
2020BBMベースボールカード2ndバージョン

［レギュラーカード］
＜1stバージョンアップデート版＞
※＊印に銀箔（約1/7パック）、金箔（各100枚限定）、ホロ箔（各50枚限定）、赤箔（各25枚限定）の箔サインパラレル版あり
※○印にシークレット版、◎印にウルトラシークレット版あり
□337 與座海人＊ （Ｌ）
□338 鈴木将平 （Ｌ）
□339 川越誠司 （Ｌ）
□340 東浜　巨 （Ｈ）
□341 栗原陵矢○＊ （Ｈ）
□342 長谷川勇也 （Ｈ）
□343 弓削隼人＊ （Ｅ）
□344 太田　光 （Ｅ）
□345 内田靖人 （Ｅ）
□346 鳥谷　敬○＊ （Ｍ）
□347 安田尚憲 （Ｍ）
□348 和田康士朗 （Ｍ）
□349 上沢直之＊ （Ｆ）
□350 野村佑希○ （Ｆ）
□351 髙濱祐仁 （Ｆ）
□352 田嶋大樹＊ （Ｂ）
□353 鈴木　優＊ （Ｂ）
□354 Ｔ－岡田 （Ｂ）
□355 戸郷翔征＊◎ （Ｇ）
□356 中島宏之 （Ｇ）
□357 Ｚ.ウィーラー （Ｇ）
□358 Ｓ.パットン （DB）
□359 梶谷隆幸＊ （DB）
□360 乙坂　智 （DB）
□361 能見篤史 （Ｔ）
□362 岩貞祐太 （Ｔ）
□363 秋山拓巳 （Ｔ）
□364 遠藤淳志 （Ｃ）
□365 堂林翔太＊◎ （Ｃ）
□366 Ａ.メヒア＊ （Ｃ）
□367 吉見一起 （Ｄ）
□368 Ｒ.マルティネス （Ｄ）
□369 Ａ.マルティネス◎ （Ｄ）
□370 長谷川宙輝 （Ｓ）
□371 塩見泰隆 （Ｓ）
□372 坂口智隆＊ （Ｓ）
＜レギュラー＞
※＊印に銀箔（約1/7パック）、金箔（各100枚限定）、ホロ箔（各50枚限定）、赤箔（各25枚限定）の箔サインパラレル版あり
※○印に写真違いのシークレット版あり
※◎印に写真違いのウルトラシークレット版あり
□373 今井達也＊ （Ｌ）
□374 髙橋光成 （Ｌ）
□375 増田達至 （Ｌ）
□376 宮川　哲 （Ｌ）
□377 松本　航 （Ｌ）
□378 ニール＊ （Ｌ）
□379 森　友哉 （Ｌ）
□380 山川穂高◎ （Ｌ）
□381 外崎修汰＊ （Ｌ）
□382 源田壮亮 （Ｌ）
□383 中村剛也 （Ｌ）
□384 栗山　巧○ （Ｌ）
□385 金子侑司＊ （Ｌ）
□386 木村文紀 （Ｌ）
□387 スパンジェンバーグ＊ （Ｌ）
□388 二保　旭 （Ｈ）
□389 和田　毅＊ （Ｈ）
□390 高橋　礼 （Ｈ）
□391 石川柊太 （Ｈ）
□392 Ｍ.ムーア （Ｈ）
□393 森　唯斗 （Ｈ）
□394 千賀滉大＊ （Ｈ）
□395 Ｒ.バンデンハーク （Ｈ）
□396 甲斐拓也 （Ｈ）
□397 松田宣浩 （Ｈ）
□398 今宮健太＊ （Ｈ）
□399 牧原大成 （Ｈ）
□400 Ｗ.バレンティン＊ （Ｈ）
□401 柳田悠岐◎ （Ｈ）
□402 上林誠知 （Ｈ）
□403 松井裕樹＊ （Ｅ）
□404 森原康平 （Ｅ）



□405 則本昂大＊ （Ｅ）
□406 涌井秀章 （Ｅ）
□407 酒居知史 （Ｅ）
□408 石橋良太 （Ｅ）
□409 小深田大翔 （Ｅ）
□410 浅村栄斗 （Ｅ）
□411 茂木栄五郎 （Ｅ）
□412 鈴木大地○ （Ｅ）
□413 銀次＊ （Ｅ）
□414 辰己涼介◎ （Ｅ）
□415 Ｓ.ロメロ＊ （Ｅ）
□416 島内宏明＊ （Ｅ）
□417 Ｊ.ブラッシュ （Ｅ）
□418 石川　歩＊ （Ｍ）
□419 美馬　学 （Ｍ）
□420 種市篤暉＊ （Ｍ）
□421 佐々木朗希◎ （Ｍ）
□422 二木康太 （Ｍ）
□423 小島和哉 （Ｍ）
□424 益田直也 （Ｍ）
□425 田村龍弘 （Ｍ）
□426 藤岡裕大 （Ｍ）
□427 中村奨吾 （Ｍ）
□428 井上晴哉 （Ｍ）
□429 レアード＊ （Ｍ）
□430 荻野貴司＊ （Ｍ）
□431 角中勝也 （Ｍ）
□432 マーティン （Ｍ）
□433 有原航平＊ （Ｆ）
□434 金子弌大＊ （Ｆ）
□435 マルティネス （Ｆ）
□436 河野竜生 （Ｆ）
□437 バーヘイゲン （Ｆ）
□438 秋吉　亮 （Ｆ）
□439 清水優心 （Ｆ）
□440 中田　翔＊ （Ｆ）
□441 清宮幸太郎＊ （Ｆ）
□442 渡邉　諒 （Ｆ）
□443 石井一成 （Ｆ）
□444 王　柏融 （Ｆ）
□445 大田泰示＊ （Ｆ）
□446 西川遥輝◎ （Ｆ）
□447 近藤健介 （Ｆ）
□448 山本由伸＊ （Ｂ）
□449 山岡泰輔 （Ｂ）
□450 村西良太 （Ｂ）
□451 アルバース （Ｂ）
□452 K－鈴木 （Ｂ）
□453 ディクソン＊ （Ｂ）
□454 若月健矢○ （Ｂ）
□455 安達了一＊ （Ｂ）
□456 大城滉二 （Ｂ）
□457 ロドリゲス＊ （Ｂ）
□458 廣澤伸哉 （Ｂ）
□459 中川圭太 （Ｂ）
□460 後藤駿太 （Ｂ）
□461 ジョーンズ◎ （Ｂ）
□462 吉田正尚 （Ｂ）
□463 菅野智之＊ （Ｇ）
□464 Ａ.サンチェス＊ （Ｇ）
□465 田口麗斗 （Ｇ）
□466 中川皓太 （Ｇ）
□467 Ｃ.Ｃ.メルセデス （Ｇ）
□468 大城卓三＊ （Ｇ）
□469 炭谷銀仁朗 （Ｇ）
□470 増田大輝＊ （Ｇ）
□471 坂本勇人 （Ｇ）
□472 岡本和真 （Ｇ）
□473 吉川尚輝○ （Ｇ）
□474 陽　岱鋼 （Ｇ）
□475 丸　佳浩＊ （Ｇ）
□476 亀井善行 （Ｇ）
□477 Ｇ.パーラ （Ｇ）
□478 山﨑康晃 （DB）
□479 坂本裕哉 （DB）
□480 今永昇太＊◎ （DB）
□481 濵口遥大 （DB）
□482 Ｍ.ピープルズ （DB）



□483 平良拳太郎 （DB）
□484 伊藤　光 （DB）
□485 Ｊ.ロペス （DB）
□486 大和 （DB）
□487 Ｔ.オースティン＊ （DB）
□488 柴田竜拓＊ （DB）
□489 佐野恵太○＊ （DB）
□490 宮﨑敏郎 （DB）
□491 Ｎ.ソト （DB）
□492 桑原将志 （DB）
□493 西　勇輝○＊ （Ｔ）
□494 藤川球児＊ （Ｔ）
□495 ガンケル （Ｔ）
□496 青柳晃洋 （Ｔ）
□497 ガルシア （Ｔ）
□498 梅野隆太郎 （Ｔ）
□499 木浪聖也 （Ｔ）
□500 北條史也 （Ｔ）
□501 大山悠輔 （Ｔ）
□502 マルテ＊ （Ｔ）
□503 糸原健斗＊ （Ｔ）
□504 ボーア （Ｔ）
□505 近本光司＊ （Ｔ）
□506 糸井嘉男◎ （Ｔ）
□507 福留孝介 （Ｔ）
□508 九里亜蓮 （Ｃ）
□509 大瀬良大地○＊ （Ｃ）
□510 森下暢仁 （Ｃ）
□511 中﨑翔太 （Ｃ）
□512 床田寛樹 （Ｃ）
□513 Ｋ.ジョンソン （Ｃ）
□514 Ｇ.フランスア （Ｃ）
□515 會澤　翼 （Ｃ）
□516 田中広輔 （Ｃ）
□517 菊池涼介＊ （Ｃ）
□518 西川龍馬＊ （Ｃ）
□519 鈴木誠也 （Ｃ）
□520 長野久義 （Ｃ）
□521 Ｊ.ピレラ （Ｃ）
□522 松山竜平 （Ｃ）
□523 柳　裕也＊ （Ｄ）
□524 岡田俊哉＊ （Ｄ）
□525 大野雄大＊ （Ｄ）
□526 梅津晃大 （Ｄ）
□527 岡野祐一郎 （Ｄ）
□528 山本拓実＊ （Ｄ）
□529 木下拓哉 （Ｄ）
□530 京田陽太 （Ｄ）
□531 高橋周平 （Ｄ）
□532 阿部寿樹 （Ｄ）
□533 福田永将 （Ｄ）
□534 ビシエド （Ｄ）
□535 平田良介 （Ｄ）
□536 大島洋平○＊ （Ｄ）
□537 アルモンテ （Ｄ）
□538 奥川恭伸 （Ｓ）
□539 石山泰稚＊ （Ｓ）
□540 石川雅規＊◎ （Ｓ）
□541 イノーア （Ｓ）
□542 小川泰弘＊ （Ｓ）
□543 スアレス （Ｓ）
□544 嶋　基宏 （Ｓ）
□545 山田哲人 （Ｓ）
□546 エスコバー （Ｓ）
□547 西浦直亨＊ （Ｓ）
□548 廣岡大志 （Ｓ）
□549 村上宗隆○ （Ｓ）
□550 青木宣親＊ （Ｓ）
□551 山崎晃大朗 （Ｓ）
□552 雄平 （Ｓ）
＜PROUD ACE＞
□553 ニール （Ｌ）
□554 千賀滉大 （Ｈ）
□555 則本昂大 （Ｅ）
□556 石川　歩 （Ｍ）
□557 有原航平 （Ｆ）
□558 山本由伸 （Ｂ）
□559 菅野智之 （Ｇ）



□560 今永昇太 （DB）
□561 西　勇輝 （Ｔ）
□562 大瀬良大地 （Ｃ）
□563 大野雄大 （Ｄ）
□564 石川雅規 （Ｓ）
＜BIG ARCHIST＞
□565 山川穂高 （Ｌ）
□566 柳田悠岐 （Ｈ）
□567 浅村栄斗 （Ｅ）
□568 レアード （Ｍ）
□569 中田　翔 （Ｆ）
□570 吉田正尚 （Ｂ）
□571 坂本勇人 （Ｇ）
□572 Ｎ.ソト （DB）
□573 ボーア （Ｔ）
□574 鈴木誠也 （Ｃ）
□575 高橋周平 （Ｄ）
□576 村上宗隆 （Ｓ）
＜GROUND MASTER＞
□577 松坂大輔 （Ｌ）
□578 内川聖一 （Ｈ）
□579 岸　孝之 （Ｅ）
□580 鳥谷　敬 （Ｍ）
□581 宮西尚生 （Ｆ）
□582 Ｔ－岡田 （Ｂ）
□583 亀井善行 （Ｇ）
□584 梶谷隆幸 （DB）
□585 藤川球児 （Ｔ）
□586 松山竜平 （Ｃ）
□587 吉見一起 （Ｄ）
□588 青木宣親 （Ｓ）
＜チームチェックリスト＞
□589 埼玉西武ライオンズ
□590 福岡ソフトバンクホークス
□591 東北楽天ゴールデンイーグルス
□592 千葉ロッテマリーンズ
□593 北海道日本ハムファイターズ
□594 オリックス・バファローズ
□595 読売ジャイアンツ
□596 横浜DeNAベイスターズ
□597 阪神タイガース
□598 広島東洋カープ
□599 中日ドラゴンズ
□600 東京ヤクルトスワローズ
＜CROSS BLOSSOMS＞
※各100枚限定のホロ蒸着紙版、各１枚限定のホロ紙＋共通ホロ箔の1of1パラレル版あり
□CB37 外崎修汰 （Ｌ）
□CB38 源田壮亮 （Ｌ）
□CB39 栗山　巧 （Ｌ）
□CB40 和田　毅 （Ｈ）
□CB41 森　唯斗 （Ｈ）
□CB42 松田宣浩 （Ｈ）
□CB43 鈴木大地 （Ｅ）
□CB44 辰己涼介 （Ｅ）
□CB45 島内宏明 （Ｅ）
□CB46 美馬　学 （Ｍ）
□CB47 鳥谷　敬 （Ｍ）
□CB48 福田秀平 （Ｍ）
□CB49 河野竜生 （Ｆ）
□CB50 西川遥輝 （Ｆ）
□CB51 近藤健介 （Ｆ）
□CB52 山岡泰輔 （Ｂ）
□CB53 安達了一 （Ｂ）
□CB54 ジョーンズ （Ｂ）
□CB55 中川皓太 （Ｇ）
□CB56 岡本和真 （Ｇ）
□CB57 Ｇ.パーラ （Ｇ）
□CB58 Ｔ.オースティン （DB）
□CB59 佐野恵太 （DB）
□CB60 宮﨑敏郎 （DB）
□CB61 梅野隆太郎 （Ｔ）
□CB62 糸原健斗 （Ｔ）
□CB63 糸井嘉男 （Ｔ）
□CB64 森下暢仁 （Ｃ）
□CB65 會澤　翼 （Ｃ）
□CB66 菊池涼介 （Ｃ）
□CB67 柳　裕也 （Ｄ）
□CB68 ビシエド （Ｄ）



□CB69 平田良介 （Ｄ）
□CB70 小川泰弘 （Ｓ）
□CB71 雄平 （Ｓ）
□CB72 坂口智隆 （Ｓ）
＜始球式ヒストリー＞
※200枚限定の銀紙版、100枚限定の金紙版、50枚限定のホロ銀紙版、25枚限定のホロ金紙版、6種に直筆サイン版あり
※☆印は直筆サイン版あり 枚数
□FP01 飯島直子
□FP02 広末涼子
□FP03 安藤美姫☆ 35枚

※シルバー版 5枚
□FP04 相武紗季
□FP05 福田沙紀
□FP06 久松郁実☆ 25枚

※シルバー版 5枚
□FP07 栗山千明
□FP08 哀川　翔☆ 27枚

※シルバー版 5枚
□FP09 吉田沙保里☆ 25枚

※シルバー版 5枚
□FP10 柳葉敏郎☆ 25枚

※シルバー版 5枚
□FP11 松井珠理奈☆ 15枚

※シルバー版 5枚
□FP12 吉川晃司
□FP13 戸田恵梨香
［インサートカード］
＜BREAKING NOW＞
※各150枚限定のホロ紙版、各100枚限定のホロ銀紙版、各50枚限定の特殊ホロ紙版あり
□BN01 與座海人 （Ｌ）
□BN02 栗原陵矢 （Ｈ）
□BN03 弓削隼人 （Ｅ）
□BN04 佐々木朗希 （Ｍ）
□BN05 河野竜生 （Ｆ）
□BN06 太田　椋 （Ｂ）
□BN07 戸郷翔征 （Ｇ）
□BN08 佐野恵太 （DB）
□BN09 井上広大 （Ｔ）
□BN10 坂倉将吾 （Ｃ）
□BN11 石川昂弥 （Ｄ）
□BN12 奥川恭伸 （Ｓ）
＜SOUL OF THE TEAM＞
※各100枚限定の箔押し版あり
□ST01 栗山　巧 （Ｌ）
□ST02 千賀滉大 （Ｈ）
□ST03 浅村栄斗 （Ｅ）
□ST04 種市篤暉 （Ｍ）
□ST05 有原航平 （Ｆ）
□ST06 山本由伸 （Ｂ）
□ST07 岡本和真 （Ｇ）
□ST08 Ｔ.オースティン （DB）
□ST09 西　勇輝 （Ｔ）
□ST10 鈴木誠也 （Ｃ）
□ST11 京田陽太 （Ｄ）
□ST12 山田哲人 （Ｓ）
＜PHANTOM＞
※25枚限定
□P01 森　友哉 （Ｌ）
□P02 柳田悠岐 （Ｈ）
□P03 則本昂大 （Ｅ）
□P04 佐々木朗希 （Ｍ）
□P05 中田　翔 （Ｆ）
□P06 山岡泰輔 （Ｂ）
□P07 坂本勇人 （Ｇ）
□P08 山﨑康晃 （DB）
□P09 近本光司 （Ｔ）
□P10 森下暢仁 （Ｃ）
□P11 石川昂弥 （Ｄ）
□P12 奥川恭伸 （Ｓ）
□P13 辻　発彦 （Ｌ）
□P14 工藤公康 （Ｈ）
□P15 鉄平 （Ｅ）
□P16 井口資仁 （Ｍ）
□P17 小笠原道大 （Ｆ）
□P18 田口　壮 （Ｂ）
□P19 原辰徳 （Ｇ）
□P20 Ａ.ラミレス （DB）
□P21 矢野燿大 （Ｔ）



□P22 佐々岡真司 （Ｃ）
□P23 与田　剛 （Ｄ）
□P24 池山隆寛 （Ｓ）
［スペシャルインサートカード］
＜メモラビリアカード＞ 枚数
□M1 佐々木朗希 （Ｍ） ホームジャージー 200枚

※パッチ版 20枚
□M2 奥川恭伸 （Ｓ） ホームジャージー 200枚

※パッチ版 20枚
佐々木朗希 （Ｍ） ホームジャージー
奥川恭伸 （Ｓ） ホームジャージー 15枚
※パッチ版 5枚

＜クロス直筆サインカード＞ 枚数
□ 今井達也 （Ｌ） 30枚
□ 髙橋光成 （Ｌ） 30枚
□ 外崎修汰 （Ｌ） 15枚
□ 源田壮亮 （Ｌ） 10枚
□ 森　唯斗 （Ｈ） 30枚
□ 松田宣浩 （Ｈ） 24枚
□ 今宮健太 （Ｈ） 30枚
□ 上林誠知 （Ｈ） 30枚
□ 涌井秀章 （Ｅ） 20枚
□ 浅村栄斗 （Ｅ） 15枚
□ 島内宏明 （Ｅ） 20枚
□ Ｊ.ブラッシュ （Ｅ） 20枚
□ 石川　歩 （Ｍ） 10枚
□ 鳥谷　敬 （Ｍ） 15枚
□ 藤岡裕大 （Ｍ） 10枚
□ 中村奨吾 （Ｍ） 10枚
□ レアード （Ｍ） 10枚
□ 宮西尚生 （Ｆ） 30枚
□ 中田　翔 （Ｆ） 25枚
□ 中島卓也 （Ｆ） 30枚
□ ビヤヌエバ （Ｆ） 30枚
□ 榊原　翼 （Ｂ） 29枚
□ 大城滉二 （Ｂ） 30枚
□ 西浦颯大 （Ｂ） 30枚
□ ジョーンズ （Ｂ） 25枚
□ 濵口遥大 （DB） 30枚
□ 平良拳太郎 （DB） 30枚
□ 柴田竜拓 （DB） 30枚
□ 神里和毅 （DB） 15枚
□ 青柳晃洋 （Ｔ） 26枚
□ 大山悠輔 （Ｔ） 30枚
□ 植田　海 （Ｔ） 29枚
□ 糸井嘉男 （Ｔ） 25枚
□ 岡田俊哉 （Ｄ） 30枚
□ 大野雄大 （Ｄ） 30枚
□ 加藤匠馬 （Ｄ） 30枚
□ 福田永将 （Ｄ） 30枚
□ 石山泰稚 （Ｓ） 30枚
□ 近藤一樹 （Ｓ） 30枚
□ 小川泰弘 （Ｓ） 20枚
□ 坂口智隆 （Ｓ） 20枚
＜スペシャル直筆サインカード＞
□ 源田壮亮 （Ｌ） 5枚
□ 松田宣浩 （Ｈ） 5枚
□ 浅村栄斗 （Ｅ） 5枚
□ 鳥谷　敬 （Ｍ） 5枚
□ 中田　翔 （Ｆ） 5枚
□ ジョーンズ （Ｂ） 5枚
□ 糸井嘉男 （Ｔ） 5枚
＜バイバック直筆サインカード＞
□ 松坂大輔 （Ｌ）

1999BBM No.413 2枚
2003ルーキーエディション No.122 1枚
2003BBM1stバージョン No.192 2枚
2003BBM2ndバージョン No.624 1枚
2004BBM1stバージョン No.35 1枚
2005ルーキーエディション R1 1枚
2005BBM1stバージョン No.7 1枚
2005BBM2ndバージョン No.587 1枚

□ 和田　毅 （Ｈ）
2003ルーキーエディション No.63 1枚
2003BBM1stバージョン No.273 3枚
2003BBM2ndバージョン No.687 3枚
2005ルーキーエディション R3 1枚
2005BBM2ndバージョン No.596 1枚

□M3



2010BBM20周年 No.173 1枚
□ 西川遥輝 （Ｆ）

2011ルーキーエディション No.028 3枚
2011BBM1stバージョン No.104 5枚
2014BBM1stバージョン No.150 1枚
2018FUSION No.031 1枚

□ 安達了一 （Ｂ）
2012ルーキーエディション No.025 1枚
2012BBM1stバージョン No.101 2枚
2014BBM2ndバージョン No.528 3枚
2015BBM1stバージョン No.039 2枚
2018BBM1stバージョン No.093 2枚


