
BBMベースボールカードプレミアム2019GLORY

［レギュラーカード］
〈レギュラー〉
※通常版は各100枚限定
※各70枚限定のスカイブルー箔版
※各35枚限定のパープル箔版
□G01 大瀬良大地 （Ｃ）
□G02 西川龍馬 （Ｃ）
□G03 鈴木誠也 （Ｃ）
□G04 山田哲人 （Ｓ）
□G05 村上宗隆 （Ｓ） Ｒ
□G06 青木宣親 （Ｓ）
□G07 菅野智之 （Ｇ）
□G08 坂本勇人 （Ｇ）
□G09 岡本和真 （Ｇ）
□G10 東　克樹 （DB） Ｒ
□G11 N.ソト （DB）
□G12 筒香嘉智 （DB）
□G13 笠原祥太郎 （Ｄ）
□G14 松坂大輔 （Ｄ）
□G15 平田良介 （Ｄ）
□G16 大山悠輔 （Ｔ）
□G17 糸原健斗 （Ｔ）
□G18 糸井嘉男 （Ｔ）
□G19 今井達也 （Ｌ）
□G20 山川穂高 （Ｌ）
□G21 秋山翔吾 （Ｌ）
□G22 大竹耕太郎 （Ｈ） Ｒ
□G23 柳田悠岐 （Ｈ）
□G24 上林誠知 （Ｈ）
□G25 近藤健介 （Ｆ）
□G26 清宮幸太郎 （Ｆ） Ｒ
□G27 西川遥輝 （Ｆ）
□G28 山本由伸 （Bs）
□G29 安達了一 （Bs）
□G30 吉田正尚 （Bs）
□G31 涌井秀章 （Ｍ）
□G32 安田尚憲 （Ｍ） Ｒ
□G33 井上晴哉 （Ｍ）
□G34 岸　孝之 （Ｅ）
□G35 則本昂大 （Ｅ）
□G36 田中和基 （Ｅ）
［ハイグレードインサートカード］
〈GOLDEN GREATS〉
□GG01 大瀬良大地 （Ｃ） 60枚
□GG02 西川龍馬 （Ｃ） 60枚
□GG03 鈴木誠也 （Ｃ） 60枚
□GG04 山田哲人 （Ｓ） 60枚
□GG05 村上宗隆 （Ｓ） 60枚
□GG06 青木宣親 （Ｓ） 60枚
□GG07 菅野智之 （Ｇ） 60枚
□GG08 坂本勇人 （Ｇ） 60枚
□GG09 岡本和真 （Ｇ） 60枚
□GG10 東　克樹 （DB） 60枚
□GG11 N.ソト （DB） 60枚
□GG12 筒香嘉智 （DB） 60枚
□GG13 笠原祥太郎 （Ｄ） 60枚
□GG14 松坂大輔 （Ｄ） 60枚



□GG15 平田良介 （Ｄ） 60枚
□GG16 大山悠輔 （Ｔ） 60枚
□GG17 糸原健斗 （Ｔ） 60枚
□GG18 糸井嘉男 （Ｔ） 60枚
□GG19 今井達也 （Ｌ） 60枚
□GG20 山川穂高 （Ｌ） 60枚
□GG21 秋山翔吾 （Ｌ） 60枚
□GG22 大竹耕太郎 （Ｈ） 60枚
□GG23 柳田悠岐 （Ｈ） 60枚
□GG24 上林誠知 （Ｈ） 60枚
□GG25 近藤健介 （Ｆ） 60枚
□GG26 清宮幸太郎 （Ｆ） 60枚
□GG27 西川遥輝 （Ｆ） 60枚
□GG28 山本由伸 （Bs） 60枚
□GG29 安達了一 （Bs） 60枚
□GG30 吉田正尚 （Bs） 60枚
□GG31 涌井秀章 （Ｍ） 60枚
□GG32 安田尚憲 （Ｍ） 60枚
□GG33 井上晴哉 （Ｍ） 60枚
□GG34 岸　孝之 （Ｅ） 60枚
□GG35 則本昂大 （Ｅ） 60枚
□GG36 田中和基 （Ｅ） 60枚
〈Glorious 3D〉
□3D01 西川龍馬 （Ｃ） 25枚
□3D02 村上宗隆 （Ｓ） 25枚
□3D03 岡本和真 （Ｇ） 25枚
□3D04 東　克樹 （DB） 25枚
□3D05 笠原祥太郎 （Ｄ） 25枚
□3D06 大山悠輔 （Ｔ） 25枚
□3D07 今井達也 （Ｌ） 25枚
□3D08 大竹耕太郎 （Ｈ） 25枚
□3D09 清宮幸太郎 （Ｆ） 25枚
□3D10 山本由伸 （Bs） 25枚
□3D11 安田尚憲 （Ｍ） 25枚
□3D12 田中和基 （Ｅ） 25枚
[プレミアムインサートカード］
〈メモラビリアカード〉
□ 野間峻祥 （Ｃ） ホームジャージー 90枚

※パッチ版 30枚
※スーパーパッチ版 5枚

□ 青木宣親 （Ｓ） 限定ジャージー 90枚
※パッチ版 30枚
※スーパーパッチ版 5枚

□ 吉川尚輝 （Ｇ） バット 70枚
※バレル版 20枚
※グリップエンド版 1枚

□ 筒香嘉智 （DB） ホームジャージー 90枚
※パッチ版 30枚
※スーパーパッチ版 10枚

□ 松坂大輔 （Ｄ） アンダーシャツ 99枚
※パッチ版 1枚

□ 陽川尚将 （Ｔ） 限定ジャージー 90枚
※パッチ版 30枚
※スーパーパッチ版 7枚

□ 上林誠知 （Ｈ） 限定ジャージー 90枚
※パッチ版 30枚
※スーパーパッチ版 7枚

□ 清宮幸太郎 （Ｆ） 限定ジャージー 89枚
※パッチ版 30枚



※スーパーパッチ版 6枚
□ 山本由伸 （Bs） ホームジャージー 90枚

※パッチ版 30枚
※スーパーパッチ版 7枚

□ 藤岡裕大 （Ｍ） 限定ジャージー 89枚
※パッチ版 30枚
※スーパーパッチ版 7枚

□ 今江年晶 （Ｅ） 限定ジャージー 90枚
※パッチ版 30枚
※スーパーパッチ版 5枚

〈コンボメモラビリアカード〉
菊池涼介 （Ｃ） ホームジャージー
鈴木誠也 （Ｃ） ホームジャージー
※パッチ版 10枚
青木宣親 （Ｓ） 限定ジャージー
坂口智隆 （Ｓ） ホームジャージー
※パッチ版 10枚
J.ロペス （DB） ホームジャージー
筒香嘉智 （DB） ホームジャージー
※パッチ版 10枚
大山悠輔 （Ｔ） ビジタージャージー
陽川尚将 （Ｔ） 限定ジャージー
※パッチ版 10枚
柳田悠岐 （Ｈ） ホームジャージー
上林誠知 （Ｈ） 限定ジャージー
※パッチ版 10枚
近藤健介 （Ｆ） ホームジャージー
大田泰示 （Ｆ） 限定ジャージー
※パッチ版 10枚
田嶋大樹 （Bs） ホームジャージー
山本由伸 （Bs） ホームジャージー
※パッチ版 10枚
藤岡裕大 （Ｍ） 限定ジャージー
安田尚憲 （Ｍ） ホームジャージー
※パッチ版 10枚
今江年晶 （Ｅ） 限定ジャージー
銀次 （Ｅ） ホームジャージー
※パッチ版 10枚

〈トリプルメモラビリアカード〉
菊池涼介 （Ｃ） ホームジャージー
野間峻祥 （Ｃ） ホームジャージー
鈴木誠也 （Ｃ） ホームジャージー
※パッチ版 5枚
山田哲人 （Ｓ） 限定ジャージー
青木宣親 （Ｓ） 限定ジャージー
坂口智隆 （Ｓ） ホームジャージー
※パッチ版 5枚
J.ロペス （DB） ホームジャージー
宮﨑敏郎 （DB） ビジタージャージー
筒香嘉智 （DB） ホームジャージー
※パッチ版 5枚
清宮幸太郎 （Ｆ） ホームジャージー
清宮幸太郎 （Ｆ） ビジタージャージー
清宮幸太郎 （Ｆ） 限定ジャージー
※パッチ版 5枚

〈直筆サインカード〉
□ 中村悠平 （Ｓ） 26枚
□ 山田哲人 （Ｓ） 30枚
□ 西浦直亨 （Ｓ） 30枚

□ 30枚

□ 30枚

□ 30枚

□ 30枚

□ 30枚

□ 30枚

□ 15枚

30枚□

□ 30枚

□ 30枚

□ 15枚

□

□

15枚

15枚



□ 川端慎吾 （Ｓ） 30枚
□ 青木宣親 （Ｓ） 15枚
□ 雄平 （Ｓ） 30枚
□ 今永昇太 （DB） 24枚
□ 濵口遥大 （DB） 20枚
□ J.ロペス （DB） 10枚
□ 大和 （DB） 9枚
□ 宮﨑敏郎 （DB） 10枚
□ 筒香嘉智 （DB） 9枚
□ 小笠原慎之介 （Ｄ） 30枚
□ 田島慎二 （Ｄ） 50枚
□ 鈴木博志 （Ｄ） 10枚
□ 高橋周平 （Ｄ） 30枚
□ 京田陽太 （Ｄ） 40枚
□ 福田永将 （Ｄ） 40枚
□ 平田良介 （Ｄ） 40枚
□ 大島洋平 （Ｄ） 30枚
□ 岩貞祐太 （Ｔ） 16枚
□ 藤浪晋太郎 （Ｔ） 30枚
□ 秋山拓巳 （Ｔ） 29枚
□ 桑原謙太朗 （Ｔ） 20枚
□ 梅野隆太郎 （Ｔ） 49枚
□ 鳥谷　敬 （Ｔ） 48枚
□ 北條史也 （Ｔ） 28枚
□ 大山悠輔 （Ｔ） 30枚
□ 糸原健斗 （Ｔ） 27枚
□ 糸井嘉男 （Ｔ） 50枚
□ 中谷将大 （Ｔ） 40枚
□ 増田達至 （Ｌ） 20枚
□ 多和田真三郎 （Ｌ） 20枚
□ 榎田大樹 （Ｌ） 29枚
□ 森　友哉 （Ｌ） 20枚
□ 外崎修汰 （Ｌ） 25枚
□ 源田壮亮 （Ｌ） 30枚
□ 山川穂高 （Ｌ） 15枚
□ 中村剛也 （Ｌ） 20枚
□ 秋山翔吾 （Ｌ） 30枚
□ 千賀滉大 （Ｈ） 30枚
□ 今宮健太 （Ｈ） 10枚
□ 松田宣浩 （Ｈ） 7枚
□ 柳田悠岐 （Ｈ） 10枚
□ 上林誠知 （Ｈ） 10枚
□ 上沢直之 （Ｆ） 10枚
□ 近藤健介 （Ｆ） 25枚
□ 中島卓也 （Ｆ） 5枚
□ 清宮幸太郎 （Ｆ） Ｒ 10枚
□ 西川遥輝 （Ｆ） 10枚
□ 大田泰示 （Ｆ） 10枚
□ 山岡泰輔 （Bs） 29枚
□ 増井浩俊 （Bs） 30枚
□ 吉田一将 （Bs） 50枚
□ 田嶋大樹 （Bs） Ｒ 29枚
□ 山本由伸 （Bs） 29枚
□ 伏見寅威 （Bs） 30枚
□ 安達了一 （Bs） 30枚
□ 大城滉二 （Bs） 30枚
□ 吉田正尚 （Bs） 20枚
□ 石川　歩 （Ｍ） 10枚
□ 内　竜也 （Ｍ） 9枚



□ 二木康太 （Ｍ） 10枚
□ 角中勝也 （Ｍ） 10枚
□ 松井裕樹 （Ｅ） 10枚
□ 則本昂大 （Ｅ） 10枚
□ 藤田一也 （Ｅ） 20枚
□ オコエ瑠偉 （Ｅ） 10枚


