
2018BBMベースボールカードFUSION

［レギュラーカード]
〈1stバージョンアップデート版〉
□601 大竹耕太郎（ソ）
□602 A.ミランダ（ソ）
□603 マーティン（西）
□604 ヒース（西）
□605 白崎浩之（オ）
□606 岡　大海（ロ）
□607 G.フランスア（広）
□608 伊藤　光（De）
□609 S.アダメス（巨）
□610 C.C.メルセデス（巨）
〈始球式カード〉
※各100枚限定の銀紙版
※各50枚限定の銀紙＋ホロPP版版
□FP19 須田亜香里
□FP20 松下奈緒
□FP21 泉　里香
□FP22 稲村亜美
□FP23 華村あすか
□FP24 森田真結子
□FP25 瀧野由美子
□FP26 上下　碧
□FP27 小島瑠璃子
□FP28 坪井ミサト
□FP29 百田夏菜子
□FP30 玉井詩織
□FP31 高城れに
□FP32 佐々木彩夏
〈記録の殿堂〉
※*に写真違いのシークレット版あり
□001 福留孝介（神）
□002 和田一浩（中）
□003 藤岡裕大（ロ）
□004 小坂　誠（ロ）
□005 髙橋遥人（神）
□006 川尻哲郎（神）
□007 柳田悠岐（ソ）*
□008 藤本博史（ダ）
□009 坂本勇人（巨）
□010 榎本喜八（京）
□011 丸　佳浩（広）
□012 松井秀喜（巨）
□013 宗　佑磨（オ）
□014 大西宏明（近）
□015 栗山　巧（西）
□016 石毛宏典（西）
□017 青木宣親（ヤ）
□018 小笠原道大（日）
□019 秋山拓巳（神）
□020 山本和行（神）
□021 清宮幸太郎（日）
□022 原　辰徳（巨）
□023 内海哲也（巨）
□024 槙原寛己（巨）
□025 山井大介（中）
□026 山本昌（中）



□027 新井貴浩（広）
□028 稲葉篤紀（日）
□029 才木浩人（神）*
□030 野田浩司（神）
□031 西川遥輝（日）*
□032 鈴木尚広（巨）
□033 今井達也（西）
□034 松坂大輔（西）
□035 青木宣親（ヤ）
□036 柴田　勲（巨）
□037 上原健太（日）
□038 岩本　勉（日）
□039 大瀬良大地（広）*
□040 北別府学（広）
□041 菊池雄星（西）
□042 郭　泰源（西）
□043 増井浩俊（オ）*
□044 D.サファテ（ソ）
□045 山本由伸（オ）
□046 浅尾拓也（中）
□047 宮西尚生（日）
□048 山口鉄也（巨）
□049 松永昂大（ロ）
□050 土屋正勝（ロ）
□051 源田壮亮（西）*
□052 長嶋茂雄（巨）
□053 杉本裕太郎（オ）
□054 秋山幸二（西）
□055 雄平（ヤ）
□056 初芝　清（ロ）
□057 筒香嘉智（De）
□058 松原　誠（洋）
□059 桑原将志（De）*
□060 大島洋平（中）
□061 ボルシンガー（ロ）
□062 スタンカ（南）
□063 秋山翔吾（西）
□064 愛甲　猛（ロ）
□065 山﨑康晃（De）
□066 佐々木主浩（横）
□067 山口　俊（巨）*
□068 川上憲伸（中）
□069 小笠原慎之介（中）
□070 鈴木啓示（近）
□071 京山将弥（De）
□072 中山裕章（洋）
□073 武田翔太（ソ）
□074 河原純一（巨）
□075 田中和基（楽）
□076 松永浩美（急）
□077 山田哲人（ヤ）
□078 長池徳二（急）
□079 中村剛也（西）
□080 松中信彦（ダ）
□081 平田良介（中）*
□082 立浪和義（中）
□083 ビシエド（中）
□084 村田修一（巨）
□085 大山悠輔（神）



□086 高田　繁（巨）
□087 東　克樹（De）
□088 権藤　博（中）
□089 森　唯斗（ソ）
□090 岩瀬仁紀（中）
□091 小川泰弘（ヤ）
□092 川崎憲次郎（ヤ）
□093 原口文仁（神）
□094 桧山進次郎（神）
□095 岡本和真（巨）
□096 王　貞治（巨）
〈タイトルホルダー〉
※各100枚限定の銀紙版
※各50枚限定の銀紙＋ホロPP版
□097 首位打者　柳田悠岐（ソ）
□098 首位打者　ビシエド（中）
□099 本塁打王　山川穂高（西）
□100 本塁打王　N.ソト（De）
□101 打点王　浅村栄斗（西）
□102 打点王　バレンティン（ヤ）
□103 最多安打　秋山翔吾（西）
□104 最多安打　ビシエド（中）
□105 最高出塁率　柳田悠岐（ソ）
□106 最高出塁率　丸　佳浩（広）
□107 盗塁王　西川遥輝（日）
□108 盗塁王　山田哲人（ヤ）
□109 最優秀防御率　岸　孝之（楽）
□110 最優秀防御率　菅野智之（巨）
□111 最高勝率　ボルシンガー（ロ）
□112 最高勝率　大瀬良大地（広）
□113 最多勝　多和田真三郎（西）
□114 最多勝　菅野智之（巨）　大瀬良大地（広）
□115 最多セーブ　森　唯斗（ソ）
□116 最多セーブ　山﨑康晃（De）
□117 最優秀中継ぎ　宮西尚生（日）
□118 最優秀中継ぎ　近藤一樹（ヤ）
□119 最多奪三振　則本昂大（楽）
□120 最多奪三振　菅野智之（巨）
[インサートカード]
〈GREAT RECORD〉
※各100枚限定の銀箔サイン版
※各50枚限定の金箔サイン版
□GR01 中田賢一（ソ）
□GR02 内川聖一（ソ）
□GR03 中村剛也（西）
□GR04 秋山翔吾（西）
□GR05 岸　孝之（楽）
□GR06 今江年晶（楽）
□GR07 金子千尋（オ）
□GR08 T-岡田（オ）
□GR09 宮西尚生（日）
□GR10 中田　翔（日）
□GR11 安田尚憲（ロ）
□GR12 福浦和也（ロ）
□GR13 中﨑翔太（広）
□GR14 丸　佳浩（広）
□GR15 藤川球児（神）
□GR16 鳥谷　敬（神）
□GR17 山﨑康晃（De）



□GR18 筒香嘉智（De）
□GR19 上原浩治（巨）
□GR20 坂本勇人（巨）
□GR21 岩瀬仁紀（中）
□GR22 藤井淳志（中）
□GR23 石川雅規（ヤ）
□GR24 山田哲人（ヤ）
〈LEGENDARY PLAYER〉
※各100枚限定の銀箔版
※各50枚限定の金箔版
□LP01 松中信彦（ソ）
□LP02 郭　泰源（西）
□LP03 鈴木啓示（近）
□LP04 長池徳二（急）
□LP05 小笠原道大（日）
□LP06 愛甲　猛（ロ）
□LP07 北別府学（広）
□LP08 山本和行（神）
□LP09 松原　誠（洋）
□LP10 原　辰徳（巨）
□LP11 川上憲伸（中）
□LP12 川崎憲次郎（ヤ）
〈PHANTOM〉
※各25枚限定
□PFU1 松中信彦（ソ）
□PFU2 秋山幸二（西）
□PFU3 鈴木啓示（近）
□PFU4 松永浩美（急）
□PFU5 稲葉篤紀（日）
□PFU6 初芝　清（ロ）
□PFU7 北別府学（広）
□PFU8 桧山進次郎（神）
□PFU9 佐々木主浩（横）
□PFU10 松井秀喜（巨）
□PFU11 立浪和義（中）
□PFU12 川崎憲次郎（ヤ）
[スペシャルインサートカード]
〈直筆サインカード〉
□ 和田一浩（中） 90枚
□ 川尻哲郎（神） 90枚
□ 藤本博史（ダ） 30枚
□ 宗　佑磨（オ） 30枚
□ 大西宏明（近） 90枚
□ 栗山　巧（西） 20枚
□ 石毛宏典（西） 90枚
□ 小笠原道大（日） 50枚
□ 山本和行（神） 90枚
□ 清宮幸太郎（日） 5枚
□ 槙原寛己（巨） 90枚
□ 山井大介（中） 40枚
□ 稲葉篤紀（日） 60枚
□ 才木浩人（神） 30枚
□ 野田浩司（神） 90枚
□ 鈴木尚広（巨） 90枚
□ 今井達也（西） 30枚
□ 柴田　勲（巨） 30枚
□ 上原健太（日） 10枚
□ 岩本　勉（日） 90枚
□ 北別府学（広） 75枚



□ 浅尾拓也（中） 20枚
□ 宮西尚生（日） 10枚
□ 土屋正勝（ロ） 90枚
□ 杉本裕太郎（オ） 60枚
□ 秋山幸二（西） 50枚
□ 雄平（ヤ） 30枚
□ 初芝　清（ロ） 90枚
□ 松原　誠（洋） 90枚
□ 桑原将志（De） 10枚
□ 大島洋平（中） 10枚
□ 愛甲　猛（ロ） 90枚
□ 山﨑康晃（De） 9枚
□ 小笠原慎之介（中） 10枚
□ 鈴木啓示（近） 75枚
□ 京山将弥（De） 10枚
□ 中山裕章（洋） 90枚
□ 河原純一（巨） 90枚
□ 田中和基（楽） 20枚
□ 松永浩美（急） 90枚
□ 長池徳士（急） 90枚
□ ビシエド（中） 40枚
□ 村田修一（巨） 60枚
□ 大山悠輔（神） 37枚
□ 高田　繁（巨） 30枚
□ 権藤　博（中） 90枚
□ 小川泰弘（ヤ） 30枚
□ 川崎憲次郎（ヤ） 90枚
□ 原口文仁（神） 20枚
□ バレンティン（ヤ） 30枚
□ 今江年晶（楽） 20枚
□ 中田　翔（日） 5枚
□ 岩瀬仁紀（中） 30枚
〈直筆サインカード（Picturesque版）〉
□ 牧原大成（ソ） 30枚
□ 柳田悠岐（ソ） 10枚
□ 菊池雄星（西） 20枚
□ 平井克典（西） 30枚
□ 則本昂大（楽） 10枚
□ 青山浩二（楽） 20枚
□ 金子千尋（オ） 30枚
□ 西野真弘（オ） 30枚
□ 鶴岡慎也（日） 10枚
□ 西川遥輝（日） 5枚
□ 酒居知史（ロ） 10枚
□ 三木　亮（ロ） 14枚
□ 秋山拓巳（神） 20枚
□ 北條史也（神） 30枚
□ N.ソト（De） 10枚
□ 筒香嘉智（De） 10枚
□ 吉見一起（中） 30枚
□ 松坂大輔（中） 5枚
□ ブキャナン（ヤ） 30枚
□ 山田哲人（ヤ） 30枚
〈直筆サインカード（クロスサイン版）〉
□ 松中信彦（ソ） 30枚
□ 秋山幸二（西） 10枚
□ 鈴木啓示（近） 15枚
□ 小笠原道大（日） 10枚
□ 北別府学（広） 15枚



□ 立浪和義（中） 30枚
〈直筆サインカード（コンボサイン版）〉
□ 柴田　勲（巨）＆高田　繁（巨） 30枚
〈直筆サインカード（始球式版）〉
□ 須田亜香里 30枚
□ 稲村亜美 30枚
□ 華村あすか 30枚
□ 森田真結子 67枚
□ 瀧野由美子 30枚
□ 上下　碧 30枚
□ 坪井ミサト 30枚


