
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 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ



名前 内容 獲得条件

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ



名前 内容 獲得条件

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ



名前 内容 獲得条件

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ



名前 内容 獲得条件

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ



名前 内容 獲得条件

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ



名前 内容 獲得条件

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ



名前 内容 獲得条件

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

増加装甲Ⅱ ジツダンダメージ-250 クロニクルモード「セイとレイジ」にてドロップ

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

ジオン軍十字勲章 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

AGEブースターⅠ AGEセンヨウ、必殺＋200 ネットワークマッチングモード「ＣⅠ」ランクアップ報酬

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

ジオニック製センサー アビリティ1、クリティカルダメージ+7% オペレーションモード「運命の前夜」にてドロップ

増加燃料タンクⅢ ＨＰ+450、スピード-200 クロニクルモード「密林のガンダム」にてドロップ

ジオニック装甲 ジオンセンヨウ、ＨＰ+450 クロニクルモード「信頼への限界時間」にてドロップ

ネオ・ジオン栄誉勲章 ジオンセンヨウ、アタック+250、スピード+250 クロニクルモード「ラプラスの亡霊」にてドロップ

AGEブースターⅡ AGEセンヨウ、必殺+300
クロニクルモード「魔少年」にてドロップ
オペレーションモード「Ｘラウンダー」にてドロップ

試作型ファンネル アタック+300、必殺+200 クロニクルモード「戦士、再び・・・」にてドロップ

高出力ジェネレーターⅢ アタック+350
クロニクルモード「戦場までは何マイル？」にてドロップ
オペレーションモード「チャンピオンを夢見て」にてドロップ

ユリンのリボン 必殺+200、ダメージ-200
クロニクルモード「悲しみの閃光」にてドロップ
オペレーションモード「無邪気な悪意」にてドロップ

アクアモジュール スイチュウ テキセイＵＰ クロニクルモード「ジャブローに散る！」にてドロップ

ヴェイガン製アーマーⅡ ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+500 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

宇宙海賊の旗 アタック+500、スピード-200 クロニクルモード「長き旅の終わり」にてドロップ

シャア専用マスク シャアセンヨウ、必殺+300、スピード+300 クロニクルモード「光る宇宙」にてドロップ

ハイブリッドセンサーⅡ アタック+200、スピード+200 クロニクルモード「怒れる瞳」にてドロップ

ハマーン様のバラ ダメージ-200、ＨＰ+200 クロニクルモード「始動！ダブル・ゼータ」にてドロップ

アナハイム純正ＣＰＵ ガンダムセンヨウ、アタック+300、スピード+300 クロニクルモード「ロンメルの顔」にてドロップ

試作型サイコフレーム クリティカルダメージ＋5％、必殺+300 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

マスター・アジアの腰布 ダゲキダメージ-200、アタック+400 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

熱核ホバーエンジン シンリン テキセイUP、スピード+200 クロニクルモード「迫撃！トリプル・ドム」にてドロップ

高性能コンピューター ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「黒獅子、再び」にてドロップ

レジェンド連邦勲章 クリティカルダメージ＋8％
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

サンタバルーン爆弾 ダメージ-400 クロニクルモード「ポケットの中の戦争」にてドロップ

メガダブルタンク ＨＰ+300、アタック+300 クロニクルモード「バイブレーション」にてドロップ

マニューバスラスターⅡ ウチュウテキセイUP、アタック+250 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」にてドロップ

ユニコーン・エンブレム ガンダムセンヨウ、アタック+350、必殺+300 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

アムロのハロ ＨＰ+300、スピード+300 クロニクルモード「めぐりあい宇宙」にてドロップ

アイナの懐中時計 ダメージ-400、必コスト-1 クロニクルモード「熱砂戦線」にてドロップ

ロッドアンテナ スピード+300、必コスト-1
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

クマのぬいぐるみ アビリティ+1UP、ＨＰ+400 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

ゼロシステム アタック+800、ボウギョダウン
クロニクルモード「RHYTHM EMOTION」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

チョバムアーマー スピード-500、ボウギョアップ クロニクルモード「いつか空に届いて」にてドロップ

トリィ アビリティ+1UP、必殺+300 クロニクルモード「終わらない明日へ」にてドロップ

ジャンク屋特製装甲 ジツダンダメージ-500、スピード+200 クロニクルモード「集結！ジャンク屋組合！」にてドロップ

バナージのハロ アビリティ+1UP、必コスト-1
クロニクルモード「パラオ攻略戦」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

サイコフレーム クリティカルダメージ＋6％、必殺+400 オペレーションマスターモード「シャア・アズナブルの再来」にてドロップ

クラフトマンツール アビリティ+1UP、アタック+300 ネットワークマッチングモード「ＢⅢ」ランクアップ報酬

マルチプルブースターⅡ ＨＰ+200、スピード+200 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

狙撃用スコープⅢ ガンナー、アタック+500
クロニクルモード「銃爪はお前が引け」にてドロップ
オペレーションモード「宇宙海賊あらわる！」にてドロップ

防御用モーターⅢ ディフェンダー、アタック+500 クロニクルモード「シャングリラの少年」にてドロップ

アナハイム製タンク ガンダムセンヨウ、ＨＰ+500 クロニクルモード「駆け抜ける嵐」にてドロップ

クルーゼのマスク スピード+400、ダメージ-300 クロニクルモード「終末の光」にてドロップ

アシストブースターⅢ アシストダメージ+1000 クロニクルモード「作戦は一刻を争う！」にてドロップ

格闘強化プログラムⅢ アタッカー、アタック+500
クロニクルモード「ジャブローの風」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅠ」ランクアップ報酬

シュツルムブースター スピード+600、ＨＰ-300 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」にてドロップ

ロックオンのハロ アビリティ+1UP、ボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

AGEデバイス AGEセンヨウ、ALL＋250
クロニクルモード「激戦の日」にてドロップ
オペレーションモード「決死の共同戦線」にてドロップ
オペレーションモード「ガンダムの性能」にてドロップ

アムロのハロⅡ ＨＰ+300、必コスト-1 バトルパートナー「フラウ・ボゥ」からのプレゼント

アクシズ製特殊センサー クリティカルダメージ＋5％、スピード+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

指揮官用ブレードアンテナ ジオンセンヨウ、必殺+500 クロニクルモード「大気圏突入」にてドロップ

パワーエクステンダー ＨＰ+400、アタック+300 クロニクルモード「蒼天の剣」にてドロップ

肩部ブースターポッド ウチュウテキセイUP、スピード+300 クロニクルモード「策謀の宙域」にてドロップ

ピンクハロⅡ アビリティ+1UP、スピード+200
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「ラクス・クライン（Destiny）」からのプレゼント

ニナの極秘ファイル クリティカルダメージ＋7％、スピード+300
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「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

マッドーナ製プログラム AGEセンヨウ、アタック+600 クロニクルモード「アセムの旅立ち」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴⅡ ラウンドＨＰ+500 クロニクルモード「終わりなき詩」にてドロップ

バイオセンサーⅢ クリティカルダメージ＋6％、必殺+400
クロニクルモード「星の鼓動は愛」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」の第三勢力撃破でドロップ

ウイングユニット スピード+400、アタック+300
クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ
オペレーションモード「コロニーから来た少年」にてドロップ

補助ブースターⅢ スピード+400
クロニクルモード「ジブラルタル攻防」にてドロップ
オペレーションモード「初心者狩りのドージ」にてドロップ

サイコ・ジャマーⅡ ダメージ-350、アタック+200 クロニクルモード「宇宙と地球と」にてドロップ

ヴァリアブルフェイズシフト装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+200 クロニクルモード「残る命散る命」にてドロップ

騎士の証 必コスト-1、必殺+300 オペレーションマスターモード「真の闇の力」にてドロップ

ガンプラポーチ ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「コデラ・マサミ」からのプレゼント

セイ特製関節ユニット チジョウ テキセイUP、アタック+300 オペレーションモード「イオリ模型店の常連さん」にてドロップ

スーパー接着剤 ＨＰ+300、ダメージ-300 オペレーションモード「女子選抜チーム」にてドロップ

ハイパージャマー スピード+300、ダメージ-400 クロニクルモード「流血へのシナリオ」にてドロップ

ＧＰベース アビリティレベル+1、必殺+300 オペレーションモード「ライバル連合Ⅰ」にてドロップ

ＩフィールドユニットⅢ ビームダメージ-700 クロニクルモード「恐怖！機動ビグ・ザム」にてドロップ

補修用工具セット ＨＰ+500、スピード+200 ネットワークマッチングモード「ＤⅢ」ランクアップ報酬

ステルス性塗料 ボウギョアップ、必殺+200 オペレーションモード「サバイバルミッション」にてドロップ

レッドエキスパンダーⅡ レッドセンヨウ、スピード+500 クロニクルモード「赤い彗星」にてドロップ

ガンダリウム装甲Ⅳ ボウギョアップ
クロニクルモード「戦略衛星を叩け」にてドロップ
オペレーションモード「静かなる軌道」にてドロップ

サイコフレームⅡ クリティカルダメージ＋6％、必殺+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

ゴールド・コーティングⅡ ビームダメージ-400、スピード+200 クロニクルモード「忘れられた過去」にてドロップ

複合装甲Ⅳ ダメージ-350 クロニクルモード「ユニコーンの日」にてドロップ

シュバルツの覆面 アビリティ+1UP、ＨＰ+300
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
オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」の第三勢力「ガ
ンダムシュピーゲル」撃破でドロップ

脳波通信機 ボウギョアップ、必コスト-1 バトルパートナー「カロッゾ・ロナ」からのプレゼント

古びた写真 必殺+600 クロニクルモード「勝利者たちの挽歌」にてドロップ

ＤＧ細胞 ラウンドＨＰ+800、ボウギョダウン 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

アイラのヘルメット ウチュウテキセイUP、必コスト-1 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

カワグチのサングラス ダメージ-500 クロニクルモード「ダークマター」にてドロップ

ＧＮドライヴ ラウンドアタック+300 クロニクルモード「再会と離別と」にてドロップ

モビルトレースシステムⅢ アタック+400、スピード+400 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

ガンプラ付録スラスター ＨＰ+400、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＡⅡ」ランクアップ報酬

アリスタ ボウギョアップ クロニクルモード「約束」にてドロップ

ハイパー関節ユニット アビリティ+1UP、スピード+350 ネットワークマッチングモード「ＥⅡ」ランクアップ報酬

選手権トロフィー ALL＋300 バトルパートナー「イオリ・リン子」からのプレゼント

ムーバブルフレームⅣ ダメージ-300、スピード+250 クロニクルモード「黒いガンダム」にてドロップ

プラフスキーブースター スピード+400、必コスト-1 クロニクルモード「ディスチャージ」にてドロップ

ショックディフェンサーⅢ ダゲキダメージ-400、アタック+200 クロニクルモード「逆襲への布石」にてドロップ

大型核融合炉Ⅱ ＨＰ+500、必コスト-1 クロニクルモード「放たれし敵意」にてドロップ

セシリーの花 ウチュウテキセイUP、必殺+400 クロニクルモード「建国、コスモ・バビロニア」にてドロップ

ウッソのハロ アビリティ+1UP、アタック+400
クロニクルモード「天使の輪の上で」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

ＮＴ-Ｄシステム クリティカルダメージ＋6％、アタック+400

クロニクルモード「黒いユニコーン」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」の第三勢力「バンシィ・ノルン（覚
醒）」を撃破でドロップ

ＧＮコンデンサー ＨＰ+500、必殺+300 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

ビームローター チジョウ テキセイUP、ダメージ-200 クロニクルモード「戦士のかがやき」にてドロップ

バイオコンピュータ クリティカルダメージ＋6％、スピード+400 クロニクルモード「ETERNAL WIND」にてドロップ

ザビーネの眼帯 ラウンドスピード+300 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

ハイポリキャップ アビリティ+1UP、スピード+400 ネットワークマッチングモード「ＣⅢ」ランクアップ報酬

Ｖ字型ブレードアンテナ ガンダムセンヨウ、ALL＋400 バトルパートナー「ニナ・パープルトン」からのプレゼント

プレミアムハロ ラウンドアタック+300、ラウンド必殺+300 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

フォトン・バッテリー ＡＬＬ+350
クロニクルモード「テリトリィ脱出」にてドロップ
オペレーションモード「眩きフルドレス」の第三勢力撃破でドロップ

ニュートロンジャマーキャンセラー 必殺+300、必コスト-1
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「ムルタ・アズラエル」からのプレゼント

ＧＮバーニア ダメージ-300、スピード+400 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

PPSE社製関節ユニット アタック+400、必コスト-1 バトルパートナー「アラン・アダムス」からのプレゼント

ガンプラ製作ツール ＨＰ+300、スピード+300
オペレーションモード「コンビネーションバトル！」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「ＦⅡ」ランクアップ報酬

ユウマ特製狙撃用スコープ クリティカルダメージ+7%、アタック+400
オペレーションモード「ライバル連合Ⅱ」の第三勢力「ライトニングガンダ
ム」撃破でドロップ

マスクの仮面 アビリティ+1UP、アタック+450
クロニクルモード「マスク部隊の強襲」にてドロップ
オペレーションモード「クンタラの魂」にてドロップ

レッドハロ レッドセンヨウ、スピード+450 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

鬼の盾 アタック+1000、ＨＰ-800 クロニクルモード「ロワイヤル」にてドロップ

Ｇコントロール・ユニット ＨＰ+350、必殺+450
クロニクルモード「HUMAN TOUCH」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

ナノスキン装甲 アビリティ+1UP、ラウンドＨＰ+400 クロニクルモード「夜中の夜明け」にてドロップ

電磁流体誘導推進ユニット スイチュウテキセイUP、アタック+400 クロニクルモード「重力の井戸の底で」にてドロップ

超硬度接着剤 クリティカルダメージ+6％、必殺+500
バトルパートナー「ナナセ・ナナミ」からのプレゼント
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」にてドロップ

ヤジマ商事製特殊塗料 ビームダメージ-400、スピード+300 クロニクルモード「ファイナル・バースト」にてドロップ

陽電子リフレクター ビームダメージ-400、ジツダンダメージ-400 クロニクルモード「明けない夜」にてドロップ

操縦支援AIシステム アタックゲージスピード３ダウン クロニクルモード「5thルナの戦い」にてドロップ

ＦＡＩＴＨ徽章 必コスト-2、HP-1000 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

ステラのペンダント ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「炎に染まる街」にてドロップ

８（ハチ） スピード+400、必殺+400 バトルパートナー「山吹樹里」からのプレゼント

ハイパーデュートリオンエンジン ラウンドアタック+350 クロニクルモード「新しき旗」にてドロップ

ミナト特製増加ブースター ラウンドアタック+200、ラウンドスピード+200 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

ミナトのペンダント アタック+800、ラウンドアタック-400 クロニクルモード「心のままに」にてドロップ

Ｇメタル ゲキハボーナス+5 クロニクルモード「キャピタル・タワー占拠」にてドロップ

フォトン装甲 ラウンド必殺+300 クロニクルモード「謎のモビルスーツ」にてドロップ

ガンプラ改造ツール ラウンドボウギョアップ
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「ＥⅢ」ランクアップ報酬

ミーアのハロ アビリティ+2UP、ボウギョダウン バトルパートナー「ミーア・キャンベル」からのプレゼント

トランジェント用関節ユニット アビリティ+1UP、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」にてドロップ

レッドプチッガイ クリティカルダメージ+6％、ダメージ-300 クロニクルモード「ガン☆コレ」にてドロップ

チュチュミィ ゲキハボーナス+3、必コスト-1 クロニクルモード「大地に立つ」にてドロップ

ヘルメスの薔薇の設計図 ツイカダメージ+500 クロニクルモード「フレームのある宇宙」にてドロップ

Ｅカーボン装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+200 クロニクルモード「ソレスタルビーイング」にてドロップ

ＧＮ粒子貯蔵タンク ＧＮドライヴセンヨウ、スピード+600
バトルパートナー「王留美」からのプレゼント
オペレーションモード「仇」にてドロップ

改良型擬似ＧＮドライヴ ＨＰ+200、ラウンドＨＰ+400 バトルパートナー「カティ・マネキン」からのプレゼント

ツインドライヴシステム アタック+400、ラウンドアタック+200
クロニクルモード「リターン・ザ・ワールド」にてドロップ
バトルパートナー「アニュー・リターナー」からのプレゼント
オペレーションモード「世界の歪み」にてドロップ

フェルトの贈り物 アビリティレベル+1、ラウンドボウギョアップ バトルパートナー「フェルト・グレイス」からのプレゼント

次世代型ＧＮコンデンサー ＨＰ+400、必殺+400
クロニクルモード「革新の扉」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX1」ランクアップ報酬

大型ＧＮバーニア ダメージ-400、スピード+400 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

高圧縮フォトン・バッテリー ALL+400、必コスト+1 バトルパートナー「バララ・ペオール」からのプレゼント

アクシズの名誉勲章 ALL+300、必殺+300 バトルパートナー「ミネバ・ラオ・ザビ」からのプレゼント

スメラギの戦術予報 アビリティ+1UP、アシストダメージ+1000 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

アクアモジュールＥＸ スイチュウテキセイ2UP 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

阿頼耶識接続ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+500、スピード+500
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
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

昭弘のドッグタグ ゲキハＧパワー+2、ゲキハボーナス+3 クロニクルモード「明日からの手紙」にてドロップ

アトラのブレスレット HP+300、ラウンドボウギョ+200 バトルパートナー「アトラ・ミクスタ」からのプレゼント

トリィⅡ アビリティ+1UP、必殺+450 クロニクルモード「黄金の意志」にてドロップ

マルチロックオンシステム クリティカルダメージ+5％、ツイカダメージ+300
クロニクルモード「最後の力」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX2」ランクアップ報酬

ネビュラ勲章 ゲキハＧパワー+3、必コスト+1 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

サイコミュ思考操縦システム スピード+300、ラウンドスピード+200 クロニクルモード「ホンコン・シティ」にてドロップ

ルウム戦役の勲章 ジオンセンヨウ、ALL+400 クロニクルモード「過去を捨てた戦士達！」にてドロップ

脚部シールド ボウギョアップ クロニクルモード「死線を越えて」特別任務達成

ナナイの研究素材 クリティカルダメージ+6％、必殺+600 バトルパートナー「ナナイ・ミゲル」からのプレゼント

戦争を終わらせる鍵 アタック+500、必コスト-1 バトルパートナー「フレイ・アルスター」からのプレゼント

偽りの仮面 ゲキハボーナス+2、ボウギョアップ オペレーションマスターモード「野望への一歩」にてドロップ

ガエリオの短刀 ラウンドアタック+200、ラウンド必殺+200 クロニクルモード「クーデリアの決意」にてドロップ

クランクの記章 必殺+350、必コスト-1 クロニクルモード「散華」にてドロップ

鉄華団の証 アタック+1000、ラウンドボウギョ-300

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「ユージン・セブンスターク」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
オペレーションモード「モビルスーツ操縦訓練」にてドロップ

スカルヘッドユニット ビームダメージ-700、アタック+600 クロニクルモード「蒼き翼」にてドロップ

イオのラジオ アビリティ+1UP、ゲキハＧパワー+1
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「サンダーボルト作戦、始動！」特別任務達成

エピオンシステム ダゲキダメージ-500、アタック+400 クロニクルモード「最後の勝利者」にてドロップ

ゼロウイングユニット アタック+350、スピード+450
クロニクルモード「恐るべきシステム！」にてドロップ
バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ゼロフレーム ＨＰ+500、スピード+300 バトルパートナー「ドクターＪ」からのプレゼント

ヒイロからの贈り物 アビリティ+1UP、HP+450 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

ナノラミネート特殊塗料 ジツダンダメージ-300、ボウギョアップ
クロニクルモード「鉄と血と」にてドロップ
オペレーションモード「勝ちたい証」にてドロップ

バルバトス用ブレードアンテナ テッカダンセンヨウ、ＡＬＬ+400
クロニクルモード「鉄華団」にてドロップ
オペレーションマスターモード「再起動」にてドロップ
オペレーションモード「華々しく散る」の第三勢力を撃破でドロップ

チタニュウム合金装甲 ＨＰ+1100
オペレーションモード「戦い続ける兵士たち」にてドロップ
オペレーションモード「因縁」にてドロップ

ギャラルホルンの証 ＨＰ+1200、ラウンドスピード-400
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
オペレーションモード「華々しく散る」にてドロップ

クアンタ用ツインドライヴ アタック+500、ラウンドアタック+200 クロニクルモード「先駆者の目覚め」にてドロップ

ダリルのラジオ クリティカルダメージ+7％、必殺+400 クロニクルモード「禁忌の力」にてドロップ

ジオング専用サイコミュ クリティカルダメージ+8%、アタック+600 クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」特別任務達成

ジ・Ｏの隠し腕 アビリティ+1ＵＰ、ツイカダメージ+500 クロニクルモード「宇宙を駆ける」にてドロップ

フロンタルの仮面 レッドセンヨウ、必コスト-2、スピード+300 クロニクルモード「虹の彼方に」特別任務達成

レジェンド用Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ 必殺+600、必コスト-1 クロニクルモード「レイ」特別任務達成

実験用阿頼耶識ユニット ＡＬＬ+500
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「ヤマジン・トーカ」からのプレゼント

ゼクスの仮面 ダメージ-600、必コスト-1 クロニクルモード「最後の勝利者」特別任務達成

ギンガナムの刀 ラウンドアタック+600 クロニクルモード「月光蝶」にてドロップ

超越者の証 ダメージ-1000 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

アナハイム製ジェネレーター 必殺+400、ラウンド必殺+200 オペレーションマスターモード「逆襲のシャア」にてドロップ

アナハイム製高出力センサー アビリティ+1ＵＰ、クリティカルダメージ+6％ オペレーションモード「虹色の光」にてドロップ

イエローハロ ゲキハＧパワー+4 バトルパートナー「ミレイナ・ヴァスティ（劇場版）」からのプレゼント

エイハブ・リアクター ラウンド必殺+300、必コスト-1 クロニクルモード「新しい血」にてドロップ

三日月専用阿頼耶識ユニット テッカダンセンヨウ、アタック+700、スピード+700
クロニクルモード「天使を狩る者」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX6」ランクアップ報酬

ヴィダールの仮面 アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

ナノラミネート特殊塗料Ⅱ ジツダンダメージ-500、ボウギョアップ クロニクルモード「出世の引き金」にてドロップ

ミノフスキードライブ ラウンドスピード+500 クロニクルモード「天使の輪の上で」にてドロップ

ハマーンの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、アタック+600 クロニクルモード「戦士、再び・・・」特別任務達成

ドラグーンシステム制御ユニット クリティカルダメージ+10%
クロニクルモード「終末の光」特別任務達成
オペレーションモード「三隻同盟」の第三勢力「プロヴィデンスガンダム」撃
破でドロップ

Ｂ３グフ・スパイクアーマー ＨＰ+600、アタック+600 クロニクルモード「震える山」特別任務達成

キャスバルのエンブレム ジオンセンヨウ、アタック+700、必殺技+700 クロニクルモード「BEYOND THE TIME」特別任務達成

フラッシュシステム 必殺+1000、必コスト+1
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

Iフィールドジェネレーター ビームダメージ-1000 クロニクルモード「強襲、阻止限界点」特別任務達成

PS装甲材フレーム ボウギョアップ、必コスト-1 オペレーションモード「四機のガンダム現る！！」にてドロップ

フェイスシールド ボウギョアップ、ＨＰ+400 クロニクルモード「誰が為」にてドロップ

ジュリア宇宙用レッグパーツ ウチュウテキセイＵＰ、ラウンドスピード+300 クロニクルモード「これが最後なら」にてドロップ

偽装用サブリアクター ＨＰ+600、必殺+600 クロニクルモード「ヴィダール立つ」にてドロップ

ＭＡ流用パーツ アタック+600、スピード+600 クロニクルモード「彼等の居場所」にてドロップ

雷電号用カラー塗料 ジツダンダメージ-600、必コスト-1 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

ＤＧ細胞Ⅱ ラウンドＨＰ+800 バトルパートナー「ウルベ・イシカワ」からのプレゼント

バエル用エイハブ・リアクター ギャラルホルンセンヨウ、必コスト-2、アタック+300 オペレーションマスターモード「ガエリオ・ボードウィン」にてドロップ

小型融合炉 スピード+600、必コスト-1 クロニクルモード「始動、赤い彗星」特別任務達成

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

ＧＮドライヴⅡ ラウンドアタック+300、必殺+400
オペレーションモード「イノベイドの野望」にてドロップ
バトルパートナー「ミーナ・カーマイン」からのプレゼント
ネットワークマッチングモード「ＢⅠ」ランクアップ報酬

サブレッグ スイチュウ テキセイＵＰ、スピード+500 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

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 オペレーションモード「赤い彗星の再来」にてドロップ

アルトロンシールド ダゲキダメージ-1000 ネットワークマッチングモード「ＢⅡ」ランクアップ報酬

スーパーバーニア アタックゲージスピード３アップ、スピード+1000
オペレーションモード「過ぎ去りし流星」にてドロップ
オペレーションモード「ライトニング・バロン」にてドロップ

ヒイロからの手紙 アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+2 オペレーションモード「ゼロシステム」にてドロップ

ＧＮフィールド発生器 ダメージ-1000、必コスト+3 オペレーションモード「ELSの脅威」にてドロップ

大容量ＧＮコンデンサー ＨＰ+800、必殺+400
オペレーションモード「量子の表と裏で」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」の第三勢力「ガンダムヴァーチェ」
撃破でドロップ

ＧＮソード アタッカー、アタック+1000
オペレーションモード「矛盾した存在」にてドロップ
バトルパートナー「イアン＆リンダ・ヴァスティ」からのプレゼント

ＰＳ用追加バッテリーパック ＨＰ+600、カイシＧパワー+2 ネットワークマッチングモード「EX3」ランクアップ報酬

ルージュ用カスタムＯＳ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハボーナス+10
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「ストライクルー
ジュ」を撃破で獲得

空力防盾 ダメージ-600、ボウギョアップ ネットワークマッチングモード「ＡⅢ」ランクアップ報酬

モビルトレースシステムⅣ アタック+450、スピード+400 オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」にてドロップ

バーサーカーシステム 必殺コスト-2、ＨＰ-600 ネットワークマッチングモード「EX4」ランクアップ報酬

ビクトル・エンジン ディフェンダー、必殺+1000 オペレーションモード「倒せ！突撃ボルトガンダム」にてドロップ

バスターバインダー アタック+400、スピード+250 オペレーションモード「対決！ユッキーの最高傑作」にてドロップ

Fファンネル アタック+400、必殺+500 オペレーションモード「GBNエキシビジョンマッチ」にてドロップ

X2用A.B.Cマント ビームダメージ-1500、ＨＰ+450
オペレーションモード「宇宙海賊の精鋭たち」にてドロップ
オペレーションモード「木星帝国のザビーネ」にてドロップ

ムラマサ・ブラスター アタック+900、スピード-300 オペレーションモード「決戦！木星帝国」にてドロップ

シャア専用マスク【ORIGIN】 シャアセンヨウ、必殺+500、スピード+300 オペレーションモード「激突！ルウム会戦」にてドロップ

ブレイクランナー スピード+800、ＨＰ-500 オペレーションモード「タイガーウルフの教え」にてドロップ

シャフリヤールの工具 ＡＬＬ+400 オペレーションモード「最高峰ビルダー見参！」にてドロップ

GNダイバーソード アタッカー、アタック+1100 オペレーションモード「新たなる力」にてドロップ

ドラゴンハング ラウンドアタック+400、必殺+400
オペレーションモード「黒衣の死神」にてドロップ
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「アルトロンガンダム」撃
破でドロップ

MS用ピエロの仮面 ガンナー、スピード+1100 オペレーションモード「永遠への回帰」にてドロップ

大出力ジェネレーター 必殺+1500、スピード+300
オペレーションモード「呪われし秘宝」にてドロップ
オペレーションモード「空中換装」にてドロップ

インファイト装甲 ダゲキダメージ-1100 ネットワークマッチングモード「ＥⅠ」ランクアップ報酬

リク特製のGNコンデンサー ＨＰ+800、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＣⅡ」ランクアップ報酬

ハイパー接着剤 ＨＰ+700、スピード+500
ネットワークマッチングモード「ＤⅡ」ランクアップ報酬
バトルパートナー「ヒナタ」からのプレゼント

シャフリ改良GNドライヴ ラウンドアタック+300、必殺+500 ネットワークマッチングモード「ＤⅠ」ランクアップ報酬

ヴェイガン製アーマーIII ヴェイガンセンヨウ、ＨＰ+550 オペレーションモード「ドージの武者修行」にてドロップ

プチカプル スイチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「フリーバトル！」にてドロップ

GBN ダイバーギア アビリティ+1ＵＰ、ＡＬＬ+200

オペレーションモード「上位ランカー集結」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「マスダイバー」にてドロップ
オペレーションモード「一つ目の襲撃」にてドロップ

リク改良装甲 ラウンドスピード+350,ボウギョアップ オペレーションモード「有志連合」にてドロップ

サラのペンダント ダメージ-500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「フォース戦」にてドロップ
バトルパートナー「サラ」からのプレゼント
オペレーションモード「ゆずれない戦い」にてドロップ

Ｅカーボン装甲II ボウギョアップ、ＨＰ+400
オペレーションモード「武力介入開始」にてドロップ
オペレーションモード「空の介入者」にてドロップ

ハイネ専用機カラー ウチュウ テキセイＵＰ、ボウギョアップ オペレーションモード「ザフトのザク」にてドロップ

デスティニーガンダム用OS ガンダムセンヨウ、必コスト-2、ボウギョアップ
オペレーションモード「二対の翼」にてドロップ
オペレーションモード「メサイア攻防戦」にてドロップ

光の翼（ハイネ専用機） 必殺+1500, ボウギョダウン オペレーションモード「FAITHの誇り」にてドロップ

ガンダリウム装甲V ボウギョアップ オペレーションモード「七人目の狩人」にてドロップ

ミノフスキー・スラスターI スピード+350、必殺+300 オペレーションモード「メーティス」にてドロップ

フェネクス装甲 ラウンドＨＰ+500、スピード+500
オペレーションモード「不死鳥の鳥篭」にてドロップ
バトルパートナー「リタ・ベルナル」からのプレゼント

AMBACユニット ウチュウ テキセイＵＰ、スピード＋300
オペレーションモード「四枚羽根の脅威」にてドロップ
オペレーションモード「戦争のはじまり」にてドロップ

La＋プログラム 必コスト＋3、しかし…?
オペレーションモード「一角獣と海の亡霊」にてドロップ
オペレーションモード「RX-0［N］」の第三勢力「ユニコーンガンダム（Ｄ）」撃
破でドロップ

I・A・S ラウンド必殺+300、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「もう1つのNT-D」にてドロップ

ガンダリウム合金装甲 ボウギョアップ、ＨＰ+700
オペレーションマスターモード「二機のガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「NT-D起動」にてドロップ

フル・フロンタルのヘルメット ゲキハボーナス+7、スピード＋500
オペレーションモード「刻の流れ」にてドロップ
オペレーションモード「人の総意の器」にてドロップ

キュベレイ専用サイコミュ スピード+400、ラウンドスピード+300 オペレーションモード「黒いキュベレイ」にてドロップ

増設エンジンユニット スピード+1300、ボウギョダウン オペレーションモード「砂漠のガンダム・チーム」にてドロップ

熱核融合炉 スピード+800, アタック＋500 オペレーションモード「プルとプルツー」にてドロップ

スカイドライヴユニット ゼンチケイ テキセイＵＰ、スピード＋400 ネットワークマッチングモード「ＳⅡ」ランクアップ報酬

水中性能適用塗料 スイチュウ テキセイＵＰ、ダゲキダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＡⅠ」ランクアップ報酬

ユッキ―のガンプラポーチ ラウンドＨＰ+500、ビームダメージ-500 ネットワークマッチングモード「ＳⅢ」ランクアップ報酬

騎士の証（偽） 必コスト-1、カイシＧパワー+1 オペレーションマスターモード「闇の魔王」にてドロップ

武者頑駄無の兜 ゲキハＧパワー+2、必殺+600 オペレーションマスターモード「武芸を極めし者」にてドロップ

ミサイルランチャー ラウンドアタック＋300、クリティカルダメージ+5% オペレーションマスターモード「歴戦の勇者」にてドロップ

キマリスのエイハブ・リアクター ラウンドアタック+250、必コスト-1 オペレーションマスターモード「ギャラルホルンの象徴」にてドロップ

通信強化ブレードアンテナ アビリティ+1ＵＰ、ラウンドアタック+150 オペレーションマスターモード「迫るシャアの恐怖」にてドロップ

クィン・マンサ専用サイコミュ クリティカルダメージ+7％、必殺+700 オペレーションマスターモード「怒りと苛立ち」にてドロップ

サザビー・ファンネル 必殺＋600、アタック+600 オペレーションマスターモード「人の心の光」にてドロップ

シャンブロ搭載サイコフレーム ビームダメージ-1200、アタック+500 オペレーションマスターモード「海の亡霊」にてドロップ

AVALONのフォースエンブレム ゲキハボーナス+5、クリティカルダメージ+10％ ネットワークマッチングモード「ＳⅠ」ランクアップ報酬

デスアーミーの破片（小） シンリンテキセイ2ＵＰ、アタック+300 オペレーションモード「防衛ミッション」にてドロップ

GNドライヴ［Τ］ ラウンドアタック+500、スピード-500 オペレーションモード「トリニティ」にてドロップ

GNファング ゲキハＧパワー+3、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「プリミティブな衝動」にてドロップ

ガンダニュウム合金装甲II ＨＰ+1200 オペレーションモード「砂嵐の中で」にてドロップ

アースリィ装甲 ゼンチケイ テキセイＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「換装！アースリィガンダム」にてドロップ

ジャスティスナイトの証 クリティカルダメージ+7％、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「防衛ミッション」の第三勢力「ガンダムジャスティスナ
イト」撃破でドロップ

モードチェンジ用パーツ ラウンドＨＰ+500、カイシＧパワー+1
オペレーションモード「討伐ミッション」の第三勢力「ヴァルキランダー」撃破
でドロップ

トランジェント用関節ユニット改 ラウンド必殺+300、ラウンドボウギョ+200 オペレーションモード「ライバル連合Ⅱで」にてドロップ

セイ特製強化スラスター改 スピード+400、必殺+500 オペレーションモード「ガンプラの進化」にてドロップ

全国大会優勝トロフィー クリティカルダメージ+5％、ＡＬＬ+300 オペレーションモード「トライ・ファイターズ」にてドロップ

Ｇ.Ｕ.Ｎ.Ｄ.Ａ.Ｍ.ＯＳ ガンダムセンヨウ、チジョウ テキセイＵＰ、必コスト-1 オペレーションモード「戦火の大地」にてドロップ

トランスフェイズ装甲 ジツダンダメージ-500、必殺+400 オペレーションモード「ブーステッドマン」にてドロップ

イーゲルシュテルンの弾丸 必殺+700、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「強化インプラントStage4」にてドロップ

ミョルニル クリティカルダメージ+8％、ツイカダメージ+200 オペレーションモード「強化インプラントStage3」にてドロップ

トリィⅢ アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-500 オペレーションモード「三隻同盟」にてドロップ

レアメタルハイブリッド多層材 ＨＰ+700、スピード+700 オペレーションモード「破れ！マシンガンパンチ」にてドロップ

DG細胞Ⅲ ラウンドＨＰ+500、必殺+500 オペレーションモード「地球の危機！デビルガンダム」にてドロップ

真・ドモンの日本刀 アタック+600、ツイカダメージ+500 オペレーションモード「最終決戦！すべてを越えて行け！」にてドロップ

武者凱の兜 ゲキハＧパワー+2、スピード+700 オペレーションモード「ベアッガイクエスト」にてドロップ

シバ改造ナイトロシステム アタック+1000、ＨＰ-500 オペレーションモード「裁きの時」にてドロップ

改良Fファンネル アタック+500、ラウンド必殺+400 オペレーションモード「世界を守るための剣」にてドロップ

エピオンウイングユニットⅡ ゼンチケイ テキセイＵＰ、必コスト-1
オペレーションモード「ゼロシステム」の第三勢力「ガンダムエピオン」撃破
でドロップ

シュバルツの覆面（スペア） アビリティ+2ＵＰ、カイシＧパワー+3
オペレーションモード「蹴散らせ！手強いライバル」の第三勢力「ガンダム
シュピーゲル」撃破でドロップ

オーガ加工装甲 ＨＰ+700、ラウンドアタック+300
オペレーションモード「ゆずれない戦い」の第三勢力「ガンダム試作2号機」
撃破でドロップ

破れたマント クリティカルダメージ+5％、ラウンドアタック+500 オペレーションモード「プラウドでの遭遇」にてドロップ

GNドライヴⅢ ラウンドアタック+500、必殺+300
オペレーションモード「意義と意味」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX5」ランクアップ報酬

VPS装甲（青） ジツダンダメージ-700、アタック+700 オペレーションモード「衝撃のガンダム」にてドロップ

ウィザード制御プログラム アビリティ+2ＵＰ、ゲキハボーナス+5 オペレーションモード「捕獲任務」にてドロップ

記憶改竄装置 ラウンドアタック+400、必殺ダメージ-500 オペレーションモード「エクステンデッド」にてドロップ

ロングライフル改造パーツ ガンナー、アタック+700、スピード+500
オペレーションモード「ドラゴンの片鱗」の第三勢力「ガンダムゼルト
ザーム」撃破でドロップ

ナノマシン剤 アタック+1500、ボウギョダウン オペレーションモード「仇」の第三勢力「レグナント」撃破でドロップ

ヴェイガン製エンジン ヴェイガンセンヨウ、スピード+700
オペレーションモード「無邪気な悪意」の第三勢力「ゼダス」撃破で
ドロップ

リディのペンダント 必殺+500、カイシＧパワー+2
オペレーションモード「海からの侵攻」の第三勢力「デルタプラス」撃破で
ドロップ

ミーティア制御プログラム ウチュウ テキセイ2ＵＰ、ゲキハＧパワー+3
オペレーションモード「メサイア攻防戦」の第三勢力「インフィニットジャス
ティスガンダム」撃破でドロップ

ダインスレイヴ ツイカダメージ+1000、スピード-2000 オペレーションモード「最後の一撃」にてドロップ

ダブル・ヒート・サーベル アタッカー、HP+500、アタック+700 オペレーションモード「ジオンの騎士」にてドロップ

クロスボーン・バンガードの紋章 ウチュウ テキセイＵＰ、ラウンド必殺+500 オペレーションモード「海賊のモビルスーツ」にてドロップ

アイーダの髪飾り アビリティ+1ＵＰ、ダメージ-800 オペレーションモード「眩きフルドレス」にてドロップ

シアの工具セット ＡＬＬ+300、カイシＧパワー+2 オペレーションモード「ソレスタルスフィア」にてドロップ

平和の花 ダメージ-800、アタック-300 バトルパートナー「マイヤ」からのプレゼント

エピオンシステム【ＥＷ】 アタック+1000、必殺+1000 ハロショップで獲得

ＥＬＳ 必殺コスト-2、カイシＧパワー+2 ハロショップで獲得

ピンクハロ＆トリィ カイシＧパワー+5 ハロショップで獲得

MSバトルシミュレーター ゲキハボーナス+15
オペレーションモード「壮絶！トリプルガンダム」にてドロップ
オペレーションモード「装甲越しの再会」にてドロップ
ハロショップで獲得

ルナ・チタニウム装甲 ガンダムセンヨウ、ボウギョアップ、ゼンチケイ テキセイＵＰ
オペレーションマスターモード「ジャブロー潜入」にてドロップ
ネットワークマッチングモード「EX7」ランクアップ報酬

ドラゴンブレイン ツイカダメージ+600、必コスト-1
オペレーションモード「魔王降臨」にてドロップ
ハロショップで獲得

ガンダムシールド（Ｔ） 必コスト-3、必殺ダメージ-500 ハロショップで獲得

ゲスト用アバター アビリティ+3ＵＰ
オペレーションモード「ヒーロー登場！」にてドロップ
オペレーションモード「BUILD DiVERS」にてドロップ

初心者用工具セット アビリティ+2ＵＰ、ボウギョアップ
オペレーションモード「自慢の愛機」にてドロップ
オペレーションモード「クリエイトミッション」にてドロップ

GBNダイバーギアⅡ アビリティ+1ＵＰ、パラメータＡＬＬ+300
オペレーションモード「討伐ミッション」にてドロップ
オペレーションモード「仮面の男」の第三勢力「モビルドールメイ」撃破でド
ロップ

VPS装甲（黒） ダゲキダメージ-700、必殺+700 ログインボーナスで獲得

ヒロトのニッパー ビームダメージ-1250、ジツダンダメージ-1250 ハロショップで獲得

ドラゴンシールド（SB） ゼンチケイ テキセイＵＰ、カイシＧパワー+4 ハロショップで獲得

ディテールアップ手首パーツ ツイカダメージ+1000、アシストダメージ+2000 ログインボーナスで獲得

必殺マニュアル 必殺+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「傭兵のやり方」にてドロップ

クリティカルマニュアル クリティカルダメージ+12％、ゲキハボーナス+2 特訓モード「この俺、ジャスティス・カザミの特訓だ！」にてドロップ

地形マニュアル ゼンチケイ テキセイ+2、ゲキハボーナス+2 特訓モード「特殊工作シミュレーション」にてドロップ

ボールハロ ラウンドスピード+600、ラウンドボウギョ-200 ハロショップで獲得

特訓ハロ アビリティ+1ＵＰ、ゲキハＧパワー+3

特訓モード「傭兵のやり方」で第三勢力「ハイペリオンガンダム」撃破にてド
ロップ
特訓モード「何も考えずに走れ！」で第三勢力「ガンダムアシュタロン」撃破
ドロップ

ガーベラ・ストレート アタック+600、ツイカダメージ+400 バトルパートナー「リーアム・ガーフィールド」からのプレゼント

シヴァ アタック+1000
オペレーションモード「復活の決闘者」にてドロップ
オペレーションモード「Xナンバー」にてドロップ

ドラグーン・システム ガンナー、必殺+1000、必コスト-2 オペレーションモード「運命の子」にてドロップ

擬似ＧＮドライヴ ラウンドＨＰ+300
オペレーションモード「セカンドチーム」にてドロップ
オペレーションモード「頂武GＮ-X部隊」にてドロップ

スピードマニュアル スピード+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「何も考えずに走れ！」にてドロップ

マーズフォー装甲 打撃系のみダメージ-1000、HP+500 バトルパートナー「ジェド」からのプレゼント

HPマニュアル HP+1000、ゲキハボーナス+2 特訓モード「海兵隊の女傑」にてドロップ


