
［レギュラーカード］

〈レギュラー〉

□001 吉田義男（T）

□002 長嶋茂雄（G）

□003 米田哲也（B）

□004 王　貞治（G）

□005 山本浩二（C）

□006 鈴木啓示（Bu）

□007 福本　豊（B）

□008 東尾　修（L）

□009 ウォーレン・クロマティ（G）

□010 ランディ・バース（T）

□011 ブーマー・ウェルズ（B）

□012 掛布雅之（T）

□013 宣　銅烈（D）

□014 古田敦也（S）

□015 金本知憲（T）

□016 長谷川滋利（BW）

□017 宮本慎也（S）

□018 前田智徳（C）

□019 松中信彦（H）

□020 松井秀喜（G）

□021 黒田博樹（C）

□022 高橋由伸（G）

□023 川上憲伸（D）

□024 福浦和也（M）

□025 赤星憲広（T）

□026 李　承燁（G）

□027 新井貴浩（C）

□028 能見篤史（Bs）

□029 石川雅規（S）

□030 藤川球児（T）

□031 松坂大輔（L）

□032 青木宣親（S）

□033 内川聖一（S）

□034 中村剛也（L）

□035 栗山　巧（L）

□036 平野佳寿（Bs）

□037 増井浩俊（Bs）

□038 嶋　基宏（S）

■プロ野球
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□039 川端慎吾（S）

□040 石山泰稚（S）

□041 大野雄大（D）

□042 柳田悠岐（H）

□043 田中将大（E）

□044 坂本勇人（G）

□045 ネフタリ・ソト（DB）

□046 益田直也（M）

□047 菊池涼介（C）

□048 三嶋一輝（DB）

□049 中村悠平（S）

□050 浅村栄斗（E）

□051 杉本裕太郎（Bs）

□052 梅野隆太郎（T）

□053 岩崎　優（T）

□054 山川穂高（L）

□055 山田哲人（S）

□056 山﨑康晃（DB）

□057 甲斐拓也（H）

□058 千賀滉大（H）

□059 源田壮亮（L）

□060 吉田正尚（Bs）

□061 近藤健介（F）

□062 青柳晃洋（T）

□063 鈴木誠也（C）

□064 森　友哉（L）

□065 栗原陵矢（H）

□066 栗林良吏（C）

□067 森下暢仁（C）

□068 伊藤大海 （F）

□069 山本由伸（Bs）

□070 平良海馬（L）

□071 村上宗隆（S）

■陸上競技

□072 小池祐貴

□073 多田修平

□074 田中希実

□075 寺田明日香

□076 山西利和

□077 池田向希

■大相撲

□078 大鵬幸喜

□079 北の湖敏満



□080 千代の富士貢

□081 白鵬　翔

□082 鶴竜力三郎

□083 稀勢の里寛

■プロレス

□084 ジャイアント馬場

□085 武藤敬司

□086 髙山善廣

□087 飯伏幸太

■レスリング

□088 文田健一郎

□089 乙黒拓斗

□090 川井友香子

■ボクシング

□091 内山高志

□092 井上尚弥

□093 武居由樹

□094 入江聖奈

■サッカー

□095 カズ

□096 森島寛晃

□097 福西崇史

□098 中田浩二

■スイミング

□099 大橋悠依

□100 本多　灯

■飛込

□101 寺内　健

■水球

□102 青栁　勧

■アイスホッケー

□103 平野裕志朗

■テニス

□104 ダニエル太郎

■ラグビー

□105 姫野和樹

■ソフトテニス

□106 中堀成生

■ソフトボール

□107 宇津木妙子

□108 上野由岐子

□109 山田恵里

□110 山本　優



□111 渥美万奈

□112 藤田　倭

□113 我妻悠香

□114 後藤希友

□115 松田　光

■柔道

□116 髙藤直寿

□117 阿部一二三

□118 大野将平

□119 永瀬貴規

□120 ウルフアロン 

□121 阿部　詩

□122 新井千鶴

□123 濵田尚里

□124 素根　輝

■バドミントン

□125 福島由紀

□126 廣田彩花

□127 東野有紗

□128 渡辺勇大

■ボウリング

□129 矢島純一

■体操

□130 谷川　航

□131 萱　和磨

□132 橋本大輝

□133 北園丈琉

□134 村上茉愛

■バレーボール

□135 加藤陽一

■バスケットボール

□136 佐古賢一

□137 髙田真希

□138 町田瑠唯

□139 宮澤夕貴

□140 本橋菜子

□141 林　咲希

□142 赤穂ひまわり

■卓球

□143 丹羽孝希

□144 張本智和

□145 平野美宇

□146 伊藤美誠



■フェンシング

□147 見延和靖

□148 宇山　賢

□149 山田　優

■アーチェリー

□150 古川高晴

■スケートボード

□151 中山楓奈

□152 西矢　椛

■競馬

□153 クリストフ・ルメール

□154 キタサンブラック

□155 ソダシ

■パルクール

□156 朝倉　聖

■ダンス

□157 TAKAHIRO

［インサートカード］

メタルカード〈GOLD RAY〉

□GR1 ランディ・バース

□GR2 ブーマー・ウェルズ

□GR3 山本由伸

□GR4 ジャイアント馬場

□GR5 大橋悠依

□GR6 上野由岐子

□GR7 大野将平

□GR8 橋本大輝

□GR9 西矢　椛

※各25枚限定

※交換期限のあるエクスチェンジカードを封入

〈fantastic 3D〉

□FD1 長嶋茂雄

□FD2 王　貞治

□FD3 山本浩二

□FD4 高橋由伸

□FD5 飯伏幸太

□FD6 阿部一二三

□FD7 阿部　詩

□FD8 村上茉愛

□FD9 伊藤美誠

※各50枚限定

〈All the World〉

□AW01 長嶋茂雄



□AW02 王　貞治

□AW03 前田智徳

□AW04 松井秀喜

□AW05 李　承燁

□AW06 松坂大輔

□AW07 柳田悠岐

□AW08 坂本勇人

□AW09 山田哲人

□AW10 鈴木誠也

□AW11 栗林良吏

□AW12 村上宗隆

□AW13 田中希実

□AW14 井上尚弥

□AW15 カズ

□AW16 姫野和樹

□AW17 後藤希友

□AW18 阿部一二三

□AW19 阿部　詩

□AW20 矢島純一

□AW21 佐古賢一

□AW22 町田瑠唯

□AW23 西矢　椛

□AW24 朝倉　聖

※各60枚限定

〈EVERLASTING〉

※各250枚限定の金紙版

※各200枚限定の銀紙ホロPP版

※各150枚限定の金紙ホロPP版

□EV01 ウォーレン・クロマティ

□EV02 坂本勇人

□EV03 山本由伸

□EV04 千代の富士貢

□EV05 飯伏幸太

□EV06 井上尚弥

□EV07 大橋悠依

□EV08 姫野和樹

□EV09 後藤希友

□EV10 橋本大輝

□EV11 村上茉愛

□EV12 町田瑠唯

□EV13 伊藤美誠

□EV14 長嶋茂雄＆王貞治＆松井秀喜

□EV15 ランディ・バース＆ブーマー・ウェルズ



□EV16 前田智徳＆鈴木誠也

□EV17 阿部一二三＆阿部詩

□EV18 東野有紗＆渡辺勇大

［スペシャルインサートカード］

〈直筆サインカード〉

□吉田義男 横版 90枚

□長嶋茂雄 直書版 3枚

□米田哲也 横版 88枚

縦版 30枚

□王　貞治 縦版 30枚

□山本浩二 横版 90枚

□鈴木啓示 横版 86枚

縦版 30枚

□福本　豊 横版 90枚

□東尾　修 直書版 30枚

□ウォーレン・クロマティ 直書版 15枚

直書版 15枚

□ランディ・バース 横版 55枚

□ブーマー・ウェルズ 横版 85枚

□掛布雅之 横版 89枚

□古田敦也 縦版 30枚

□金本知憲 縦版 30枚

□長谷川滋利 横版 90枚

□宮本慎也 横版 90枚

□前田智徳 縦版 30枚

□松中信彦 縦版 30枚

□黒田博樹 縦版 30枚

□高橋由伸 縦版 30枚

□新井貴浩 横版 88枚

□能見篤史 縦版 10枚

□石川雅規 縦版 15枚

□青木宣親 縦版 15枚

□内川聖一 縦版 30枚

□中村剛也 縦版 20枚

□栗山　巧 縦版 10枚

□平野佳寿 縦版 9枚

□増井浩俊 縦版 20枚

□嶋　基宏 縦版 30枚

□川端慎吾 縦版 30枚

□石山泰稚 縦版 30枚

□ネフタリ・ソト 縦版 15枚

□三嶋一輝 縦版 15枚

□中村悠平 縦版 29枚



□杉本裕太郎 縦版 10枚

□山川穂高 縦版 9枚

□山田哲人 縦版 5枚

□山﨑康晃 縦版 5枚

□源田壮亮 縦版 5枚

□吉田正尚 縦版 5枚

□近藤健介 縦版 5枚

□森　友哉 縦版 5枚

□山本由伸 縦版 5枚

□平良海馬 縦版 5枚

□村上宗隆 縦版 5枚

□小池祐貴 横版 119枚

□多田修平 横版 90枚

□田中希実 横版 89枚

□寺田明日香 横版 90枚

□山西利和 横版 90枚

□池田向希 横版 90枚

縦版 30枚

□鶴竜力三郎 縦版 15枚

□武藤敬司 縦版 40枚

□飯伏幸太 横版 90枚

□文田健一郎 横版 86枚

縦版 30枚

□乙黒拓斗 横版 90枚

□川井友香子 横版 89枚

□内山高志 横版 95枚

□井上尚弥 横版 90枚

□武居由樹 横版 89枚

□入江聖奈 横版 88枚

縦版 30枚

□カズ 横版 90枚

縦版 30枚

□森島寛晃 横版 90枚

縦版 30枚

□福西崇史 横版 70枚

縦版 30枚

□中田浩二 横版 88枚

縦版 30枚

□大橋悠依 横版 90枚

□本多　灯 横版 90枚

縦版 30枚

□寺内健 横版 90枚

□青栁　勧 横版 90枚



縦版 30枚

□平野裕志朗 横版 90枚

□ダニエル太郎 縦版 30枚

□姫野和樹 横版 118枚

□中堀成生 横版 90枚

□宇津木妙子 横版 88枚

縦版 30枚

□上野由岐子 横版 93枚

□山田恵里 横版 90枚

□山本　優 横版 88枚

□渥美万奈 横版 90枚

□藤田　倭 横版 90枚

□我妻悠香 横版 90枚

□後藤希友 横版 90枚

□松田　光 横版 90枚

縦版 30枚

□髙藤直寿 横版 96枚

□阿部一二三 横版 85枚

□大野将平 横版 90枚

□永瀬貴規 横版 90枚

□ウルフアロン 横版 70枚

□阿部　詩 横版 83枚

□新井千鶴 縦版 45枚

□濱田尚里 横版 90枚

□素根　輝 横版 90枚

□福島由紀 横版 90枚

□廣田彩花 横版 85枚

縦版 30枚

□東野有紗 横版 84枚

□渡辺勇大 横版 85枚

□矢島純一 横版 90枚

□谷川　航 縦版 45枚

□萱　和磨 縦版 45枚

□橋本大輝 縦版 45枚

□村上茉愛 横版 90枚

□加藤陽一 横版 89枚

縦版 30枚

□佐古賢一 横版 90枚

縦版 30枚

□髙田真希 横版 89枚

□町田瑠唯 横版 89枚

□宮澤夕貴 横版 89枚

□本橋菜子 横版 75枚



縦版 30枚

□林　咲希 横版 89枚

□赤穂ひまわり 横版 90枚

□張本智和 縦版 30枚

□平野美宇 横版 89枚

□伊藤美誠 縦版 30枚

□見延和靖 横版 90枚

□宇山　賢 横版 73枚

縦版 30枚

□山田　優 横版 70枚

縦版 30枚

□古川高晴 横版 95枚

□中山楓奈 横版 90枚

□西矢　椛 横版 90枚

□クリストフ・ルメール 横版 89枚

縦版 30枚

□朝倉　聖 横版 59枚

縦版 60枚

□TAKAHIRO 横版 89枚

〈スペシャル直筆コンボサインカード〉

□ランディ・バース＆ブーマー・ウェルズ 5枚

□阿部一二三＆阿部詩 5枚

□福島由紀＆廣田彩花 5枚

□東野有紗＆渡辺勇大 5枚


