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［レギュラーカード］
〈レギュラー〉
※銀箔サイン版（＊印）
※各100枚限定の金箔サイン版（＊印）
※各50枚限定のホロ箔サイン版（＊印）
※各25枚限定の赤箔サイン版（＊印）
※各200枚限定のルーキーパラレル銀紙版（☆印)
※各100枚限定のルーキーパラレルホロ銀紙版（☆印）
※各50枚限定のルーキーパラレルグリーン箔版（☆印）
※各25枚限定のルーキーパラレルホロ箔版（☆印）
※各1枚限定のルーキーパラレルスカイブルー箔版（☆印）
※写真違いのシークレット版（○印）
※写真違いのウルトラシークレット版（◎印）

□001 工藤公康 （Ｈ）
□002 二保　旭 （Ｈ）
□003 東浜　巨＊ （Ｈ）
□004 和田　毅＊ （Ｈ）
□005 高橋　礼 （Ｈ）
□006 石川柊太＊ （Ｈ）
□007 Ｌ.モイネロ＊ （Ｈ）
□008 森　唯斗 （Ｈ）
□009 千賀滉大＊ （Ｈ）
□010 嘉弥真新也 （Ｈ）
□011 笠谷俊介 （Ｈ）
□012 甲斐拓也 （Ｈ）
□013 栗原陵矢＊ （Ｈ）
□014 松田宣浩○ （Ｈ）
□015 今宮健太 （Ｈ）
□016 明石健志 （Ｈ）
□017 周東佑京 （Ｈ）
□018 Ｙ.グラシアル （Ｈ）
□019 牧原大成 （Ｈ）
□020 中村　晃＊ （Ｈ）
□021 柳田悠岐＊◎ （Ｈ）
□022 Ａ.デスパイネ （Ｈ）
□023 井上朋也Ｒ＊☆ （Ｈ）
□024 笹川吉康Ｒ☆ （Ｈ）
□025 牧原巧汰Ｒ☆ （Ｈ）
□026 川原田純平Ｒ☆ （Ｈ）
□027 田上奏大Ｒ☆ （Ｈ）
□028 井口資仁 （Ｍ）
□029 石川　歩 （Ｍ）
□030 美馬　学＊ （Ｍ）
□031 佐々木朗希＊ （Ｍ）
□032 二木康太 （Ｍ）
□033 唐川侑己 （Ｍ）
□034 ハーマン （Ｍ）
□035 小島和哉 （Ｍ）
□036 岩下大輝 （Ｍ）
□037 益田直也＊ （Ｍ）
□038 田村龍弘 （Ｍ）
□039 鳥谷　敬＊ （Ｍ）
□040 藤岡裕大＊ （Ｍ）
□041 安田尚憲○ （Ｍ）
□042 中村奨吾＊ （Ｍ）
□043 井上晴哉 （Ｍ）



□044 荻野貴司＊ （Ｍ）
□045 藤原恭大◎ （Ｍ）
□046 角中勝也 （Ｍ）
□047 菅野剛士 （Ｍ）
□048 和田康士朗 （Ｍ）
□049 マーティン （Ｍ）
□050 鈴木昭汰Ｒ＊☆ （Ｍ）
□051 中森俊介Ｒ＊☆ （Ｍ）
□052 小川龍成Ｒ☆ （Ｍ）
□053 河村説人Ｒ☆ （Ｍ）
□054 西川僚祐Ｒ☆ （Ｍ）
□055 辻　発彦 （Ｌ）
□056 今井達也 （Ｌ）
□057 髙橋光成 （Ｌ）
□058 増田達至＊ （Ｌ）
□059 宮川　哲 （Ｌ）
□060 松坂大輔＊ （Ｌ）
□061 松本　航 （Ｌ）
□062 浜屋将太 （Ｌ）
□063 森脇亮介 （Ｌ）
□064 ニール （Ｌ）
□065 平良海馬＊ （Ｌ）
□066 森　友哉◎ （Ｌ）
□067 山川穂高＊ （Ｌ）
□068 外崎修汰○＊ （Ｌ）
□069 源田壮亮 （Ｌ）
□070 スパンジェンバーグ （Ｌ）
□071 中村剛也＊ （Ｌ）
□072 栗山　巧 （Ｌ）
□073 金子侑司 （Ｌ）
□074 木村文紀 （Ｌ）
□075 渡部健人Ｒ＊☆ （Ｌ）
□076 佐々木健Ｒ☆ （Ｌ）
□077 山村崇嘉Ｒ＊☆ （Ｌ）
□078 若林楽人Ｒ☆ （Ｌ）
□079 大曲錬Ｒ☆ （Ｌ）
□080 ブランドンＲ☆ （Ｌ）
□081 仲三河優太Ｒ☆ （Ｌ）
□082 石井一久 （Ｅ）
□083 松井裕樹 （Ｅ）
□084 岸　孝之＊ （Ｅ）
□085 則本昂大○ （Ｅ）
□086 涌井秀章＊ （Ｅ）
□087 田中将大＊ （Ｅ）
□088 牧田和久 （Ｅ）
□089 酒居知史 （Ｅ）
□090 Ａ.ブセニッツ （Ｅ）
□091 瀧中瞭太 （Ｅ）
□092 太田　光 （Ｅ）
□093 小深田大翔＊ （Ｅ）
□094 浅村栄斗＊ （Ｅ）
□095 茂木栄五郎◎ （Ｅ）
□096 鈴木大地＊ （Ｅ）
□097 黒川史陽＊ （Ｅ）
□098 銀次 （Ｅ）
□099 辰己涼介 （Ｅ）
□100 田中和基 （Ｅ）
□101 島内宏明＊ （Ｅ）
□102 小郷裕哉 （Ｅ）



□103 早川隆久Ｒ＊☆ （Ｅ）
□104 高田孝一Ｒ☆ （Ｅ）
□105 藤井　聖☆ （Ｅ）
□106 内間拓馬☆ （Ｅ）
□107 入江大樹☆ （Ｅ）
□108 内　星龍☆ （Ｅ）
□109 栗山英樹 （Ｆ）
□110 加藤貴之 （Ｆ）
□111 上沢直之＊ （Ｆ）
□112 吉田輝星 （Ｆ）
□113 宮西尚生＊ （Ｆ）
□114 河野竜生 （Ｆ）
□115 バーヘイゲン （Ｆ）
□116 秋吉　亮 （Ｆ）
□117 玉井大翔 （Ｆ）
□118 杉浦稔大 （Ｆ）
□119 宇佐見真吾 （Ｆ）
□120 中田　翔 （Ｆ）
□121 中島卓也 （Ｆ）
□122 清宮幸太郎＊ （Ｆ）
□123 渡邉　諒 （Ｆ）
□124 野村佑希＊ （Ｆ）
□125 平沼翔太 （Ｆ）
□126 王　柏融◎ （Ｆ）
□127 大田泰示○＊ （Ｆ）
□128 西川遥輝＊ （Ｆ）
□129 近藤健介 （Ｆ）
□130 伊藤大海R＊☆ （Ｆ）
□131 五十幡亮汰Ｒ＊☆ （Ｆ）
□132 古川裕大Ｒ☆ （Ｆ）
□133 細川凌平Ｒ☆ （Ｆ）
□134 根本悠楓Ｒ☆ （Ｆ）
□135 今川優馬Ｒ☆ （Ｆ）
□136 中嶋　聡 （Ｂ）
□137 山﨑福也 （Ｂ）
□138 宮城大弥＊ （Ｂ）
□139 平野佳寿 （Ｂ）
□140 山本由伸○＊ （Ｂ）
□141 山岡泰輔 （Ｂ）
□142 能見篤史＊ （Ｂ）
□143 田嶋大樹 （Ｂ）
□144 ディクソン （Ｂ）
□145 若月健矢 （Ｂ）
□146 伏見寅威 （Ｂ）
□147 安達了一 （Ｂ）
□148 福田周平 （Ｂ）
□149 大城滉二 （Ｂ）
□150 紅林弘太郎＊ （Ｂ）
□151 太田　椋＊◎ （Ｂ）
□152 モヤ （Ｂ）
□153 ジョーンズ （Ｂ）
□154 吉田正尚 （Ｂ）
□155 佐野皓大 （Ｂ）
□156 Ｔ－岡田 （Ｂ）
□157 山下舜平大Ｒ＊☆ （Ｂ）
□158 元　謙太Ｒ＊☆ （Ｂ）
□159 来田涼斗Ｒ＊☆ （Ｂ）
□160 中川　颯Ｒ☆ （Ｂ）
□161 中川拓真Ｒ☆ （Ｂ）



□162 阿部翔太Ｒ☆ （Ｂ）
□163 原　辰徳 （Ｇ）
□164 Ａ.サンチェス （Ｇ）
□165 菅野智之○＊ （Ｇ）
□166 戸郷翔征 （Ｇ）
□167 井納翔一＊ （Ｇ）
□168 今村信貴 （Ｇ）
□169 中川皓太 （Ｇ）
□170 畠　世周 （Ｇ）
□171 高梨雄平 （Ｇ）
□172 大城卓三＊ （Ｇ）
□173 増田大輝 （Ｇ）
□174 中島宏之 （Ｇ）
□175 坂本勇人＊◎ （Ｇ）
□176 岡本和真 （Ｇ）
□177 吉川尚輝 （Ｇ）
□178 Ｚ.ウィーラー （Ｇ）
□179 丸　佳浩＊ （Ｇ）
□180 亀井善行 （Ｇ）
□181 梶谷隆幸＊ （Ｇ）
□182 松原聖弥 （Ｇ）
□183 平内龍太Ｒ＊☆ （Ｇ）
□184 山崎伊織Ｒ☆ （Ｇ）
□185 中山礼都Ｒ☆ （Ｇ）
□186 伊藤優輔Ｒ☆ （Ｇ）
□187 秋広優人Ｒ＊☆ （Ｇ）
□188 山本一輝Ｒ☆ （Ｇ）
□189 萩原哲Ｒ☆ （Ｇ）
□190 矢野燿大 （Ｔ）
□191 岩崎　優 （Ｔ）
□192 チェン （Ｔ）
□193 西　勇輝○ （Ｔ）
□194 岩貞祐太 （Ｔ）
□195 藤浪晋太郎＊◎ （Ｔ）
□196 髙橋遥人 （Ｔ）
□197 秋山拓巳＊ （Ｔ）
□198 青柳晃洋 （Ｔ）
□199 スアレス （Ｔ）
□200 梅野隆太郎＊ （Ｔ）
□201 木浪聖也 （Ｔ）
□202 大山悠輔＊ （Ｔ）
□203 糸原健斗＊ （Ｔ）
□204 小幡竜平 （Ｔ）
□205 近本光司＊ （Ｔ）
□206 糸井嘉男 （Ｔ）
□207 井上広大＊ （Ｔ）
□208 サンズ＊ （Ｔ）
□209 佐藤輝明Ｒ＊☆ （Ｔ）
□210 伊藤将司Ｒ☆ （Ｔ）
□211 佐藤蓮Ｒ☆ （Ｔ）
□212 榮枝裕貴Ｒ☆ （Ｔ）
□213 村上頌樹Ｒ☆ （Ｔ）
□214 中野拓夢Ｒ☆ （Ｔ）
□215 髙寺望夢Ｒ☆ （Ｔ）
□216 石井大智Ｒ☆ （Ｔ）
□217 与田　剛 （Ｄ）
□218 柳　裕也＊ （Ｄ）
□219 梅津晃大 （Ｄ）
□220 大野雄大＊ （Ｄ）



□221 福谷浩司○ （Ｄ）
□222 祖父江大輔 （Ｄ）
□223 福　敬登 （Ｄ）
□224 松葉貴大 （Ｄ）
□225 勝野昌慶 （Ｄ）
□226 Ｒ.マルティネス＊ （Ｄ）
□227 木下拓哉 （Ｄ）
□228 Ａ.マルティネス （Ｄ）
□229 京田陽太 （Ｄ）
□230 石川昂弥＊ （Ｄ）
□231 高橋周平＊◎ （Ｄ）
□232 阿部寿樹 （Ｄ）
□233 ビシエド＊ （Ｄ）
□234 平田良介 （Ｄ）
□235 大島洋平 （Ｄ）
□236 福留孝介＊ （Ｄ）
□237 岡林勇希 （Ｄ）
□238 髙橋宏斗Ｒ＊☆ （Ｄ）
□239 森博人Ｒ☆ （Ｄ）
□240 土田龍空Ｒ＊☆ （Ｄ）
□241 福島章太Ｒ☆ （Ｄ）
□242 加藤翼Ｒ☆ （Ｄ）
□243 三好大倫Ｒ☆ （Ｄ）
□244 三浦大輔 （DB）
□245 伊勢大夢 （DB）
□246 石田健大 （DB）
□247 大貫晋一＊ （DB）
□248 三嶋一輝＊ （DB）
□249 山﨑康晃＊ （DB）
□250 今永昇太 （DB）
□251 濵口遥大 （DB）
□252 平良拳太郎○ （DB）
□253 Ｅ.エスコバー （DB）
□254 戸柱恭孝 （DB）
□255 森　敬斗 （DB）
□256 大和 （DB）
□257 柴田竜拓◎ （DB）
□258 田中俊太 （DB）
□259 宮﨑敏郎＊ （DB）
□260 Ｎ.ソト （DB）
□261 佐野恵太＊ （DB）
□262 神里和毅 （DB）
□263 Ｔ.オースティン＊ （DB）
□264 細川成也＊ （DB）
□265 入江大生Ｒ＊☆ （DB）
□266 牧　秀悟Ｒ＊☆ （DB）
□267 松本隆之介Ｒ☆ （DB）
□268 小深田大地Ｒ☆ （DB）
□269 池谷蒼大Ｒ☆ （DB）
□270 髙田琢登Ｒ☆ （DB）
□271 佐々岡真司 （Ｃ）
□272 九里亜蓮＊ （Ｃ）
□273 大瀬良大地 （Ｃ）
□274 森下暢仁＊◎ （Ｃ）
□275 野村祐輔 （Ｃ）
□276 床田寛樹 （Ｃ）
□277 塹江敦哉 （Ｃ）
□278 遠藤淳志 （Ｃ）
□279 中村祐太 （Ｃ）



□280 Ｇ.フランスア （Ｃ）
□281 會澤　翼 （Ｃ）
□282 坂倉将吾○＊ （Ｃ）
□283 田中広輔 （Ｃ）
□284 堂林翔太 （Ｃ）
□285 Ｋ.クロン （Ｃ）
□286 菊池涼介 （Ｃ）
□287 鈴木誠也＊ （Ｃ）
□288 長野久義＊ （Ｃ）
□289 松山竜平＊ （Ｃ）
□290 大盛　穂 （Ｃ）
□291 西川龍馬 （Ｃ）
□292 栗林良吏Ｒ＊☆ （Ｃ）
□293 森浦大輔Ｒ☆ （Ｃ）
□294 大道温貴Ｒ☆ （Ｃ）
□295 小林樹斗Ｒ＊☆ （Ｃ）
□296 行木俊Ｒ☆ （Ｃ）
□297 矢野雅哉Ｒ☆ （Ｃ）
□298 高津臣吾 （Ｓ）
□299 奥川恭伸○＊ （Ｓ）
□300 石山泰稚 （Ｓ）
□301 高梨裕稔 （Ｓ）
□302 清水　昇＊ （Ｓ）
□303 石川雅規＊ （Ｓ）
□304 小川泰弘 （Ｓ）
□305 マクガフ （Ｓ）
□306 梅野雄吾 （Ｓ）
□307 長谷川宙輝 （Ｓ）
□308 西田明央 （Ｓ）
□309 山田哲人＊ （Ｓ）
□310 西浦直亨 （Ｓ）
□311 内川聖一＊ （Ｓ）
□312 宮本　丈 （Ｓ）
□313 村上宗隆＊ （Ｓ）
□314 塩見泰隆 （Ｓ）
□315 青木宣親＊◎ （Ｓ）
□316 山崎晃大朗 （Ｓ）
□317 雄平 （Ｓ）
□318 坂口智隆 （Ｓ）
□319 木澤尚文Ｒ＊☆ （Ｓ）
□320 山野太一Ｒ☆ （Ｓ）
□321 内山壮真Ｒ☆ （Ｓ）
□322 元山飛優Ｒ☆ （Ｓ）
□323 並木秀尊Ｒ☆ （Ｓ）
□324 嘉手苅浩太Ｒ☆ （Ｓ）
〈チームチェックリスト〉
□325 福岡ソフトバンクホークス
□326 千葉ロッテマリーンズ
□327 埼玉西武ライオンズ
□328 東北楽天ゴールデンイーグルス
□329 北海道日本ハムファイターズ
□330 オリックス・バファローズ
□331 読売ジャイアンツ
□332 阪神タイガース
□333 中日ドラゴンズ
□334 横浜DeNAベイスターズ
□335 広島東洋カープ
□336 東京ヤクルトスワローズ
〈CROSS  TORRENT〉



※各100枚限定の特殊ホロ紙版
※各1枚限定のホロ紙＋ホロ箔版
□CT01 栗原陵矢 （Ｈ）
□CT02 周東佑京 （Ｈ）
□CT03 柳田悠岐 （Ｈ）
□CT04 石川　歩 （Ｍ）
□CT05 安田尚憲 （Ｍ）
□CT06 藤原恭大 （Ｍ）
□CT07 髙橋光成 （Ｌ）
□CT08 森　友哉 （Ｌ）
□CT09 栗山　巧 （Ｌ）
□CT10 涌井秀章 （Ｅ）
□CT11 早川隆久 （Ｅ）
□CT12 浅村栄斗 （Ｅ）
□CT13 上沢直之 （Ｆ）
□CT14 西川遥輝 （Ｆ）
□CT15 近藤健介 （Ｆ）
□CT16 山本由伸 （Ｂ）
□CT17 山岡泰輔 （Ｂ）
□CT18 吉田正尚 （Ｂ）
□CT19 菅野智之 （Ｇ）
□CT20 坂本勇人 （Ｇ）
□CT21 岡本和真 （Ｇ）
□CT22 大山悠輔 （Ｔ）
□CT23 佐藤輝明 （Ｔ）
□CT24 近本光司 （Ｔ）
□CT25 大野雄大 （Ｄ）
□CT26 京田陽太 （Ｄ）
□CT27 大島洋平 （Ｄ）
□CT28 Ｎ.ソト （DB）
□CT29 佐野恵太 （DB）
□CT30 神里和毅 （DB）
□CT31 森下暢仁 （Ｃ）
□CT32 堂林翔太 （Ｃ）
□CT33 鈴木誠也 （Ｃ）
□CT34 山田哲人 （Ｓ）
□CT35 村上宗隆 （Ｓ）
□CT36 青木宣親 （Ｓ）
［インサートカード］
〈GROWING UP〉
※各100枚限定の金箔版
□GU01 リチャード （Ｈ）
□GU02 佐々木朗希 （Ｍ）
□GU03 渡部健人 （Ｌ）
□GU04 早川隆久 （Ｅ）
□GU05 野村佑希 （Ｆ）
□GU06 宮城大弥 （Ｂ）
□GU07 平内龍太 （Ｇ）
□GU08 佐藤輝明 （Ｔ）
□GU09 髙橋宏斗 （Ｄ）
□GU10 入江大生 （DB）
□GU11 栗林良吏 （Ｃ）
□GU12 木澤尚文 （Ｓ）
〈JAPONISM〉
※各200枚限定の青箔版
※各100枚限定のピンク箔版
※各1枚限定のスカイブルー箔版
□J01 千賀滉大 （Ｈ）
□J02 二木康太 （Ｍ）



□J03 源田壮亮 （Ｌ）
□J04 田中将大 （Ｅ）
□J05 中田　翔 （Ｆ）
□J06 吉田正尚 （Ｂ）
□J07 坂本勇人 （Ｇ）
□J08 西　勇輝 （Ｔ）
□J09 高橋周平 （Ｄ）
□J10 宮﨑敏郎 （DB）
□J11 鈴木誠也 （Ｃ）
□J12 山田哲人 （Ｓ）
〈3D CROSS TORRENT〉
□3D01 周東佑京 （Ｈ）
□3D02 安田尚憲 （Ｍ）
□3D03 髙橋光成 （Ｌ）
□3D04 早川隆久 （Ｅ）
□3D05 西川遥輝 （Ｆ）
□3D06 山岡泰輔 （Ｂ）
□3D07 岡本和真 （Ｇ）
□3D08 佐藤輝明 （Ｔ）
□3D09 大野雄大 （Ｄ）
□3D10 佐野恵太 （DB）
□3D11 森下暢仁 （Ｃ）
□3D12 村上宗隆 （Ｓ）
※各25枚限定
〈CROSS FOIL SIGNING〉
□CFS01 戸郷翔征 （Ｇ）
□CFS02 坂本勇人 （Ｇ）
□CFS03 岡本和真 （Ｇ）
□CFS04 松原聖弥 （Ｇ）
□CFS05 西　勇輝 （Ｔ）
□CFS06 大山悠輔 （Ｔ）
□CFS07 佐藤輝明 （Ｔ）
□CFS08 井上広大 （Ｔ）
□CFS09 森下暢仁 （Ｃ）
□CFS10 栗林良吏 （Ｃ）
□CFS11 坂倉将吾 （Ｃ）
□CFS12 鈴木誠也 （Ｃ）
※各15枚限定
［スペシャルインサートカード］
〈メモラビリアカード〉
□M1 小深田大翔 （Ｅ） ホームジャージー 200枚
※各30枚限定のパッチ版
□M2 森下暢仁 （Ｃ） ホームジャージー 200枚
※各30枚限定のパッチ版

小深田大翔 （Ｅ） ホームジャージー
森下暢仁 （Ｃ） ホームジャージー

※各5枚限定のパッチ版
〈クロス直筆サインカード〉
□ 石川柊太 （Ｈ） 10枚
□ 森　唯斗 （Ｈ） 10枚
□ 甲斐拓也 （Ｈ） 10枚
□ 栗原陵矢 （Ｈ） 7枚
□ 中村　晃 （Ｈ） 10枚
□ 井上朋也 （Ｈ） 10枚
□ 佐々木朗希 （Ｍ） 7枚
□ 二木康太 （Ｍ） 10枚
□ 唐川侑己 （Ｍ） 10枚
□ 藤原恭大 （Ｍ） 8枚
□ 和田康士朗 （Ｍ） 10枚

10枚□M3



□ 鈴木昭汰 （Ｍ） 10枚
□ 増田達至 （Ｌ） 30枚
□ 宮川　哲 （Ｌ） 30枚
□ 平良海馬 （Ｌ） 20枚
□ 山川穂高 （Ｌ） 30枚
□ 源田壮亮 （Ｌ） 20枚
□ 渡部健人 （Ｌ） 10枚
□ 小深田大翔 （Ｅ） 5枚
□ 鈴木大地 （Ｅ） 5枚
□ 黒川史陽 （Ｅ） 5枚
□ 辰己涼介 （Ｅ） 5枚
□ 島内宏明 （Ｅ） 5枚
□ 早川隆久 （Ｅ） 7枚
□ 吉田輝星 （Ｆ） 19枚
□ 河野竜生 （Ｆ） 30枚
□ 清宮幸太郎 （Ｆ） 30枚
□ 野村佑希 （Ｆ） 8枚
□ 平沼翔太 （Ｆ） 30枚
□ 伊藤大海 （Ｆ） 10枚
□ 宮城大弥 （Ｂ） 30枚
□ 山本由伸 （Ｂ） 15枚
□ 安達了一 （Ｂ） 30枚
□ 紅林弘太郎 （Ｂ） 30枚
□ 太田　椋 （Ｂ） 30枚
□ 山下舜平大 （Ｂ） 8枚
□ 福谷浩司 （Ｄ） 30枚
□ 祖父江大輔 （Ｄ） 30枚
□ 福　敬登 （Ｄ） 30枚
□ 石川昂弥 （Ｄ） 25枚
□ 岡林勇希 （Ｄ） 30枚
□ 髙橋宏斗 （Ｄ） 8枚
□ 伊勢大夢 （DB） 15枚
□ 大貫晋一 （DB） 15枚
□ 森　敬斗 （DB） 15枚
□ 佐野恵太 （DB） 10枚
□ 田中俊太 （DB） 30枚
□ 入江大生 （DB） 8枚
□ 奥川恭伸 （Ｓ） 30枚
□ 清水　昇 （Ｓ） 30枚
□ 村上宗隆 （Ｓ） 25枚
□ 武岡龍世 （Ｓ） 30枚
□ 坂口智隆 （Ｓ） 30枚
□ 木澤尚文 （Ｓ） 8枚
〈コンボ直筆サインカード〉

山下舜平大 （Ｂ）
髙橋宏斗 （Ｄ）
入江大生 （DB）
木澤尚文 （Ｓ）
藤原恭大 （Ｍ）
野村佑希 （Ｆ）

〈スペシャル直筆サインカード〉
□ 栗原陵矢 （Ｈ） 3枚
□ 佐々木朗希 （Ｍ） 3枚
□ 早川隆久 （Ｅ） 3枚
□ 山本由伸 （Ｂ） 5枚
□ 石川昂弥 （Ｄ） 5枚
□ 佐野恵太 （DB） 5枚
□ 村上宗隆 （Ｓ） 5枚
〈ジャポニズム直筆サインカード〉

□

□

□

2枚

2枚

2枚



□ 周東佑京 （Ｈ） 10枚
□ 鳥谷　敬 （Ｍ） 10枚
□ 栗山　巧 （Ｌ） 30枚
□ 則本昂大 （Ｅ） 5枚
□ 近藤健介 （Ｆ） 29枚
□ 能見篤史 （Ｂ） 30枚
□ 福留孝介 （Ｄ） 30枚
□ 三嶋一輝 （DB） 30枚
□ 内川聖一 （Ｓ） 30枚
〈バイバック直筆サインカード〉
□ 千賀滉大 （Ｈ）

2011 ルーキーエディション 5枚
2012 2ndバージョン 1枚
2013 2ndバージョン 1枚
2017 ソフトバンク 1枚
2018 1stバージョン 1枚
2018 ソフトバンク 1枚

□ 石川　歩 （Ｍ）
2014 ルーキーエディション 3枚
2014 1stバージョン 2枚
2014 2ndバージョン 1枚
2015 1stバージョン 1枚
2016 1stバージョン 1枚
2017 ICONS 1枚

□ 銀次 （Ｅ）
2006 ルーキーエディション 5枚
2006 1stバージョン 2枚
2012 2ndバージョン 1枚
2014 2ndバージョン 1枚
2018 楽天 1枚

□ 中田　翔 （Ｆ）
2008 ルーキーエディション 3枚
2008 日本ハム 2枚
2011 1stバージョン 1枚
2011 MEGAENERGY 1枚
2012 DIAMONDAGE 1枚
2012 2ndバージョン 2枚

□ Ｔ－岡田 （Ｂ）
2006 ルーキーエディション 3枚
2011 PLATIUMAGE 2枚
2013 1stバージョン 1枚
2013 2ndバージョン 2枚
2015 2ndバージョン 2枚

□ 大野雄大 （Ｄ）
2011 ルーキーエディション 3枚
2011 1stバージョン 2枚
2011 PLATIUMAGE 2枚
2013 1stバージョン 1枚
2014 1stバージョン 1枚
2019 FUSION 1枚

□ 山﨑康晃 （DB）
2015 ルーキーエディション 5枚
2015 2ndバージョン 1枚
2015 DeNA 1枚
2015 DeNA 1枚
2015 ルーキープレミアム 2枚

□ 山田哲人 （Ｓ）
2011 ルーキーエディション 6枚
2012 1stバージョン 1枚



2016 1stバージョン 1枚
2017 ICONS 1枚
2017 1stバージョン 1枚


