
BBM阪神タイガースベースボールカード2018
[レギュラーカード]
〈レギュラー〉
□T01 金本知憲
□T02 岡本洋介
□T03 能見篤史
□T04 横山雄哉
□T05 岩貞祐太
□T06 馬場皐輔
□T07 藤浪晋太郎
□T08 岩田　稔
□T09 藤川球児
□T10 呂　彦青
□T11 尾仲祐哉
□T12 小野泰己
□T13 髙橋遥人
□T14 石崎　剛
□T15 谷川昌希
□T16 才木浩人
□T17 浜地真澄
□T18 マテオ
□T19 福永春吾
□T20 髙橋聡文
□T21 竹安大知
□T22 守屋功輝
□T23 藤谷洸介
□T24 秋山拓巳
□T25 山本翔也
□T26 モレノ
□T27 青柳晃洋
□T28 メッセンジャ－
□T29 松田遼馬
□T30 望月惇志
□T31 桑原謙太朗
□T32 牧丈一郎
□T33 岩崎　優
□T34 島本浩也
□T35 伊藤和雄
□T36 ドリス
□T37 坂本誠志郎
□T38 長坂拳弥
□T39 梅野隆太郎
□T40 小豆畑眞也
□T41 岡﨑太一
□T42 小宮山慎二
□T43 原口文仁
□T44 上本博紀
□T45 鳥谷　敬
□T46 北條史也
□T47 大山悠輔
□T48 熊谷敬宥
□T49 西岡　剛
□T50 ロサリオ
□T51 山崎憲晴
□T52 糸原健斗
□T53 森越祐人
□T54 今成亮太
□T55 陽川尚将
□T56 荒木郁也



□T57 植田　海
□T58 西田直斗
□T59 糸井嘉男
□T60 福留孝介
□T61 髙山　俊
□T62 江越大賀
□T63 伊藤隼太
□T64 島田海吏
□T65 中谷将大
□T66 板山祐太郎
□T67 緒方凌介
□T68 俊介
□T69 トラッキー／ラッキー／キー太
〈期待の新戦力〉
□T70 馬場皐輔
□T71 髙橋遥人
□T72 ロサリオ
〈記録への挑戦〉
□T73 能見篤史
□T74 鳥谷　敬
□T75 糸井嘉男
〈先発投手陣〉
□T76 藤浪晋太郎
□T77 秋山拓巳
□T78 メッセンジャー
〈Rising Stars〉
□T79 大山悠輔
□T80 糸原健斗
□T81 髙山　俊
[インサートカード]
〈成長株〉
※各150枚限定の金紙版
※各100枚限定の銀紙+ホロPP版
※各50枚限定の金紙+ホロPP版
□GU1 小野泰己
□GU2 才木浩人
□GU3 大山悠輔
□GU4 糸原健斗
〈切磋琢磨〉
※各150枚限定の金紙版
※各100枚限定の銀紙+ホロPP版
※各50枚限定の金紙+ホロPP版
□CD1 梅野隆太郎
□CD2 原口文仁
□CD3 植田　海
□CD4 髙山　俊
□CD5 中谷将大
〈虎の牙〉
※各150枚限定の金紙版
※各100枚限定の銀紙+ホロPP版
※各50枚限定の金紙+ホロPP版
□TF1 藤浪晋太郎
□TF2 秋山拓巳
□TF3 メッセンジャー
□TF4 鳥谷　敬
□TF5 糸井嘉男
□TF6 福留孝介
〈救援投手陣〉
※各150枚限定の金紙版



※各100枚限定の銀紙+ホロPP版
※各50枚限定の金紙+ホロPP版
□BT1 マテオ
□BT2 桑原謙太朗
□BT3 ドリス
〈PHANTOM〉
※各25枚限定
□PT1 能見篤史
□PT2 藤浪晋太郎
□PT3 マテオ
□PT4 秋山拓巳
□PT5 メッセンジャ－
□PT6 桑原謙太朗
□PT7 ドリス
□PT8 梅野隆太郎
□PT9 原口文仁
□PT10 上本博紀
□PT11 鳥谷　敬
□PT12 大山悠輔
□PT13 ロサリオ
□PT14 糸原健斗
□PT15 糸井嘉男
□PT16 福留孝介
□PT17 髙山　俊
□PT18 中谷将大
[スペシャルインサートカード]
〈直筆サインカード〉
□ 金本知憲 60枚
□ 能見篤史 70枚
□ 横山雄哉 90枚
□ 岩貞祐太 80枚
□ 馬場皐輔 70枚
□ 藤浪晋太郎 70枚
□ 岩田　稔 90枚
□ 藤川球児 70枚
□ 呂　彦青 90枚
□ 尾仲祐哉 70枚
□ 小野泰己 70枚
□ 髙橋遥人 60枚
□ 石崎　剛 70枚
□ 谷川昌希 70枚
□ 才木浩人 70枚
□ 浜地真澄 70枚
□ マテオ 80枚
□ 福永春吾 70枚
□ 髙橋聡文 80枚
□ 竹安大知 70枚
□ 守屋功輝 90枚
□ 藤谷洸介 70枚
□ 秋山拓巳 70枚
□ 山本翔也 90枚
□ モレノ 80枚
□ 青柳晃洋 88枚
□ メッセンジャ－ 70枚
□ 松田遼馬 89枚
□ 望月惇志 70枚
□ 桑原謙太朗 70枚
□ 牧丈一郎 70枚
□ 岩崎　優 80枚



□ 島本浩也 90枚
□ 伊藤和雄 90枚
□ ドリス 80枚
□ 坂本誠志郎 90枚
□ 長坂拳弥 70枚
□ 梅野隆太郎 70枚
□ 小豆畑眞也 90枚
□ 岡﨑太一 90枚
□ 小宮山慎二 90枚
□ 原口文仁 70枚
□ 上本博紀 70枚
□ 鳥谷　敬 70枚
□ 北條史也 70枚
□ 大山悠輔 80枚
□ 熊谷敬宥 70枚
□ 西岡　剛 70枚
□ ロサリオ 70枚
□ 山崎憲晴 90枚
□ 糸原健斗 80枚
□ 森越祐人 90枚
□ 今成亮太 90枚
□ 陽川尚将 90枚
□ 荒木郁也 90枚
□ 植田　海 70枚
□ 西田直斗 90枚
□ 糸井嘉男 69枚
□ 福留孝介 70枚
□ 髙山　俊 70枚
□ 江越大賀 80枚
□ 伊藤隼太 80枚
□ 島田海吏 70枚
□ 中谷将大 80枚
□ 板山祐太郎 80枚
□ 緒方凌介 90枚
□ 俊介 80枚
□ トラッキー 60枚
□ ラッキー 60枚
□ キー太 60枚
〈クロス直筆サインカード〉
□ 藤川球児 10枚
□ 石崎　剛 10枚
□ 西岡　剛 10枚
〈コンボサインカード〉
□ マテオ&ドリス 3枚
□ 大山悠輔&糸原健斗 3枚
〈ルーキー直筆サインカード〉
□ 馬場皐輔 10枚
□ 髙橋遥人 10枚
□ 谷川昌希 10枚
□ 牧丈一郎 10枚
□ 熊谷敬宥 10枚
□ 島田海吏 10枚
〈シルバー直筆サインカード〉
□ 能見篤史 10枚
□ 藤浪晋太郎 9枚
□ マテオ 10枚
□ 秋山拓巳 9枚
□ メッセンジャ－ 9枚
□ 桑原謙太朗 10枚



□ ドリス 10枚
□ 梅野隆太郎 10枚
□ 原口文仁 10枚
□ 上本博紀 10枚
□ 鳥谷　敬 9枚
□ 大山悠輔 9枚
□ ロサリオ 9枚
□ 糸原健斗 10枚
□ 糸井嘉男 9枚
□ 福留孝介 9枚
□ 髙山　俊 9枚
□ 中谷将大 10枚
〈1of1直筆サインカード〉
□ 藤浪晋太郎 1枚
□ 秋山拓巳 1枚
□ メッセンジャ－ 1枚
□ 鳥谷　敬 1枚
□ 大山悠輔 1枚
□ ロサリオ 1枚
□ 糸井嘉男 1枚
□ 福留孝介 1枚
□ 髙山　俊 1枚
[プロモーションカード]
〈レギュラーパラレル〉
□PR1 小野泰己
□PR2 髙橋遥人
□PR3 秋山拓巳
□PR4 上本博紀
□PR5 鳥谷　敬
□PR6 大山悠輔
□PR7 ロサリオ
□PR8 糸井嘉男
□PR9 福留孝介
〈インサートパラレル〉
□PR10 糸原健斗（書店用）
□PR11 メッセンジャ－（球場用）


