NUMBER MENU
ＡＢＣＤＥＦＧＨＩＪＫＬＭＮＯＰＱ
ＲＳＴＵＶＷＸＹＺ数記

型式番号メニュー＞

型式番号「Ｍ」
・M-4A3 ザラマンダー
・M74-A4 74 式巡航戦車
・M78-A 78 式浮行戦車
・MA-04L ビグザム L
・MA-04X ザクレロ
・MA-05 ビグロ
・MA-05HG ブラン
・MA-05M ビグロマイヤー
・MA-06 ヴァル・ヴァロ／グランディーネ
・MA-07 プルゥカ
・MA-08 ビグ・ザム
・MA-08-2 ビグザム改
・MA-08ex. ビグ・ザム改 ハンプティ・ダンプティ
・MA-08S
・MA-09 量産型ビグザム
・MAM-07 グラブロ
・MAN-003 パトゥーリア
・MAN-010
・MAN-03 ブラウ・ブロ
・MAN-05 グロムリン
・MAN-05-2 グロムリン II
・MAN-05B グロムリン・フォズィル
・MAN-06 フライシュッツ
・MAN-08 エルメス
・MAN-08-2 エルメス II
・MAM-11 ロック（MSV90）
・MAN-108 ソーダライト
・MAX-03 アッザム／アッザム（外伝）
・MAX-03A
・MAX-03C
・MAX-03D
・MAX-07 ドゥラ（ドゥーラ）
・MAX-11 ドゥラ
・MBF-M1 M1 アストレイ
・MBF-M1 ＋ EF-24R M1 アストレイシュライク装備
・MBF-M1A M1A アストレイ
・MBF-02 ストライクルージュ
・MBF-P01 ガンダムアストレイ ゴールドフレーム
・MBF-P01-Re ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天
・MBF-P01-Re2 ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天ミナ
・MBF-P02 ガンダムアストレイ レッドフレーム
・MBF-P03 ガンダムアストレイ ブルーフレーム
・MBF-P03 second G ガンダムアストレイ ブルーフレームセカンド G
・MBF-P03 second L ガンダムアストレイ ブルーフレームセカンド L
・MBF-P03 third ガンダムアストレイ ブルーフレームサード
・MBF-P03 fourth ガンダムアストレイ ブルーフレームフォース
・MBF-P04 ガンダムアストレイ グリーンフレーム
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・MBF-P05 ガンダムアストレイ 5 号機
・MBF-P05LM ガンダムアストレイ ミラージュフレーム
・MBF-P05LM2 ガンダムアストレイ ミラージュフレームイシュー
・Me02R メッサー
・MET6-MS カッシング
・MF-92S G コマンダー
・MIP-01X
・MMS-01 サーペント／サーペントカスタム
・MOX-012 サイコガンダム Mk-IV
・MRC-C03" マイティーフェロー " ベロナ
・MRC-F20 スモー
・MRC-F31/J-2126 ムットゥー
・MRC-U11D ウァッド／アルマジロ
・MR-Spi05 Ω " ジェットストリーム " モビル・リブ
・MRX-002 NT 専用プロトタイプガンダム
・MRX-007 プロトタイプサイコガンダム
・MRX-07 プロトサイコガンダム
・MRX-008 サイコガンダム試作 8 号機／プロトタイプサイコガンダム大型化試作機
・MRX-009 サイコガンダム
・MRX-010 サイコガンダム Mk-II
・MRX-011 量産型サイコガンダム
・MRX-118 プロトタイプサイコガンダム大型化試作機
・MS06 ･ D2
・MS-01
・MS-02
・MS-03
・MS-04 プロトタイプザク／アーリーザク
・MS-05 ザク I ／ 1 日ザク／ギャバン専用ボルジャーノン
・MS-05A ザク I
・MS-05B ザク I 後期型／ザク I 陸戦型
・MS-05HS
・MS-05S ゲラート専用ザク I
・MS-05V
・MS-06 ザク II ／ボルジャーノン／ザクストーカー
・MS-06A ザク II A 型
・MS-06B
・MS-06C ザク II C 型
・MS-06D ディザート・ザク
・MS-06DC ディザート・ザクロンメルカスタム
・MS-06DRC
・MS-06E ザク強行偵察型
・MS-06E-3 ザク・フリッパー
・MS-06EW ザク早期警戒型
・MS-06F ザク II F 型／量産型ザク
・MS-06F2 ザク II F2 型／ザク II F2 型／ノイエン・ビッター少将専用機／ザク II F2 型連邦
軍仕様
・MS-06FS
・MS-06FZ
・MS-06G 陸戦用ザク改修型
・MS-06H 機雷敷設型ザク
・MS-06J ザク II J 型／ザク迫撃砲装弾手／ザク MS 工兵仕様／湿地用ザク／ザク･グレネー
ド／装甲強化型ザク
・MS-06JX ジュピターザク
・MS-06K
・MS-06K
・MS-06L
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・MS-06M ザクマリン／ザク水陸両用型／水中型ザク／レッドドルフィン隊
・MS-06M-1
・MS-06M-2
・MS-06MP ザクマニュピレイション装備型
・MS-06R 高機動型ザク II
・MS-06R-1
・MS-06R-1A
・MS-06R-2
・MS-06R-2P
・MS-06R-2S ドズル専用ザク後期型
・MS-06R-3 ザク III（R-3）／ゲルググ先行試作型
・MS-06R-3S 高機動型ザク（R-3S）
・MS-06RD-4 宇宙用高機動試験型ザク
・MS-06RF RF ザク
・MS-06RP
・MS-06S ザク II S 型／シャア専用ザク II
・MS-06T ザク・トレーナータイプ
・MS-06TT ザク増加装甲型
・MS-06V ザクタンク／ヤークトザク
・MS-06V-6
・MS-06W
・MS-06X
・MS-06Z サイコミュ試験用ザク／ビショップ
・MS-06Z-1
・MS-06Z-3 サイコミュ試験用ザク
・MS-07
・MS-07A 先行量産型グフ／グフ降下猟兵
・MS-07B グフ
・MS-07B3 グフ・カスタム
・MS-07C-1 後期改修型グフ
・MS-07C-2
・MS-07C-3 グフ重装型／ヨーロッパ戦線用グフ
・MS-07C-4
・MS-07C-5 グフ試作実験機
・MS-07D
・MS-07F グフ・ハンター
・MS-07H グフ飛行試験型
・MS-07H-2 グフ飛行試験型（H-2）
・MS-07H-4 グフ飛行試験型（H-4）
・MS-07H-8 グフフライトタイプ
・MS-07H
・MS-07X
・MS-08-7D ナスホルン
・MS-08TX イフリート
・MS-08TX/N イフリート・ナハト
・MS-08TX(EXAM) イフリート改
・MS-09
・MS-09C
・MS09C ドム中距離支援型
・MS-09D
・MS-09DRF RF デザート・ドム
・MS-09E
・MS-09F ドムフュンフ
・MS-09F/Bn ドム・バインニヒツ
・MS-09F/C ドムキャノン
・MS-09F/Gb ドム・グロウスバイル
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・MS-09F/TROP ドム・トローペン
・MS-09F2
・MS-09G ドワッジ
・MS-09H ドワッジ改
・MS-09HG 増加装甲ドム
・MS-09HS ホバー装甲強化型ドム
・MS-09K
・MS-09P
・MS-09PS ドムプラス支援型
・MS-R09
・MS-09R
・MS-09R-2 リック・ドム II ( グラーフ・ツェペリン所属部隊 )
・MS-09RF RF ドム
・MS-09RS シャア専用リックドム
・MS-09S ドワス
・MS-10 ペズン・ドワッジ
・MS-106
・MS-106D ハイザック D 型
・MS-108
・MS-108G マラサイ G 型
・MS-108H マラサイ H 型
・MS-109A スツーカ（A 型）
・MS-109D スツーカ（D 型）
・MS-109F ガフ
・MS-109I
・MS-11 アクトザク
・MS-11A
・MS-11B
・MS-11J
・MS-110 チャイカ
・MS-12 ギガン
・MS-R12 リックギガン
・MS-13 ガッシャ
・MS-14 ゲルググ
・MS-14A
・MS-14B
・MS-14C ゲルググキャノン／ゲルググキャノン／エース部隊
・MS-14C-2 ゲルググ中距離支援型
・MS-14D
・MS-14D(01) ゲルググ D 型
・MS-14F ゲルググ M
・MS-14Fs ゲルググ M 指揮官機
・MS-14G ゲルググ陸戦型
・MS-14H ゲルググ（試作型）
・MS-14J リゲルグ
・MS-14JG ゲルググ J
・MS-14RF RF ゲルググ
・MS-14S ゲルググ S 型／シャア専用ゲルググ／ガルマ専用ゲルググ
・MS-14U ゲルググ "CYCLONE EDGE"
・MS-15 ギャン
・MS-15A ギャン量産型（MS-15A）／ギャン先行量産型／ロバート・ギリアム専用
・MS-15B ギャン量産型（MS-15B）／ギャン高機動型
・MS-15C ギャンキャノン
・MS-15K ギャン改
・MS-15KG ギャン K（クリーガー）
・MS-15PLUS ギャン EX
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・MS-15RF RF ギャン
・MS-16 ギラ・ドーガ
・MS-16F
・MS-16G
・MS-16S
・MS-16X ジオング
・MS-17 ガルバルディα
・MS-17A ガルバルディ
・MS-17B
・MS-17E
・MS-18E ケンプファー
・MS-18F ケンプファー（ビーム装備型）
・MS-19 ドルメル
・MS-19E ホークアイ
・MS-19N カタール
・MS-20 ハイザック（SSOGZ）
・MS-21C ドラッツェ
・MS-50A ザク 50
・MS-35 ハチカ
・MS-87D ナスホルン
・MS-87D9 ナスホルン（MS-87D9）
・MS-88C2 フェルディナント
・MSA-0011
・MSA-0011(Bst)
・MSA-0011Bst
・MSA-0011[Ex]
・MSA-0011-GT EXS-G 陸戦型
・MSA-0012
・MSA-003 ネモ
・MSA-003E 早期警戒型ネモ
・MSA-003N ネモ改
・MSA-004 ネモ II
・MSA-004K ネモ III
・MSA-005 メタス
・MSA-005K ガンキャノン・ディテクター
・MSA-005M メタスマリナー
・MSA-005S メタス改
・MSA-007 ネロ
・MSA-007E EWAC ネロ
・MSA-007T ネロ・トレーナー
・MSA-008 バージム
・MSA-009
・MSA-011［Bst］PLAN303E ディープ・ストライカー
・MSA-014
・MSA-099 リック・ディアス
・MSA-099-2 リック・ディアス II
・MSA-120
・MSA-0120 MSA-0120
・MSA-0XX ΣΣガンダム
・MSF-000 Ｏ（アウター）ガンダム
・MSF-007 ガンダムＭｋ III
・MSJ-04 ファントン／ファントン指揮官型
・MSJ-06II-A ティエレン地上型
・MSJ-06II-AC ティエレン対空型
・MSJ-06II-E ティエレン宇宙型／ティエレン宇宙型（カタロンカラー）
・MSJ-06II-ED ティエレンジィージュー
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・MSJ-06II-C ティエレン高機動型
・MSJ-06II-LC ティエレン長距離射撃型
・MSJ-06II-SP ティエレンタオツー／ティエレン超兵型
・MSJ-06III-A ティエレン全領域対応型
・MSJ-06YIII-B ティエレンチーツー（プロトタオツー）
・MSJ-07
・MSK-006 Ζプラス A1 型
・MSK-008 ディジェ
・MSK-009 Σガンダム
・MSK-100S 陸戦用百式改／陸戦型百式改
・MSM-01 ザクマリンタイプ
・MSM-02 水中実験機
・MSM-03 ゴッグ
・MSM-03-1 プロトタイプゴッグ
・MSM-03A
・MSM-03C ハイ・ゴッグ／ハイゴッグ改
・MSM-03C
・MSM-03Cbis
・MSM-04 アッガイ／アッガイ（BM）
・MSM-04F
・MSM-04G ジュアッグ／ジュアッグ（改装型）
・MSM-04N アッグガイ
・MSM-05D
・MSM-07 ズゴック
・MSM-07D ズゴック II
・MSM-07E ズゴック E
・MSM-07F ズゴック・クラブ
・MSM-07FC-A ズゴック・デストロイ
・MSM-07FC-B パーフェクトズゴックキャノン
・MSM-07RF RF ズゴック
・MSM-07S シャア専用ズゴック
・MSM-07-OD ズゴック・デストロイ
・MSM-07-OP パーフェクトズゴックキャノン
・MSM-07OS ハイ・ズゴック
・MSM-07-OS ハイ・ズゴック
・MSM-08 ゾゴック
・MSM-10 ゾック／ゾック（PS2 版）
・MSN-00100 百式
・MSN-00100S キャスバル・ダイクン専用百式
・MSN-01 サイコミュ高機動試験用ザク／キケロガ
・MSN-02 ジオング
・MSN-03 ヤクト・ドーガ（ギュネイ・ガス専用機）／ヤクト・ドーガ（クェス専用機試作
型）／ヤクト・ドーガ（クェス・パラヤ専用機）
・MSN-03-2 サイコ・ギラ・ドーガ
・MSN-04 サザビー／サザビー（BM）
・MSN-04-2 ナイチンゲール
・MSN-04II ナイチンゲール
・MSN-04B
・MSN-04X サザビー試作実験機
・MSN-100
・MSN-X4 バギ・ドーガ
・MSR-100
・MSR-100S 百式改／量産型百式改
・MSU-010 Ζガンダム MK-II
・MSZ-006 Ζガンダム／ウェイブライダー／量産型Ζガンダム／量産型Ζガンダム
・MSZ-006-3 Ζガンダム 3 号機

6

・MSZ-006-3A Ζガンダム 3 号機 A 型
・MSZ-006-3B Ζガンダム 3 号機 B 型
・MSZ-006-P2/3C Ζガンダム 3 号機 P2 型
・MSZ-006A1 アムロ専用Ζプラス A 型／Ζプラス（テストカラー）
・MSZ-006A1(MSK-006) Ζプラス A1 型
・MSZ-006A1B Ζプラス A1B 型
・MSZ-006A2 Ζプラス A2 型
・MSZ-006A3 Ζプラス A3 型
・MSZ-006B Ζプラス B 型
・MSZ-006BN Ζプラス BN 型
・MSZ-006C Ζプラス C 型（試作）
・MSZ-006C1 Ζプラス C-1 型
・MSZ-006C1/2 Ζプラス C1/2 型
・MSZ-006C1(Bst) Ζプラス C1（Bst）型
・MSZ-006C1［Bst］
・MSZ-006C4 Ζプラス C4 型
・MSZ-006D Ζプラス D 型
・MSZ-006E Ζプラス E 型
・MSZ-006PL1 Ζプルトニウス
・MSZ-006R Ζプラス R 型
・MSZ-006X ゼータプラス空間戦闘実験機
・MSZ-006X1
・MSZ-006X2
・MSZ-006X3
・MSZ-007
・MSZ-007 Ζレイピア I
・MSZ-007AR ZARG（ゼータ･アナザー・リファイン・ガンダム）
・MSZ-007C ゼータガンダム
・MSZ-007S
・MSZ-008 Ζ II
・MSZ-009 プロトタイプΖΖガンダム
・MSZ-009(B) プロトタイプΖΖガンダム B 型
・MSZ-009BX プロトタイプΖΖガンダム（BX）
・MSZ-009M メガゼータ／メカゼータ
・MSZ-010 ΖΖガンダム／ΖΖガンダム（BM）／ΖΖガンダム試作機
・MSZ-010-AS スーパーダブルゼータガンダム
・MSZ-010B 強化型ΖΖガンダム
・MSZ-010［G］ 陸戦型ΖΖガンダム
・MSZ-010S 強化型ΖΖガンダム
・MSZ-013 量産型ΖΖガンダム
・MSZZ-000
・MTR-21S ゼク・ツヴァイ陸戦
・MVF-M11C ムラサメ／ムラサメ偵察型
・MVF-M12A オオツキガタ
・MW544B サンドージュ
・MWF-JG71 レイスタ
・MWF-JG73 シビリアンアストレイ JG カスタム
・MWF-JG73L ターンデルタ
・MWS-19051G D ガンダムファースト
・MWS-19051G-2 D ガンダムセカンド
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