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[レギュラーカード]

〈球団の歴史〉

□01 巨人軍発足

□02 黄金時代再び

□03 未曾有の9連覇

□04 藤田元司監督の下、8年ぶりの日本一に

□05 ミレニアムON決戦

□06 原辰徳監督の下、3連覇を果たす

□07 第3次原政権が発足

〈レギュラー　球団OB〉

□08 沢村栄治

□09 川上哲治

□10 水原　茂

□11 廣岡達朗

□12 國松　彰

□13 藤田元司

□14 中村　稔

□15 長嶋茂雄

□16 王　貞治

□17 城之内邦雄

□18 柴田　勲

□19 菅原勝矢

□20 黒江透修

□21 高橋一三

□22 倉田　誠

□23 末次利光

□24 土井正三

□25 堀内恒夫

□26 関本四十四

□27 高田　繁

□28 新浦壽夫

□29 柳田真宏

□30 河埜和正

□31 淡口憲治

□32 定岡正二

□33 西本　聖

□34 張本　勲

□35 中畑　清



□36 篠塚和典

□37 松本匡史

□38 角　盈男

□39 江川　卓

□40 鹿取義隆

□41 岡崎　郁

□42 駒田徳広

□43 原　辰徳

□44 吉村禎章

□45 槙原寛己

□46 村田真一

□47 斎藤雅樹

□48 川相昌弘

□49 水野雄仁

□50 宮本和知

□51 桑田真澄

□52 緒方耕一

□53 石毛博史

□54 元木大介

□55 大久保博元

□56 松井秀喜

□57 岡島秀樹

□58 広澤克実

□59 河原純一

□60 仁志敏久

□61 清水隆行

□62 鈴木尚広

□63 高橋由伸

□64 二岡智宏

□65 上原浩治

□66 江藤　智

□67 工藤公康

□68 髙橋尚成

□69 阿部慎之助

□70 林　昌範

□71 西村健太朗

□72 内海哲也

□73 山口鉄也

□74 小笠原道大



□75 谷　佳知

□76 ラミレス

□77 長野久義

□78 村田修一

〈レギュラー　現役選手〉

□79 澤村拓一

□80 菅野智之

□81 田口麗斗

□82 中川皓太

□83 小林誠司

□84 大城卓三

□85 坂本勇人

□86 岡本和真

□87 吉川尚輝

□88 丸　佳浩

□89 亀井善行

□90 G.パーラ

[インサートカード]

〈LEGEND OF GIANTS〉

※各200枚限定の金紙版

※各150枚限定の銀紙+ホロPP①版

※各100枚限定の金紙+ホロPP①版

※各75枚限定の銀紙+ホロPP②版

※各50枚限定の金紙+ホロPP②版

※各25枚限定のホロ紙版

□LG01 長嶋茂雄

□LG02 王　貞治

□LG03 堀内恒夫

□LG04 江川　卓

□LG05 原　辰徳

□LG06 桑田真澄

□LG07 松井秀喜

□LG08 高橋由伸

□LG09 上原浩治

□LG10 阿部慎之助

□LG11 坂本勇人

□LG12 菅野智之

〈TEAM RECORDS〉

※各200枚限定の金紙版



※各150枚限定の銀紙+ホロPP①版

※各100枚限定の金紙+ホロPP①版

※各75枚限定の銀紙+ホロPP②版

※各50枚限定の金紙+ホロPP②版

※各25枚限定のホロ紙版

□TR01 阿部慎之助

□TR02 篠塚和典

□TR03 王　貞治

□TR04 長嶋茂雄

□TR05 柴田　勲

□TR06 川上哲治

□TR07 山口鉄也

□TR08 斎藤雅樹

□TR09 槙原寛己

□TR10 角　盈男

□TR11 桑田真澄

□TR12 藤田元司

〈CROSS FOIL SIGNING〉

□FS01 沢村栄治

□FS02 川上哲治

□FS03 水原　茂

□FS04 藤田元司

□FS05 長嶋茂雄

□FS06 王　貞治

□FS07 高橋一三

□FS08 土井正三

□FS09 岡崎　郁

□FS10 原　辰徳

□FS11 吉村禎章

□FS12 水野雄仁

□FS13 宮本和知

□FS14 桑田真澄

□FS15 元木大介

□FS16 松井秀喜

□FS17 二岡智宏

□FS18 上原浩治

□FS19 工藤公康

□FS20 阿部慎之助

□FS21 西村健太朗



□FS22 内海哲也

□FS23 山口鉄也

□FS24 小笠原道大

□FS25 ラミレス

□FS26 長野久義

□FS27 村田修一

※各25枚限定

〈COMBO CROSS SIGNING〉

□CFS1 長嶋茂雄＆王　貞治

□CFS2 西本　聖＆江川　卓

□CFS3 原　辰徳＆岡本和真

□CFS4 桑田真澄＆菅野智之

□CFS5 松井秀喜＆高橋由伸

□CFS6 上原浩治＆阿部慎之助

※各10枚限定

〈TRIPLE CROSS SIGNING〉

□TFS1 駒田徳広＆吉村禎章＆槙原寛己

□TFS2 槙原寛己＆斎藤雅樹＆桑田真澄

□TFS3 坂本勇人＆岡本和真＆丸　佳浩

※各5枚限定

〈スペシャル箔サインカード〉

□SFS01 澤村拓一

□SFS02 菅野智之

□SFS03 田口麗斗

□SFS04 中川皓太

□SFS05 小林誠司

□SFS06 大城卓三

□SFS07 坂本勇人

□SFS08 岡本和真

□SFS09 吉川尚輝

□SFS10 丸　佳浩

□SFS11 亀井善行

□SFS12 G.パーラ

※各50枚限定

[スペシャルインサートカード]

〈直筆サインカード　ヨコ版〉

□ 廣岡達朗 15枚

□ 國松　彰 90枚

□ 中村　稔 90枚



□ 城之内邦雄 90枚

□ 柴田　勲 30枚

□ 菅原勝矢 88枚

□ 黒江透修 90枚

□ 倉田　誠 70枚

□ 末次利光 70枚

□ 堀内恒夫 85枚

□ 関本四十四 88枚

□ 高田　繁 90枚

□ 新浦壽夫 90枚

□ 柳田真宏 90枚

□ 河埜和正 88枚

□ 淡口憲治 90枚

□ 定岡正二 90枚

□ 西本　聖 90枚

□ 張本　勲 90枚

□ 中畑　清 85枚

□ 篠塚和典 89枚

□ 松本匡史 90枚

□ 角　盈男 90枚

□ 江川　卓 85枚

□ 鹿取義隆 90枚

□ 駒田徳広 90枚

□ 槙原寛己 90枚

□ 村田真一 70枚

□ 斎藤雅樹 60枚

□ 川相昌弘 73枚

□ 桑田真澄 30枚

□ 緒方耕一 90枚

□ 石毛博史 75枚

□ 大久保博元 90枚

□ 岡島秀樹 90枚

□ 広澤克実 89枚

□ 河原純一 90枚

□ 仁志敏久 30枚

□ 清水隆行 90枚

□ 鈴木尚広 90枚

□ 高橋由伸 25枚

□ 上原浩治 30枚



□ 江藤　智 90枚

□ 髙橋尚成 90枚

□ 林　昌範 88枚

□ 谷　佳知 89枚

〈直筆サインカード　タテ版〉

□ 中村　稔 30枚

□ 城之内邦雄 30枚

□ 菅原勝矢 30枚

□ 黒江透修 30枚

□ 倉田　誠 25枚

□ 末次利光 25枚

□ 高田　繁 30枚

□ 新浦壽夫 30枚

□ 河埜和正 30枚

□ 西本　聖 30枚

□ 角　盈男 30枚

□ 川相昌弘 25枚

□ 石毛博史 25枚

□ 大久保博元 30枚

□ 岡島秀樹 30枚

□ 広澤克実 30枚

□ 鈴木尚広 30枚

□ 林　昌範 30枚

〈スペシャル直筆サインカード〉

□ 長嶋茂雄 3枚

□ 王　貞治 5枚

□ 堀内恒夫 5枚

□ 中畑　清 5枚

□ 篠塚和典 5枚

□ 江川　卓 5枚

□ 高橋由伸 5枚


