
BBMベースボールカードプレミアム2020 GENESIS

[レギュラーカード]
〈レギュラー〉
※各200枚限定の赤箔版
※各100枚限定の緑箔版
※各50枚限定のホロ箔版
□001 ニール （Ｌ）
□002 森　友哉 （Ｌ）
□003 山川穂高 （Ｌ）
□004 外崎修汰 （Ｌ）
□005 源田壮亮 （Ｌ）
□006 中村剛也 （Ｌ）
□007 栗山　巧 （Ｌ）
□008 スパンジェンバーグ （Ｌ）
□009 鈴木将平 （Ｌ）
□010 東浜　巨 （Ｈ）
□011 石川柊太 （Ｈ）
□012 千賀滉大 （Ｈ）
□013 甲斐拓也 （Ｈ）
□014 栗原陵矢 （Ｈ）
□015 松田宣浩 （Ｈ）
□016 今宮健太 （Ｈ）
□017 柳田悠岐 （Ｈ）
□018 上林誠知 （Ｈ）
□019 則本昂大 （Ｅ）
□020 涌井秀章 （Ｅ）
□021 牧田和久 （Ｅ）
□022 太田　光 （Ｅ）
□023 浅村栄斗 （Ｅ）
□024 茂木栄五郎 （Ｅ）
□025 鈴木大地 （Ｅ）
□026 Ｓ.ロメロ （Ｅ）
□027 島内宏明 （Ｅ）
□028 美馬　学 （Ｍ）
□029 種市篤暉 （Ｍ）
□030 岩下大輝 （Ｍ）
□031 安田尚憲 （Ｍ）
□032 中村奨吾 （Ｍ）
□033 井上晴哉 （Ｍ）
□034 レアード （Ｍ）
□035 荻野貴司 （Ｍ）
□036 マーティン （Ｍ）
□037 有原航平 （Ｆ）
□038 河野竜生 （Ｆ）
□039 中田　翔 （Ｆ）
□040 中島卓也 （Ｆ）
□041 清宮幸太郎 （Ｆ）
□042 渡邉　諒 （Ｆ）
□043 大田泰示 （Ｆ）
□044 西川遥輝 （Ｆ）
□045 近藤健介 （Ｆ）
□046 山本由伸 （Ｂ）
□047 田嶋大樹 （Ｂ）
□048 若月健矢 （Ｂ）
□049 安達了一 （Ｂ）
□050 太田　椋 （Ｂ）
□051 ロドリゲス （Ｂ）
□052 ジョーンズ （Ｂ）



□053 吉田正尚 （Ｂ）
□054 Ｔ－岡田 （Ｂ）
□055 戸郷翔征 （Ｇ）
□056 菅野智之 （Ｇ）
□057 大城卓三 （Ｇ）
□058 中島宏之 （Ｇ）
□059 坂本勇人 （Ｇ）
□060 岡本和真 （Ｇ）
□061 吉川尚輝 （Ｇ）
□062 丸　佳浩 （Ｇ）
□063 Ｇ.パーラ （Ｇ）
□064 山﨑康晃 （DB）
□065 今永昇太 （DB）
□066 平良拳太郎 （DB）
□067 Ｊ.ロペス （DB）
□068 Ｔ.オースティン （DB）
□069 佐野恵太 （DB）
□070 宮﨑敏郎 （DB）
□071 Ｎ.ソト （DB）
□072 梶谷隆幸 （DB）
□073 西　勇輝 （Ｔ）
□074 青柳晃洋 （Ｔ）
□075 梅野隆太郎 （Ｔ）
□076 大山悠輔 （Ｔ）
□077 糸原健斗 （Ｔ）
□078 ボーア （Ｔ）
□079 近本光司 （Ｔ）
□080 糸井嘉男 （Ｔ）
□081 サンズ （Ｔ）
□082 大瀬良大地 （Ｃ）
□083 森下暢仁 （Ｃ）
□084 會澤　翼 （Ｃ）
□085 堂林翔太 （Ｃ）
□086 菊池涼介 （Ｃ）
□087 西川龍馬 （Ｃ）
□088 鈴木誠也 （Ｃ）
□089 Ｊ.ピレラ （Ｃ）
□090 松山竜平 （Ｃ）
□091 岡野祐一郎 （Ｄ）
□092 Ａ.マルティネス （Ｄ）
□093 京田陽太 （Ｄ）
□094 石川昂弥 （Ｄ）
□095 高橋周平 （Ｄ）
□096 阿部寿樹 （Ｄ）
□097 ビシエド （Ｄ）
□098 平田良介 （Ｄ）
□099 大島洋平 （Ｄ）
□100 小川泰弘 （Ｓ）
□101 山田哲人 （Ｓ）
□102 エスコバー （Ｓ）
□103 西浦直亨 （Ｓ）
□104 村上宗隆 （Ｓ）
□105 青木宣親 （Ｓ）
□106 山崎晃大朗 （Ｓ）
□107 雄平 （Ｓ）
□108 坂口智隆 （Ｓ）
〈チームチェックリスト〉
□CL01 埼玉西武ライオンズ
□CL02 福岡ソフトバンクホークス



□CL03 東北楽天ゴールデンイーグルス
□CL04 千葉ロッテマリーンズ
□CL05 北海道日本ハムファイターズ
□CL06 オリックス・バファローズ
□CL07 読売ジャイアンツ
□CL08 横浜DeNAベイスターズ
□CL09 阪神タイガース
□CL10 広島東洋カープ
□CL11 中日ドラゴンズ
□CL12 東京ヤクルトスワローズ
［ハイグレードインサートカード］
〈ELITE OF NINE〉
□EN01 外崎修汰 （Ｌ）
□EN02 松田宣浩 （Ｈ）
□EN03 浅村栄斗 （Ｅ）
□EN04 中村奨吾 （Ｍ）
□EN05 中田　翔 （Ｆ）
□EN06 吉田正尚 （Ｂ）
□EN07 坂本勇人 （Ｇ）
□EN08 佐野恵太 （DB）
□EN09 大山悠輔 （Ｔ）
□EN10 堂林翔太 （Ｃ）
□EN11 京田陽太 （Ｄ）
□EN12 村上宗隆 （Ｓ）
※各50枚限定
〈GAME CHANGER〉
□GC01 源田壮亮 （Ｌ）
□GC02 柳田悠岐 （Ｈ）
□GC03 涌井秀章 （Ｅ）
□GC04 種市篤暉 （Ｍ）
□GC05 近藤健介 （Ｆ）
□GC06 山本由伸 （Ｂ）
□GC07 岡本和真 （Ｇ）
□GC08 山﨑康晃 （DB）
□GC09 西　勇輝 （Ｔ）
□GC10 西川龍馬 （Ｃ）
□GC11 大島洋平 （Ｄ）
□GC12 山田哲人 （Ｓ）
※各50枚限定
〈CROSS BLOSSOMS〉
□CS01 鈴木将平 （Ｌ）
□CS02 栗原陵矢 （Ｈ）
□CS03 太田　光 （Ｅ）
□CS04 安田尚憲 （Ｍ）
□CS05 河野竜生 （Ｆ）
□CS06 太田　椋 （Ｂ）
□CS07 戸郷翔征 （Ｇ）
□CS08 平良拳太郎 （DB）
□CS09 青柳晃洋 （Ｔ）
□CS10 森下暢仁 （Ｃ）
□CS11 石川昂弥 （Ｄ）
□CS12 山崎晃大朗 （Ｓ）
※各50枚限定
［プレミアムインサートカード］
〈メモラビリアカード〉
□ 周東佑京 （Ｈ） ホームジャージー 300枚
□ Ｗ.バレンティン （Ｈ） ビジタージャージー 300枚
□ 柳田悠岐 （Ｈ） ホームジャージー 300枚
□ 涌井秀章 （Ｅ） ホームジャージー 300枚



□ 浅村栄斗 （Ｅ） ビジタージャージー 300枚
□ 鈴木大地 （Ｅ） ホームジャージー 300枚
□ 美馬　学 （Ｍ） ホームジャージー 300枚
□ 鳥谷　敬 （Ｍ） ホームジャージー 300枚
□ 福田秀平 （Ｍ） ビジタージャージー 300枚
□ 種市篤暉 （Ｍ） ホームジャージー 300枚
□ 王　柏融 （Ｆ） ホームジャージー 300枚
□ 山岡泰輔 （Ｂ） ホームジャージー 300枚
□ 山本由伸 （Ｂ） ホームジャージー 300枚
□ 中川圭太 （Ｂ） ビジタージャージー 300枚
□ 炭谷銀仁朗 （Ｇ） 200枚
□ 山﨑康晃 （DB） ホームジャージー 300枚
□ 伊藤　光 （DB） ホームジャージー 300枚
□ 佐野恵太 （DB） ホームジャージー 300枚
□ 宮﨑敏郎 （DB） ビジタージャージー 300枚
□ 西　勇輝 （Ｔ） ビジタージャージー 300枚
□ 藤川球児 （Ｔ） ホームジャージー 300枚
□ 梅野隆太郎 （Ｔ） ビジタージャージー 300枚
□ 原口文仁 （Ｔ） ホームジャージー 300枚
□ 近本光司 （Ｔ） ホームジャージー 300枚
□ 西川龍馬 （Ｃ） ホームジャージー 300枚
□ 大野雄大 （Ｄ） アンダーシャツ 350枚
□ 根尾　昂 （Ｄ） バッティンググラブ 20枚
□ ビシエド （Ｄ） バッティンググラブ 20枚
□ 石川雅規 （Ｓ） ホームジャージー 300枚
□ 五十嵐亮太 （Ｓ） ホームジャージー 300枚
□ 山田哲人 （Ｓ） ホームジャージー 300枚
〈ビッグパッチカード〉
□ 周東佑京 （Ｈ） ホームジャージー 30枚
□ Ｗ.バレンティン （Ｈ） ビジタージャージー 30枚
□ 柳田悠岐 （Ｈ） ホームジャージー 30枚
□ 涌井秀章 （Ｅ） ホームジャージー 30枚
□ 浅村栄斗 （Ｅ） ビジタージャージー 30枚
□ 鈴木大地 （Ｅ） ホームジャージー 30枚
□ 美馬　学 （Ｍ） ホームジャージー 30枚
□ 鳥谷　敬 （Ｍ） ホームジャージー 30枚
□ 福田秀平 （Ｍ） ビジタージャージー 30枚
□ 種市篤暉 （Ｍ） ホームジャージー 30枚
□ 王　柏融 （Ｆ） ホームジャージー 30枚
□ 山岡泰輔 （Ｂ） ホームジャージー 30枚
□ 山本由伸 （Ｂ） ホームジャージー 30枚
□ 中川圭太 （Ｂ） ビジタージャージー 30枚
□ 山﨑康晃 （DB） ホームジャージー 30枚
□ 伊藤　光 （DB） ホームジャージー 30枚
□ 佐野恵太 （DB） ホームジャージー 30枚
□ 宮﨑敏郎 （DB） ビジタージャージー 30枚
□ 西　勇輝 （Ｔ） ビジタージャージー 30枚
□ 藤川球児 （Ｔ） ホームジャージー 30枚
□ 梅野隆太郎 （Ｔ） ビジタージャージー 30枚
□ 原口文仁 （Ｔ） ホームジャージー 30枚
□ 近本光司 （Ｔ） ホームジャージー 30枚
□ 西川龍馬 （Ｃ） ホームジャージー 30枚
□ 大野雄大 （Ｄ） アンダーシャツ 1枚
□ 石川雅規 （Ｓ） ホームジャージー 30枚
□ 五十嵐亮太 （Ｓ） ホームジャージー 30枚
□ 山田哲人 （Ｓ） ホームジャージー 30枚
〈スーパーパッチカード〉
□ 高橋　礼 （Ｈ） ホームジャージー 7枚
□ 周東佑京 （Ｈ） ホームジャージー 4枚

バット



□ Ｗ.バレンティン （Ｈ） ビジタージャージー 6枚
□ 柳田悠岐 （Ｈ） ホームジャージー 5枚
□ 柳田悠岐 （Ｈ） 1枚
□ 涌井秀章 （Ｅ） ホームジャージー 6枚
□ 浅村栄斗 （Ｅ） ビジタージャージー 5枚
□ 鈴木大地 （Ｅ） ホームジャージー 5枚
□ 鈴木大地 （Ｅ） 1枚
□ 美馬　学 （Ｍ） ホームジャージー 7枚
□ 鳥谷　敬 （Ｍ） ホームジャージー 7枚
□ 福田秀平 （Ｍ） ビジタージャージー 6枚
□ 佐々木朗希 （Ｍ） ホームジャージー 5枚
□ 種市篤暉 （Ｍ） ホームジャージー 8枚
□ 有原航平 （Ｆ） ホームジャージー 7枚
□ 宮西尚生 （Ｆ） ビジタージャージー 6枚
□ 清宮幸太郎 （Ｆ） ホームジャージー 5枚
□ 王　柏融 （Ｆ） ホームジャージー 6枚
□ 王　柏融 （Ｆ） キャップ 1枚
□ 大田泰示 （Ｆ） ビジタージャージー 5枚
□ 山岡泰輔 （Ｂ） ホームジャージー 7枚
□ 山本由伸 （Ｂ） ホームジャージー 7枚
□ 山本由伸 （Ｂ） キャップ 1枚
□ 中川圭太 （Ｂ） ビジタージャージー 7枚
□ 炭谷銀仁朗 （Ｇ） バット 1枚
□ 岡本和真 （Ｇ） バット 1枚
□ 吉川尚輝 （Ｇ） バット 1枚
□ 山﨑康晃 （DB） ホームジャージー 7枚
□ 山﨑康晃 （DB） キャップ 1枚
□ 伊藤　光 （DB） ホームジャージー 7枚
□ 佐野恵太 （DB） ホームジャージー 8枚
□ 宮﨑敏郎 （DB） ビジタージャージー 7枚
□ 西　勇輝 （Ｔ） ビジタージャージー 9枚
□ 藤川球児 （Ｔ） ホームジャージー 8枚
□ 藤川球児 （Ｔ） キャップ 1枚
□ 梅野隆太郎 （Ｔ） ビジタージャージー 9枚
□ 原口文仁 （Ｔ） ホームジャージー 9枚
□ 近本光司 （Ｔ） ホームジャージー 7枚
□ 野村祐輔 （Ｃ） ビジタージャージー 8枚
□ 會澤翼 （Ｃ） ホームジャージー 8枚
□ 西川龍馬 （Ｃ） ホームジャージー 7枚
□ 西川龍馬 （Ｃ） キャップ 1枚
□ 鈴木誠也 （Ｃ） ビジタージャージー 8枚
□ 長野久義 （Ｃ） ホームジャージー 8枚
□ 根尾　昂 （Ｄ） バッティンググラブ 2枚
□ 奥川恭伸 （Ｓ） ホームジャージー 5枚
□ 石川雅規 （Ｓ） ホームジャージー 7枚
□ 五十嵐亮太 （Ｓ） ホームジャージー 7枚
□ 山田哲人 （Ｓ） ホームジャージー 7枚
□ 山田哲人 （Ｓ） キャップ 1枚
□ 村上宗隆 （Ｓ） ホームジャージー 7枚
〈コンボメモラビリアカード〉

種市篤暉 （Ｍ） ホームジャージー
山本由伸 （Ｂ） ホームジャージー

※15枚限定のパッチ版
涌井秀章 （Ｅ） ホームジャージー
美馬　学 （Ｍ） ホームジャージー

※15枚限定のパッチ版
山﨑康晃 （DB） ホームジャージー
藤川球児 （Ｔ） ホームジャージー

※15枚限定のパッチ版

30枚

キャップ

キャップ

30枚

30枚

□

□

□



〈トリプルメモラビリアカード〉
有原航平 （Ｆ） ホームジャージー
山岡泰輔 （Ｂ） ホームジャージー
石川雅規 （Ｓ） ホームジャージー

※10枚限定のパッチ版
〈カルテットメモラビリアカード〉

柳田悠岐 （Ｈ） ホームジャージー
浅村栄斗 （Ｅ） ビジタージャージー
鈴木誠也 （Ｃ） ビジタージャージー
山田哲人 （Ｓ） ホームジャージー

※5枚限定のパッチ版
〈30周年記念スーパーパッチカード〉
□ 高橋由伸 （Ｇ） ホームジャージー（1998） 3枚
□ 松坂大輔 （Ｌ） サードジャージー（2003） 5枚
□ 川崎宗則 （Ｈ） ホームジャージー（2004） 7枚
□ 立浪和義 （Ｄ） ホームジャージー（2005） 7枚
□ 田中将大 （Ｅ） ホームジャージー（2011） 4枚
〈直筆ボールサインカード〉
□ 森　友哉 （Ｌ） 20枚
□ 外崎修汰 （Ｌ） 20枚
□ 源田壮亮 （Ｌ） 20枚
□ 高橋　礼 （Ｈ） 20枚
□ 千賀滉大 （Ｈ） 18枚
□ 周東佑京 （Ｈ） 12枚
□ 則本昂大 （Ｅ） 18枚
□ 涌井秀章 （Ｅ） 12枚
□ 浅村栄斗 （Ｅ） 20枚
□ 種市篤暉 （Ｍ） 20枚
□ 佐々木朗希 （Ｍ） 19枚
□ 荻野貴司 （Ｍ） 20枚
□ 有原航平 （Ｆ） 20枚
□ 清宮幸太郎 （Ｆ） 20枚
□ 大田泰示 （Ｆ） 20枚
□ 山﨑康晃 （DB） 20枚
□ 今永昇太 （DB） 20枚
□ 森　敬斗 （DB） 20枚
□ 西　純矢 （Ｔ） 10枚
□ 近本光司 （Ｔ） 9枚
□ 糸井嘉男 （Ｔ） 10枚
□ 柳　裕也 （Ｄ） 20枚
□ 大野雄大 （Ｄ） 20枚
□ 石川昂弥 （Ｄ） 19枚
□ 奥川恭伸 （Ｓ） 23枚
□ 山田哲人 （Ｓ） 10枚
□ 村上宗隆 （Ｓ） 10枚
〈クロス直筆サインカード〉
□ 増田達至 （Ｌ） 30枚
□ 松坂大輔 （Ｌ） 23枚
□ 平井克典 （Ｌ） 30枚
□ 内海哲也 （Ｌ） 30枚
□ 山川穂高 （Ｌ） 13枚
□ 栗山　巧 （Ｌ） 15枚
□ 和田　毅 （Ｈ） 28枚
□ 甲斐拓也 （Ｈ） 30枚
□ 内川聖一 （Ｈ） 29枚
□ Ｙ.グラシアル （Ｈ） 25枚
□ 柳田悠岐 （Ｈ） 20枚
□ Ａ.デスパイネ （Ｈ） 29枚
□ 岸　孝之 （Ｅ） 25枚

10枚

□

□

20枚



□ 森原康平 （Ｅ） 30枚
□ 則本昂大 （Ｅ） 10枚
□ 宋　家豪 （Ｅ） 28枚
□ 辛島　航 （Ｅ） 30枚
□ 茂木栄五郎 （Ｅ） 20枚
□ 種市篤暉 （Ｍ） 5枚
□ 岩下大輝 （Ｍ） 20枚
□ 益田直也 （Ｍ） 19枚
□ 井上晴哉 （Ｍ） 15枚
□ 荻野貴司 （Ｍ） 20枚
□ 角中勝也 （Ｍ） 20枚
□ 上沢直之 （Ｆ） 30枚
□ 秋吉　亮 （Ｆ） 30枚
□ 渡邉　諒 （Ｆ） 30枚
□ 王　柏融 （Ｆ） 28枚
□ 西川遥輝 （Ｆ） 25枚
□ 近藤健介 （Ｆ） 30枚
□ 増井浩俊 （Ｂ） 28枚
□ 山本由伸 （Ｂ） 10枚
□ ディクソン （Ｂ） 60枚
□ 若月健矢 （Ｂ） 30枚
□ 安達了一 （Ｂ） 60枚
□ 吉田正尚 （Ｂ） 20枚
□ 今永昇太 （DB） 15枚
□ 伊藤　光 （DB） 30枚
□ Ｊ.ロペス （DB） 29枚
□ 大和 （DB） 30枚
□ 宮﨑敏郎 （DB） 30枚
□ 能見篤史 （Ｔ） 30枚
□ 藤川球児 （Ｔ） 30枚
□ 北條史也 （Ｔ） 30枚
□ 糸原健斗 （Ｔ） 25枚
□ 福留孝介 （Ｔ） 29枚
□ 髙山　俊 （Ｔ） 28枚
□ 小笠原慎之介 （Ｄ） 30枚
□ 京田陽太 （Ｄ） 30枚
□ 高橋周平 （Ｄ） 30枚
□ ビシエド （Ｄ） 50枚
□ 平田良介 （Ｄ） 30枚
□ 大島洋平 （Ｄ） 25枚
□ 石川雅規 （Ｓ） 20枚
□ 中村悠平 （Ｓ） 30枚
□ 川端慎吾 （Ｓ） 30枚
□ 村上宗隆 （Ｓ） 13枚
□ 青木宣親 （Ｓ） 15枚
□ 雄平 （Ｓ） 20枚
〈コンボ直筆サインカード〉

松坂大輔 （Ｌ）
和田　毅 （Ｈ）
山川穂高 （Ｌ）
村上宗隆 （Ｓ）
宋　家豪 （Ｅ）
王　柏融 （Ｆ）

〈スペシャル直筆サインカード〉
□ 松坂大輔 （Ｌ） 5枚
□ 柳田悠岐 （Ｈ） 5枚
□ 岸　孝之 （Ｅ） 5枚
□ 井上晴哉 （Ｍ） 5枚
□ 西川遥輝 （Ｆ） 5枚

2枚

2枚

2枚□

□

□



□ 山本由伸 （Ｂ） 5枚
□ 今永昇太 （DB） 5枚
□ 糸原健斗 （Ｔ） 5枚
□ 大島洋平 （Ｄ） 5枚
□ 青木宣親 （Ｓ） 5枚
〈直筆サイン＆メモラビリアカード〉
□SM1 柳田悠岐 （Ｈ） ホームジャージー 5枚
□SM2 種市篤暉 （Ｍ） ホームジャージー 5枚
□SM3 山本由伸 （Ｂ） ホームジャージー 5枚
□SM4 村上宗隆 （Ｓ） ホームジャージー 5枚
〈クロス直筆サイン＆メモラビリアカード〉
□CSM1 佐々木朗希 （Ｍ） ホームジャージー 3枚
□CSM2 奥川恭伸 （Ｓ） ホームジャージー 3枚
〈ブックレットカード〉
※エクスチェンジカードを封入
□BL1 村上宗隆 （Ｓ） ホームジャージー 4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
千賀滉大 （Ｈ） ボールサイン
則本昂大 （Ｅ） ボールサイン

〈トリプルブックレットカード〉
※エクスチェンジカードを封入

佐々木朗希 （Ｍ） ボールサイン
石川昂弥 （Ｄ） ボールサイン
奥川恭伸 （Ｓ） ボールサイン

〈バイバック直筆サインカード〉
□ 則本昂大 （Ｅ）

2013 ルーキーエディションNo.63 1枚
2013 BBM1stバージョンNo.266 5枚
2013 BBM2ndバージョンNo.608 3枚

□ 宮﨑敏郎 （DB）
2013 ルーキーエディションNo.40 4枚
2013 BBM1stバージョンNo.162 1枚
2013 ルーキープレミアムRP18 1枚
2018 BBM2ndバージョンNo.530 2枚
2018 DeNA DB52 2枚

□ 青木宣親 （Ｓ）
2004 ルーキーエディションNo.61 2枚
2004 BBM1stバージョンNo.308 1枚
2005 BBM2ndバージョンNo.657 1枚
2010 BBM20周年No.162 1枚
2010 BBM20周年No.243 2枚
2018 BBM1stバージョンNo.530 3枚

2枚

2枚

1枚

□BL3

□TBL1

□BL2


