
BBMオリックス・バファローズ　ベースボールカード2018
［レギュラーカード］
〈レギュラー〉
□Bs01 福良淳一
□Bs02 山﨑福也
□Bs03 松葉貴大
□Bs04 山岡泰輔
□Bs05 吉田一将
□Bs06 佐藤達也
□Bs07 増井浩俊
□Bs08 岸田　護
□Bs09 金子千尋
□Bs10 近藤大亮
□Bs11 西　勇輝
□Bs12 東明大貴
□Bs13 アルバース
□Bs14 塚原頌平
□Bs15 田嶋大樹
□Bs16 K-鈴木
□Bs17 ディクソン
□Bs18 比嘉幹貴
□Bs19 小林慶祐
□Bs20 山本由伸
□Bs21 本田仁海
□Bs22 海田智行
□Bs23 齋藤綱記
□Bs24 澤田圭佑
□Bs25 黒木優太
□Bs26 山田修義
□Bs27 金田和之
□Bs28 赤間　謙
□Bs29 榊原　翼
□Bs30 山﨑颯一郎
□Bs31 青山大紀
□Bs32 吉田　凌
□Bs33 佐藤世那
□Bs34 鈴木　優
□Bs35 大山暁史
□Bs36 伊藤　光
□Bs37 伏見寅威
□Bs38 西村　凌
□Bs39 若月健矢
□Bs40 飯田大祐
□Bs41 山崎勝己
□Bs42 中島宏之
□Bs43 安達了一
□Bs44 福田周平
□Bs45 西野真弘
□Bs46 宗　佑磨
□Bs47 大城滉二
□Bs48 マレーロ
□Bs49 小谷野栄一
□Bs50 縞田拓弥
□Bs51 山足達也
□Bs52 小島脩平
□Bs53 鈴木昂平
□Bs54 園部　聡
□Bs55 岡﨑大輔
□Bs56 廣澤伸哉



□Bs57 西浦颯大
□Bs58 後藤駿太
□Bs59 ロメロ
□Bs60 宮﨑祐樹
□Bs61 吉田正尚
□Bs62 小田裕也
□Bs63 吉田雄人
□Bs64 Ｔ-岡田
□Bs65 武田健吾
□Bs66 根本　薫
□Bs67 杉本裕太郎
〈NEW BULL〉
□Bs68 増井浩俊
□Bs69 アルバース
〈コンボカード〉
□Bs70 田嶋大樹＆K-鈴木
□Bs71 大城滉二＆吉田正尚
〈CHECK LIST〉
□Bs72 チェックリスト
〈Bs UNIVERSE〉
□Bs73 金子千尋
□Bs74 田嶋大樹
□Bs75 安達了一
□Bs76 宗　佑磨
□Bs77 大城滉二
□Bs78 マレーロ
□Bs79 小谷野栄一
□Bs80 吉田正尚
□Bs81 Ｔ－岡田
［インサートカード］
〈Winning formula〉
※各90枚の金紙版
※各50枚の金紙＋ホロPP版
□WF1 増井浩俊
□WF2 山本由伸
□WF3 黒木優太
〈CENTER LINE〉
※各90枚の金紙版
※各50枚の金紙＋ホロPP版
□CL1 若月健矢
□CL2 安達了一
□CL3 後藤駿太
〈experienced professional〉
※各90枚の金紙版
※各50枚の金紙＋ホロPP版
□EP1 金子千尋
□EP2 中島宏之
□EP3 小谷野栄一
〈STARTER〉
※各90枚の金紙版
※各50枚の金紙＋ホロPP版
□ST1 山岡泰輔
□ST2 西　勇輝
□ST3 田嶋大樹
〈HUGE POTENTIAL〉
※各90枚の金紙版
※各50枚の金紙＋ホロPP版
□HP1 宗　佑磨
□HP2 大城滉二



□HP3 吉田正尚
〈HEAVY HITTER〉
※各90枚の金紙版
※各50枚の金紙＋ホロPP版
□HH1 マレーロ
□HH2 ロメロ
□HH3 Ｔ－岡田
〈Phantom〉
□PBs1 山岡泰輔
□PBs2 金子千尋
□PBs3 西　勇輝
□PBs4 田嶋大樹
□PBs5 安達了一
□PBs6 宗　佑磨
□PBs7 マレーロ
□PBs8 小谷野栄一
□PBs9 後藤駿太
□PBs10 ロメロ
□PBs11 吉田正尚
□PBs12 .Ｔ－岡田
［インサートカード］
〈直筆サインカード〉 59枚
□ 福良淳一 60枚
□ 山﨑福也 60枚
□ 松葉貴大 49枚
□ 山岡泰輔 60枚
□ 吉田一将 90枚
□ 佐藤達也 49枚
□ 増井浩俊 90枚
□ 岸田　護 49枚
□ 金子千尋 60枚
□ 近藤大亮 49枚
□ 西　勇輝 90枚
□ 東明大貴 60枚
□ アルバース 90枚
□ 塚原頌平 34枚
□ 田嶋大樹 45枚
□ K-鈴木 90枚
□ ディクソン 60枚
□ 比嘉幹貴 60枚
□ 小林慶祐 60枚
□ 山本由伸 50枚
□ 本田仁海 90枚
□ 海田智行 60枚
□ 齋藤綱記 60枚
□ 澤田圭佑 60枚
□ 黒木優太 90枚
□ 山田修義 90枚
□ 金田和之 89枚
□ 赤間　謙 60枚
□ 榊原　翼 60枚
□ 山﨑颯一郎 60枚
□ 青山大紀 60枚
□ 吉田　凌 60枚
□ 佐藤世那 60枚
□ 鈴木　優 90枚
□ 大山暁史 60枚
□ 伊藤　光 45枚
□ 伏見寅威 50枚



□ 西村　凌 60枚
□ 若月健矢 90枚
□ 飯田大祐 90枚
□ 山崎勝己 20枚
□ 中島宏之 49枚
□ 安達了一 50枚
□ 福田周平 90枚
□ 西野真弘 45枚
□ 宗　佑磨 40枚
□ 大城滉二 60枚
□ マレーロ 49枚
□ 小谷野栄一 90枚
□ 縞田拓弥 50枚
□ 山足達也 90枚
□ 小島脩平 90枚
□ 鈴木昂平 60枚
□ 園部　聡 60枚
□ 岡﨑大輔 50枚
□ 廣澤伸哉 50枚
□ 西浦颯大 60枚
□ 後藤駿太 60枚
□ ロメロ 60枚
□ 宮﨑祐樹 44枚
□ 吉田正尚 60枚
□ 小田裕也 60枚
□ 吉田雄人 49枚
□ Ｔ-岡田 60枚
□ 武田健吾 60枚
□ 根本　薫 90枚
□ 杉本裕太郎
〈コンボ直筆サインカード〉
□ 田嶋大樹＆K-鈴木 5枚
□ 大城滉二＆吉田正尚 5枚
□ バファローブル&バファローベル 60枚
〈シルバー直筆サインカード〉
□ 山岡泰輔 10枚
□ 増井浩俊 10枚
□ 金子千尋 10枚
□ 西　勇輝 10枚
□ 田嶋大樹 5枚
□ 安達了一 10枚
□ 小谷野栄一 10枚
□ 吉田正尚 10枚
□ Ｔ－岡田 10枚
〈1of1直筆サインカード〉
□ 山岡泰輔 1枚
□ 増井浩俊 1枚
□ 金子千尋 1枚
□ 西　勇輝 1枚
□ 田嶋大樹 1枚
□ 安達了一 1枚
□ 小谷野栄一 1枚
□ 吉田正尚 1枚
□ Ｔ－岡田 1枚
〈クロス直筆サインカード〉
□ 伏見寅威 15枚
□ 宗　佑磨 15枚
□ 大城滉二 15枚
〈ルーキー直筆サインカード〉



□ 田嶋大樹 5枚
□ K-鈴木 10枚
□ 福田周平 10枚
□ 本田仁海 10枚
□ 西村凌 10枚
□ 西浦颯大 10枚
□ 廣澤伸哉 10枚
□ 山足達也 10枚
［プロモーションカード］
〈レギュラーパラレル（球場・書店用）〉
□PR01 山岡泰輔
□PR02 金子千尋
□PR03 西　勇輝
□PR04 安達了一
□PR05 宗　佑磨
□PR06 大城滉二
□PR07 マレーロ
□PR08 小谷野栄一
□PR09 Ｔ-岡田
〈インサートパラレル〉
□PR10 吉田正尚（球場限定）
□PR11 田嶋大樹（書店限定）


