■EB2-001（R）
ジム

ジム（ゴールドコーティング仕様）

■EB2-022（M）
ユニオンフラッグ

■EB2-025（M）
ガンダム AGE-1 フラット
ガンダム AGE-1 グランサ

■EB2-026（M）
ガンダム・ダンタリオン（パーフェクトカウル）

■EB2-027（C）
アトラスガンダム

ら トライエイジ し ようツーせつジー ピーワンエイジ

ワンエイジ

■EB2-028（C）
モモカプル

■EB2-029（R）
ガンダム GP- 羅刹

■EB2-030（M）
ジュピターヴガンダム

■EB2-031（M）
モビルドールメイ

■EB2-033（R）
サタニクスガンダム

■EB2-038（C）
ガンダムトライゼータ

フルアーマー ビー エフ ドライ エイジ ワンダブルアール
■EB2-037（C）

フルバースト・サイコ・ガンダム
■EB2-039（C）

クィン・マンサ・セプテット
■EB2-041（C）

ガンダムゴッドマスター
■EB2-040（C）
ディガンマ・アジール

■EB2-042（R）
FA ユニコーンガンダム・プラン B

■EB2-043（C）
ガンダム F91RR

■EB2-044（R）
ガンダムドライオンⅢ

■EB2-045（M）
ガンダム（トライエイジカラー）

■EB2-046（R）
ガンダム AGE-1（トライエイジカラー）

■EB2-047（C）
ミハイル・カミンスキー

■EB2-048（C）
ガルシア

■EB2-049（C）
ジュドー・アーシタ

■EB2-050（M）
アムロ・レイ

■EB2-051（C）
シャア・アズナブル

■EB2-052（C）
クェス・パラヤ

■EB2-053（C）
バナージ・リンクス

■EB2-054（C）
リディ・マーセナス

■EB2-055（M）
ヒイロ・ユイ

■EB2-056（P）
デュオ・マックスウェル

■EB2-057（M）
カトル・ラバーバ・ウィナー

■EB2-058（P）
張五飛

■EB2-059（P）
トレーズ・クシュリナーダ

■EB2-060（R）
レディ・アン

■EB2-061（R）
ゼクス・マーキス

■EB2-062（C）
アウル・ニーダ

■EB2-063（R）
ハワード・メイスン

■EB2-064（R）
ダリル・ダッジ

■EB2-065（M）
キオ・アスノ

■EB2-066（R）
フリット・アスノ

■EB2-067（R）
イオ・フレミング

■EB2-069（P）
ヒロト＆フレディ

■EB2-070（M）
カザミ

■EB2-071（R）
メイ

■EB2-072（M）
クジョウ・キョウヤ

■EB2-020（C）
ガンダムエピオン

■EB2-018（C）
リーオー

■EB2-013（C）
V2 ガンダム

■EB2-014（P）
ウイングガンダム

ウイングガンダムゼロ

■EB2-016（P）
ガンダムサンドロック改

ブイ ツー かい ツー
■EB2-017（P）
シェンロンガンダム
アルトロンガンダム

■EB2-023（R）
ユニオンフラッグ

■EB2-021（C）
アビスガンダム

■EB2-019（P）
トールギスⅡ

■EB2-024（R）
ガンダムアストレア

■EB2-015（P）
ガンダムデスサイズ

ガンダムデスサイズヘル

■EB2-032（P）
コアガンダムⅡ

サタニクスガンダム

■EB2-034（P）
ガンダムイージスナイト

■EB2-035（P）
ガンダムTRYAGE マグナム

■EB2-036（R）
ビグ・ザム（アクシズ仕様）

■EB2-087（ANNIV.）
ガンダム AGE-FX バースト

■EB2-088（ANNIV.）
ガンダムダブルオースカイ

■EB2-086（ANNIV.）
トールギスⅢ

■EB2-006（P）
ガンダム
νガンダム

■EB2-068（M）
リク

■EB2-076（M）
リリーナ・ピースクラフト

■EB2-073（C）
クロスボーン・ガンダム X1改

■EB2-074（P）
ガンダムヘビーアームズ改

■EB2-075（R）
エクスヴァルキランダー

■EB2-077（C）
ドクター J

■EB2-078（P）
サラ

■EB2-079（R）
ムカイ・ヒナタ

■EB2-089（SEC）
エクストリームガンダム エクセリア

スリー エイジ エフエックス

■EB2-003（C）
ハイゴッグ

■EB2-090（P）
セシア・アウェア

■EB2-081（CP）
G- セルフ（大気圏パック）
（ゴールド仕様）

■EB2-082（CP）
ガンダム・バルバトス
（ゴールド仕様）

■EB2-084（CP）
ガンダム AGEⅡマグナム
（ゴールド仕様）

■EB2-083（CP）
ガンダムダブルオーダイバーエース

（ゴールド仕様）

■EB2-080（CP）
トライバーニングガンダム
（ゴールド仕様）

ジェイかいかいエックスワン

チャン ウー フェイ

エイジ

ようしようしようし

ツーたいジー き

ようしようし

けん
■EB2-085（CP）
トライエイジガンダム

9thゴールデン
アニバーサリー
キャンペーン

9thゴールデン
アニバーサリー
キャンペーン

9thゴールデン
アニバーサリー
キャンペーン

全1種ぜん しゅ

全1種ぜん しゅ

全5種ぜん しゅ

全1種ぜん しゅ

アルパダブルゼータがたさんりょう よう きせん よう きせん

し よう ダブルゼータ ニュー
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ズゴック（量産型）
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アトラスガンダム

ら トライエイジ し ようツーせつジー ピーワンエイジ

ワンエイジ

■EB2-028（C）
モモカプル

■EB2-029（R）
ガンダム GP- 羅刹

■EB2-030（M）
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フルバースト・サイコ・ガンダム
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■EB2-041（C）
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■EB2-044（R）
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■EB2-045（M）
ガンダム（トライエイジカラー）

■EB2-046（R）
ガンダム AGE-1（トライエイジカラー）

■EB2-047（C）
ミハイル・カミンスキー

■EB2-048（C）
ガルシア

■EB2-049（C）
ジュドー・アーシタ

■EB2-050（M）
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■EB2-051（C）
シャア・アズナブル

■EB2-052（C）
クェス・パラヤ

■EB2-053（C）
バナージ・リンクス

■EB2-054（C）
リディ・マーセナス

■EB2-055（M）
ヒイロ・ユイ

■EB2-056（P）
デュオ・マックスウェル

■EB2-057（M）
カトル・ラバーバ・ウィナー

■EB2-058（P）
張五飛

■EB2-059（P）
トレーズ・クシュリナーダ

■EB2-060（R）
レディ・アン

■EB2-061（R）
ゼクス・マーキス

■EB2-062（C）
アウル・ニーダ

■EB2-063（R）
ハワード・メイスン

■EB2-064（R）
ダリル・ダッジ

■EB2-065（M）
キオ・アスノ

■EB2-066（R）
フリット・アスノ

■EB2-067（R）
イオ・フレミング

■EB2-069（P）
ヒロト＆フレディ

■EB2-070（M）
カザミ
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V2 ガンダム
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ウイングガンダムゼロ

■EB2-016（P）
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ブイ ツー かい ツー
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ユニオンフラッグ

■EB2-021（C）
アビスガンダム
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■EB2-089（SEC）
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G- セルフ（大気圏パック）
（ゴールド仕様）
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チャン ウー フェイ

エイジ

ようしようしようし

ツーたいジー き

ようしようし

けん
■EB2-085（CP）
トライエイジガンダム

http://www.gundam-try.comhttp://www.gundam-try.comガンダムトライエイジの最新情報は
さい しん じょう ほう

ガンダムトライエイジの最新情報はガンダムトライエイジの最新情報はガンダムトライエイジの最新情報は
さい しん じょう ほう

ガンダムトライエイジ 検 索
けん さく

検 索
けん さく

をチェック！をチェック！©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS ©創通・サンライズ・テレビ東京　©BANDAI©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS ©創通・サンライズ・テレビ東京　©BANDAI

1人プレイ1回
100円（税込）

かいひとり

えん ぜい こみ

1回につき1枚
必ずカードが出てきます。

まいかい

でかなら

モビルスーツカード56種／パイロットカード27種／イグニッションカード3種／ブーストカード4種 （全 90種）
しゅしゅしゅしゅしゅしゅ しゅしゅ

ぜんぜん しゅ

コモン （C）：30枚　　レア （R）：18枚　　マスターレア （M）：16枚　　パーフェクトレア（P）：16枚

キャンペーン（CP）：6枚　　アニバーサリーレア（ANNIV.）：3枚　　シークレット （SEC）：1枚

コモン （C）：30枚　　レア （R）：18枚　　マスターレア （M）：16枚　　パーフェクトレア（P）：16枚

キャンペーン（CP）：6枚　　アニバーサリーレア（ANNIV.）：3枚　　シークレット （SEC）：1枚
まい まいまい

まいまいまいまい


