
BBM中日ドラゴンズベースボールカード2018
［レギュラーカード］
〈レギュラー〉
□D01 森　繁和
□D02 小笠原慎之介
□D03 田島慎二
□D04 岩瀬仁紀
□D05 谷元圭介
□D06 又吉克樹
□D07 柳　裕也
□D08 鈴木翔太
□D09 吉見一起
□D10 岡田俊哉
□D11 大野雄大
□D12 福谷浩司
□D13 佐藤　優
□D14 丸山泰資
□D15 山井大介
□D16 阿知羅拓馬
□D17 祖父江大輔
□D18 石川　翔
□D19 浅尾拓也
□D20 三ツ間卓也
□D21 鈴木博志
□D22 笠原祥太郎
□D23 清水達也
□D24 藤嶋健人
□D25 小川龍也
□D26 山本拓実
□D27 ジー
□D28 若松駿太
□D29 小熊凌祐
□D30 伊藤準規
□D31 ガルシア
□D32 Ｒ．マルティネス
□D33 木下雄介
□D34 松坂大輔
□D35 大野奨太
□D36 木下拓哉
□D37 松井雅人
□D38 武山真吾
□D39 杉山翔大
□D40 加藤匠馬
□D41 桂依央利
□D42 髙松　渡
□D43 荒木雅博
□D44 高橋周平
□D45 阿部寿樹
□D46 石川　駿
□D47 野本　圭
□D48 石垣雅海
□D49 石岡諒太
□D50 三ツ俣大樹
□D51 溝脇隼人
□D52 京田陽太



□D53 亀澤恭平
□D54 福田永将
□D55 谷　哲也
□D56 堂上直倫
□D57 ビシエド
□D58 友永翔太
□D59 藤井淳志
□D60 平田良介
□D61 大島洋平
□D62 遠藤一星
□D63 井領雅貴
□D64 アルモンテ
□D65 モヤ
□D66 伊藤康祐
□D67 松井佑介
□D68 工藤隆人
□D69 近藤弘基
□D70 マスコット
［サブセット］
〈Winners Never Quit〉
□D71 松坂大輔
□D72 松坂大輔
□D73 松坂大輔
〈Cosmic Attack〉
□D74 鈴木博志
□D75 ガルシア
□D76 松坂大輔
□D77 アルモンテ
□D78 モヤ
〈Lights On〉
□D79 柳　裕也
□D80 笠原祥太郎
□D81 藤嶋 健人
［インサートカード］
〈Up Next〉
※各90枚限定の金紙版
※各75枚限定のホロPP版
※各50枚限定の金紙ホロPP版
□UN1 小笠原慎之介
□UN2 柳　裕也
□UN3 鈴木博志
□UN4 藤嶋健人
□UN5 高橋周平
□UN6 京田陽太
〈Tough Enough〉
※各90枚限定の金紙版
※各75枚限定のホロPP版
※各50枚限定の金紙ホロPP版
□TE1 岩瀬仁紀
□TE2 吉見一起
□TE3 山井大介
〈Raise High〉
※各90枚限定の金紙版
※各75枚限定のホロPP版
※各50枚限定の金紙ホロPP版



□RH1 小笠原慎之介
□RH2 田島慎二
□RH3 ガルシア
□RH4 松坂大輔
□RH5 京田陽太
□RH6 福田永将
□RH7 平田良介
□RH8 大島洋平
□RH9 アルモンテ
〈Phantom〉
□PD1 小笠原慎之介
□PD2 田島慎二
□PD3 岩瀬仁紀
□PD4 柳　裕也
□PD5 鈴木博志
□PD6 松坂大輔
□PD7 高橋周平
□PD8 京田陽太
□PD9 福田永将
□PD10 平田良介
□PD11 大島洋平
□PD12 アルモンテ
※各25枚限定
［スペシャルインサートカード］
〈直筆サインカード〉
□ 森　繁和 50枚
□ 小笠原慎之介 40枚
□ 田島慎二 60枚
□ 岩瀬仁紀 60枚
□ 谷元圭介 50枚
□ 又吉克樹 58枚
□ 柳　裕也 60枚
□ 鈴木翔太 60枚
□ 吉見一起 59枚
□ 岡田俊哉 70枚
□ 大野雄大 60枚
□ 福谷浩司 70枚
□ 佐藤　優 70枚
□ 丸山泰資 60枚
□ 山井大介 50枚
□ 阿知羅拓馬 69枚
□ 祖父江大輔 60枚
□ 石川　翔 50枚
□ 浅尾拓也 70枚
□ 三ツ間卓也 70枚
□ 鈴木博志 39枚
□ 笠原祥太郎 60枚
□ 清水達也 50枚
□ 藤嶋健人 59枚
□ 小川龍也 70枚
□ 山本拓実 50枚
□ ジー 60枚
□ 若松駿太 60枚
□ 小熊凌祐 70枚
□ 伊藤準規 70枚



□ ガルシア 39枚
□ Ｒ．マルティネス 60枚
□ 木下雄介 60枚
□ 松坂大輔 20枚
□ 大野奨太 50枚
□ 木下拓哉 70枚
□ 松井雅人 60枚
□ 武山真吾 70枚
□ 杉山翔大 70枚
□ 加藤匠馬 70枚
□ 桂依央利 70枚
□ 髙松　渡 50枚
□ 荒木雅博 70枚
□ 高橋周平 25枚
□ 阿部寿樹 70枚
□ 石川　駿 70枚
□ 野本　圭 70枚
□ 石垣雅海 60枚
□ 石岡諒太 70枚
□ 三ツ俣大樹 69枚
□ 溝脇隼人 60枚
□ 京田陽太 35枚
□ 亀澤恭平 60枚
□ 福田永将 30枚
□ 谷　哲也 70枚
□ 堂上直倫 50枚
□ ビシエド 55枚
□ 友永翔太 70枚
□ 藤井淳志 60枚
□ 平田良介 40枚
□ 大島洋平 40枚
□ 遠藤一星 70枚
□ 井領雅貴 70枚
□ アルモンテ 45枚
□ モヤ 60枚
□ 伊藤康祐 49枚
□ 松井佑介 70枚
□ 工藤隆人 60枚
□ 近藤弘基 70枚
□ ドアラ 60枚
□ シャオロン 60枚
□ パオロン 60枚
〈コンボ直筆サインカード〉
□ 高橋＆京田 5枚
□ アルモンテ＆ビシエド 5枚
〈シルバー直筆サインカード〉
□ 小笠原慎之介 9枚
□ ガルシア 9枚
□ 松坂大輔 9枚
□ 高橋周平 9枚
□ 京田陽太 9枚
□ 福田永将 9枚
□ 平田良介 9枚
□ 大島洋平 9枚
□ アルモンテ 9枚



〈1of1直筆サインカード〉
□ 小笠原慎之介 1枚
□ ガルシア 1枚
□ 松坂大輔 1枚
□ 高橋周平 1枚
□ 京田陽太 1枚
□ 福田永将 1枚
□ 平田良介 1枚
□ 大島洋平 1枚
□ アルモンテ 1枚
〈クロス直筆サインカード〉
□ ガルシア 10枚
□ 福田永将 10枚
□ 大野奨太 10枚
〈ルーキー直筆サインカード〉
□ 石川　翔 10枚
□ 鈴木博志 10枚
□ 清水達也 10枚
□ 山本拓実 10枚
□ 髙松　渡 10枚
□ 伊藤康祐 10枚


