三国伝シリーズ
BB 戦士 20 周年特別巨編
PV 主題歌：三璃紗伝説 -The Brave Legend-

!「BB 戦士三国伝 風雲豪傑編」
!「BB 戦士三国伝 英雄激突編」
!「BB 戦士三国伝 戦神決闘編」
!「BB 戦士三国伝外伝 武勇激闘録」
![[「超電影版 SD ガンダム三国伝 Brave Battle Warrior」￨「三国伝 Brave Battle Warrior」]]
!「BB 戦士三国伝 我流武将編」
新模型情報
!! 関連商品
! プラモデル
, 番号 ,BB 戦士 No., 商品名
,01,No.300, 劉備ガンダム
,02,No.301, 張飛ガンダム
,03,No.302, 関羽ガンダム
,04,No.303, 司馬懿サザビー
,05,No.304, 曹操ガンダム
,06,No.305, 孫権ガンダム
,07,No.306, 呂布トールギス
,08,No.307, 夏侯惇ギロス
,09,No.308, 孔明リ・ガズィ
,10,No.309, 夏侯淵ダラス
,11,No.310, 関平ガンダム
,12,No.311, 趙雲ガンダム・飛影閃
,13,No.312, 呂蒙ディジェ・甘寧ケンプファー・轟強襲水軍
,14,No.314, 張遼ゲルググ
,15,No.315, 周瑜ヒャクシキ
,16,No.317, 周倉ドーベンウルフ
,17,No.318, 翔烈帝劉備ガンダム
,18,No.319, 陸遜ゼータプラス
,19,No.320, 張こうザク III
,20,No.321, 馬超ブルーディスティニー
,21,No.323, 黄忠ガンダム
,22,No.324, 部隊兵
,23,No.325, 徐晃サーペント
,24,No.326, 孫尚香ガーベラ
,25,No.327, 曹丕ガンダム
,26,No.328, 白銀流星馬
,27,No.330, 天翔竜 孔明νガンダム
,28,No.335, 阿修羅王 孟獲ガンダム・祝融ガンダム・神象
,29,No.336, 南方牙隊
, 外伝 01,No.337, 劉封ガンダム
, 外伝 02,No.338, 周泰ガンダム
,30,No.340, 太史慈ドム
, 外伝 03,No.341, 荀いくガンダム
, 外伝 04,No.342, 許ちょガンダム
,31,No.345, 姜維ガンダム F91
, 外伝 05,No.346, 丁奉ガンダム
, 外伝 06,No.347, 馬岱ガンダム
, 外伝 07,No.348, 馬謖ガンダム
,32,No.349, 孫策サイサリスガンダム
,33,, 轟大帝 孫権ガンダム・虎燐魄
,34,, 戦神合身 蚩尤ガンダム
, 外伝 ,, 楽進ガンダム
,,NO.356, 郭嘉ヴァサーゴ
,,NO.357, 玄武装 呂布トールギス
, 外伝 ,NO.359, 凌統ガンダム
, 外伝 ,NO.358, 厳顔ガンダム
,,, 天熾鵬 司馬懿サザビー
,,, 于禁ガンダム
,,, 胡軫ギャン
! プラモデルスペシャルアイテム
BB 戦士 三国伝 桃園の誓いセット
BB 戦士 曹操ガンダム・司馬懿サザビー 〜官渡の奇跡〜
BB 戦士 孔明リ・ガズィ 趙雲ガンダム 〜赤壁の爆炎〜
BB 戦士 孫権ガンダム・周瑜ヒャクシキ 〜赤壁の轟砲〜
BB 戦士 孔明リ・ガズィ 周瑜ヒャクシキ レッドクリフカラー
BB 戦士 機駕太傅司馬懿サザビー
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BB 戦士 三国伝 機武帝 曹操ガンダム・徐晃サーペント・曹丕ガンダム
BB 戦士 三国伝 呂布トールギス・赤兎馬・天玉鎧クリアカラーバージョン
BB 戦士 三国伝 五誇将ガンダム・龍輝宝セット
! プラモデルキャンペーン
BB 戦士 No.300 劉備ガンダム（エフェクトパーツ）
BB 戦士 No.301 張飛ガンダム（エフェクトパーツ）
BB 戦士 No.302 関羽ガンダム（エフェクトパーツ）
BB 戦士 No.304 曹操ガンダム（エフェクトパーツ）
BB 戦士 No.305 孫権ガンダム（エフェクトパーツ）
三国伝カスタムシール
! プラモデル限定版
風雲豪傑編単行本 1 巻発売記念 劉備ガンダム シルバーメッキ Ver.
英雄激突編単行本 3 巻発売記念 劉備ガンダム クリアイエロー Ver.
EXPO 名古屋 劉備ガンダム メタリック Ver.
EXPO 広島 趙雲ガンダム・飛影閃 メタリックカラー Ver.
劉備ガンダム エコプラ Ver.
! 部隊兵商品化キャンペーン
電撃ホビーマガジンダークグリーン
ガンダムエースクリアグリーン
ケロケロエースクリアレッド
ホビージャパンクリア
! プラモデルキャンペーン（その他）
エフェクトパーツ 6 種類
部隊兵（翔）
部隊兵（轟）
部隊兵（機驚）
部隊兵（董卓軍）
BB 戦士 三国伝 限定品 玉璽
BB 戦士 三国伝 天鎧装 3 種（青龍＆白虎、朱雀、玄武）
! フィギュア
三国伝豪傑大全 虎牢城之章
三国伝豪傑大全 赤壁之章
! ガレージキット
SD ガンダム三国伝 孫尚香ガーベラ ノンスケール ガレージキット
! その他
GUNDAM MARKER BB 戦士 三国伝マーカーセット
! お菓子
三国伝スナック編（香港限定発売）カード 22 種類
!! 風雲豪傑編
! 三八八年
{{word 劉備ガンダムの旅立ち ,x‑small}}
! 三八九年
{{word 桃園の誓い ,x‑small}}
! 三九〇年
{{word 曹操ガンダムの挙兵 ,x‑small}}
! 三九二年
{{word 虎牢城の戦い ,x‑small}}
{{word 董卓の最後 ,x‑small}}
!! 英雄激突編
! 四〇〇年
{{word 官渡の戦い ,x‑small}}
{{word 趙雲ガンダム単騎駆け ,x‑small}}
{{word 三顧の礼 ,x‑small}}
{{word 長坂橋の戦い ,x‑small}}
! 四〇八年
{{word 赤壁の戦い ,x‑small}}
!! 戦神決闘編
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