NUMBER MENU
ＡＢＣＤＥＦＧＨＩＪＫＬＭＮＯＰＱ
ＲＳＴＵＶＷＸＹＺ数記

型式番号メニュー＞

型式番号「Ｇ」
・G-SAVIOUR G セイバー
・G2-SAVIOUR G2 セイバー
・G3-SAVIOUR G3 セイバー
・G-838 マヒロー
・G87 ルナタンク
・GAT-01 ストライクダガー
・GAT-01A1 ダガー／ 105 ダガー
・GAT-01A1 ＋ AQM/E-X04 ガンバレルダガー
・GAT-01A2R 105 スローターダガー
・GAT-01D ロング・ダガー／ロングダガー・フォルテストラ
・GAT-01D1 デュエルダガー／デュエルダガー・フォルテストラ
・GAT-01IM-DNS ダークナイトストライク
・GAT-02L2 ダガー L ／ダークダガー L
・GAT-02L2 ＋ AQM/E-M11 ダガー L ドッペルホルン装備
・GAT-02L2 ＋ AQM/E-A4E1 ダガー L ジェットストライカー装備
・GAT-04 ウィンダム
・GAT-105RF RF ストライク
・GAT-FJ108 ライゴウガンダム／スペキュラム ライゴウガンダム／キャリバーン ライゴウ
ガンダム／サムブリット ライゴウガンダム
・GAT-X102 デュエルガンダム／デュエルガンダムアサルトシュラウド
・GAT-X103 バスターガンダム
・GAT-X105 ストライクガンダム／エールストライクガンダム／ソードストライクガンダム
／ランチャーストライクガンダム
・GAT-X105 ＋ AQM/E-X01 エールストライクガンダム
・GAT-X105 ＋ AQM/E-X02 ソードストライクガンダム
・GAT-X105 ＋ AQM/E-X03 ランチャーストライクガンダム
・GAT-X105 ＋ AQM/E-M1 ストライク（再生機）＋ IWSP
・GAT-X105DNS ダークナイトストライク
・GAT-X105E ストライクノワール／ストライク E ／アナザートライアルソードストライク
E ／アナザートライアルランチャーストライク E
・GAT-X105E ＋ AQM/E-M1 ストライク E ＋ IWSP
・GAT-X106 ストライク WSB（ウイングソードブレイカー）
・GAT-X131 カラミティガンダム
・GAT-X133 ソードカラミティ
・GAT-X133-01 ソードカラミティ初号機
・GAT-X133-2 ソードカラミティ 2 号機
・GAT-X207 ブリッツガンダム
・GAT-X252 フォビドゥンガンダム
・GAT-X255 フォビドゥン・ブルー／フォビドゥン・コフィン
・GAT-X303 イージスガンダム
・GAT-X370 レイダーガンダム
・GB-9700 ガンダム・ベルフェゴール
・GF1-035NGR バルカンガンダム
・GF2-014NA ガンダムフリーダム
・GF3-103NE ファラオガンダム III 世
・GF4-001NE ファラオガンダム IV 世
・GF4-005NC フェイロンガンダム
・GF5-026NF バロンガンダム
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・GF6-021NI ガンダムトーネード
・GF7-013NJ ヤマトガンダム
・GF7-021NG カイザーガンダム
・GF8-011NR コサックガンダム
・GF9-003NEL ブリテンガンダム
・GF10-001NEL ブリテンガンダム
・GF11-001NEL ブリテンガンダム
・GF11-033NNP タントラガンダム
・GF11-042NSB マンモスガンダム
・GF11-042NSV マンモスガンダム
・GF12-035NH クーロンガンダム
・GF13-001NH クーロンガンダム
・GF13-001NH II マスターガンダム
・GF13-002NGR ゼウスガンダム
・GF13-003NEL ジョンブルガンダム
・GF13-006NA ガンダムマックスター
・GF13-009NF ガンダムローズ
・GF13-011NC ドラゴンガンダム
・GF13-012NN バイキングガンダム
・GF13-013NR ボルトガンダム
・GF13-017NJ シャイニングガンダム
・GF13-017NJ II ゴッドガンダム
・GF13-020NK ガンダムゼブラ
・GF13-021NG ガンダムシュピーゲル
・GF13-026ND マーメイドガンダム
・GF13-030NIN コブラガンダム
・GF13-037NCA ランバーガンダム
・GF13-039NP ジェスターガンダム
・GF13-041NSI アシュラガンダム
・GF13-044NNP マンダラガンダム
・GF13-045NSP マタドールガンダム
・GF13-047NMA スカルガンダム
・GF13-049NM テキーラガンダム
・GF13-050NSW ノーベルガンダム
・GF13-050NSW II スーパーノーベルガンダム／高機動ノーベルガンダム
・GF13-051NE ファラオガンダム XIII 世
・GF13-052NT ミナレットガンダム
・GF13-053NMO テムジンガンダム
・GF13-055NI ネロスガンダム
・GF13-066NO ネーデルガンダム
・GF13-073NPO ガンダムマグナート
・GF13-083NCB アラクノガンダム
・GGF-001 フェニックスガンダム
・G-M1F/XM-0754 バンデット
・G-M2F/AMX-102 ズサン
・GN-000 O ガンダム
・GN-0000 ダブルオーガンダム（OO ガンダム）
・GN-0000/7S ダブルオーガンダム セブンソード
・GN-0000 ＋ GNR-010 ダブルオーライザー
・GN-001 ガンダム・エクシア
・GN-001/hs-A01 ガンダムアヴァランチエクシア
・GN-001RE ガンダムエクシアリペア
・GN-001REII ガンダムエクシア R2
・GN-002 ガンダム・デュナメス
・GN-002/DG014 ガンダムデュメナストルペード
・GN-003 ガンダム・キュリオス
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・GN-003/af-G02 ガンダムキュリオス ガスト
・GN-004 ガンダム・ナドレ
・GN-004/te-A02 ガンダムナドレ アクウオス
・GN-005 ガンダム・ヴァーチェ
・GN-006 ケルディムガンダム
・GN-006GNHM/R ケルディムガンダム GNHM/R
・GN-006/SA ケルディムガンダム サーガ
・GN-007 アリオスガンダム
・GN-007GNHM/M アリオスガンダム GNHM/M
・GN-007/AL アリオスガンダム アスカロン
・GN-008 セラヴィーガンダム
・GN-008GNHM/B セラヴィーガンダム GNHM/B
・GN-008GNHW/3G セラヴィーガンダム GNHM/3G
・GN-009 セラフィムガンダム
・GN-00902 セム
・GN-XXX ガンダムラジエル
・GNMS-XCVII アルヴァアロン
・GNMA-XCVII アルヴァトーレ
・GNMA-Y0001 エンプラス
・GNMA-0001V レグナント
・GNMA-04B11 トリロバイト
・GNR-000 GN セファー
・GNR-001E GN アームズ TYPE-E
・GNR-001D GN アームズ TYPE-D
・GNR-010 オーライザー
・GNR-101A GN アーチャー
・GNW-001 ガンダムスローネアイン
・GNW-001/hs-T01 ガンダムスローネアイン トゥルブレンツ
・GNW-002 ガンダムスローネツヴァイ
・GNW-003 ガンダムスローネドライ
・GNW-003/SH リィアン
・GNW-2000 アルケーガンダム
・GNW-20000/J ヤークトアルケーガンダム
・GNX-U02X マスラオ
・GNX-509T スローネヴァラヌス
・GNX-603T ジンクス I（ジンクス）
・GNX-604T アドヴァンスドジンクス／アドヴァンスジンクス（デボラ機）
・GNX-606T ジンクス II
・GNX-609T ジンクス III（地球連邦制式採用機）
・GNX-609T ジンクス III（アロウズ型）
・GNX-612T/AA スペルビアジンクス
・GNX-704T アヘッド
・GNX-704T/AC アヘッド近接戦闘型
・GNX-704T/FS アヘッド強行偵察型
・GNX-704T/SP アヘッド脳量子波対応型
・GNX-Y901T スサノオ
・GNY-001 ガンダムアストレア
・GNY-001F ガンダムアストレア タイプ F
・GNY-001F2 ガンダムアストレア タイプ F 改
・GNY-002 ガンダムサダルスード
・GNY-002F ガンダムサダルスード タイプ F
・GNY-003 ガンダムアブルホール
・GNY-003F ガンダムアブルホール タイプ F
・GNY-004 ガンダムプルトーネ
・GNZ-001 ガルムガンダム
・GNZ-003 ガデッサ
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・GNZ-004 ガガ
・GNZ-005 ガラッゾ
・GNZ-007 ガッデス
・GP-03-2 デンドロビウム II
・GRD-X1 GD ストライカー
・GRD-X2 GD キャノン
・GT-9600 ガンダムレオパルド／ガンダムレオパルド S-1 装備
・GT-9600-D ガンダムレオパルド・デストロイ
・GW-9800 ガンダムエアマスター
・GW-9800-B ガンダムエアマスター・バースト
・GX-9900 ガンダム X
・GX-9900-D.V. ガンダム X ディバイダー
・GX-9900 NT-002 ガンダム X
・GX-9901-DX ガンダム DX ／ガンダムダブルエックス（G ビット装備型）
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