
［レギュラーカード］

〈レギュラー　金箔版〉

※各30枚限定のスカイブルー箔版

□01 王　貞治(G) 110枚

□02 山本浩二(C) 110枚

□03 ラルフ・ブライアント(Bu) 110枚

□04 オレステス・デストラーデ(L) 110枚

□05 山本昌(D) 110枚

□06 佐々木主浩(YB) 110枚

□07 松中信彦(H) 110枚

□08 松井秀喜(G) 110枚

□09 岩瀬仁紀(D) 110枚

□10 高橋由伸(G) 110枚

□11 李　承燁(G) 110枚

□12 藤川球児(T) 110枚

□13 岩隈久志(E) 110枚

□14 栗山　巧(L) 110枚

□15 柳田悠岐(H) 110枚

□16 田中将大(E) 110枚

□17 丸　佳浩(G) 110枚

□18 大瀬良大地(C) 110枚

□19 近藤健介(F) 110枚

□20 高橋周平(D) 110枚

□21 佐野恵太(DB) 110枚

□22 坂倉将吾(C) 110枚

□23 山本由伸(B) 110枚

□24 佐藤輝明(T) 110枚

□25 村上宗隆(S) 110枚

□26 佐々木朗希(M) 110枚

■マラソン／陸上競技

□27 高橋尚子 110枚

■大相撲

□28 白鵬　翔 105枚

■プロレス

□29 アントニオ猪木 105枚

□30 スタン・ハンセン 109枚

□31 武藤敬司 110枚
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■プロ野球



■レスリング

□32 吉田沙保里 110枚

■ボクシング

□33 井上尚弥 105枚

■サッカー

□34 ラモス瑠偉 110枚

□35 カズ 110枚

■競泳

□36 萩野公介 105枚

□37 池江璃花子 110枚

■スキージャンプ

□38 葛西紀明 110枚

■フリースタイルスキー

□39 上村愛子 110枚

■ラグビー

□40 田中史朗 105枚

□41 リーチ マイケル 105枚

■柔道

□42 阿部一二三 110枚

□43 阿部　詩 110枚

■バドミントン

□44 山口　茜 105枚

■体操

□45 村上茉愛 105枚

■バスケットボール

□46 田臥勇太 110枚

■競馬

□47 クリストフ・ルメール 105枚

■モータースポーツ

□48 角田裕毅 105枚

[ハイグレードインサートカード]

〈VELVET〉

※各20枚限定

□VE01 王　貞治

□VE02 山本浩二

□VE03 ラルフ・ブライアント

□VE04 オレステス・デストラーデ

□VE05 山本昌



□VE06 佐々木主浩

□VE07 松中信彦

□VE08 松井秀喜

□VE09 岩瀬仁紀

□VE10 高橋由伸

□VE11 李　承燁

□VE12 藤川球児

□VE13 岩隈久志

□VE14 栗山　巧

□VE15 柳田悠岐

□VE16 田中将大

□VE17 丸　佳浩

□VE18 大瀬良大地

□VE19 近藤健介

□VE20 高橋周平

□VE21 佐野恵太

□VE22 坂倉将吾

□VE23 山本由伸

□VE24 佐藤輝明

□VE25 村上宗隆

□VE26 佐々木朗希

□VE27 高橋尚子

□VE28 白鵬　翔

□VE29 アントニオ猪木

□VE30 スタン・ハンセン

□VE31 武藤敬司

□VE32 吉田沙保里

□VE33 井上尚弥

□VE34 ラモス瑠偉

□VE35 カズ

□VE36 萩野公介

□VE37 池江璃花子

□VE38 葛西紀明

□VE39 上村愛子

□VE40 田中史朗

□VE41 リーチ マイケル

□VE42 阿部一二三

□VE43 阿部　詩

□VE44 山口　茜



□VE45 村上茉愛

□VE46 田臥勇太

□VE47 クリストフ・ルメール

□VE48 角田裕毅

〈JET〉

※各25枚限定

□JE01 王　貞治

□JE02 山本浩二

□JE03 ラルフ・ブライアント

□JE04 オレステス・デストラーデ

□JE05 山本昌

□JE06 佐々木主浩

□JE07 松中信彦

□JE08 松井秀喜

□JE09 岩瀬仁紀

□JE10 高橋由伸

□JE11 李　承燁

□JE12 藤川球児

□JE13 岩隈久志

□JE14 栗山　巧

□JE15 柳田悠岐

□JE16 田中将大

□JE17 丸　佳浩

□JE18 大瀬良大地

□JE19 近藤健介

□JE20 高橋周平

□JE21 佐野恵太

□JE22 坂倉将吾

□JE23 山本由伸

□JE24 佐藤輝明

□JE25 村上宗隆

□JE26 佐々木朗希

□JE27 高橋尚子

□JE28 白鵬　翔

□JE29 アントニオ猪木

□JE30 スタン・ハンセン

□JE31 武藤敬司

□JE32 吉田沙保里



□JE33 井上尚弥

□JE34 ラモス瑠偉

□JE35 カズ

□JE36 萩野公介

□JE37 池江璃花子

□JE38 葛西紀明

□JE39 上村愛子

□JE40 田中史朗

□JE41 リーチ マイケル

□JE42 阿部一二三

□JE43 阿部　詩

□JE44 山口　茜

□JE45 村上茉愛

□JE46 田臥勇太

□JE47 クリストフ・ルメール

□JE48 角田裕毅

〈FOIL AUTOGRAPHED CARD〉

※各25枚限定

FA01 王　貞治

FA02 松中信彦

FA03 藤川球児

FA04 栗山　巧

FA05 柳田悠岐

FA06 田中将大

FA07 丸　佳浩

FA08 大瀬良大地

FA09 近藤健介

FA10 高橋周平

FA11 佐野恵太

FA12 山本由伸

FA13 佐藤輝明

FA14 村上宗隆

FA15 佐々木朗希

FA16 高橋尚子

FA17 白鵬　翔

FA18 カズ

FA19 池江璃花子

FA20 葛西紀明



FA21 上村愛子

FA22 田臥勇太

FA23 王貞治＆村上宗隆

FA24 王貞治＆松中信彦＆村上宗隆

〈SPARKLING〉(3Dカード)

※各25枚限定

□SP01 王　貞治

□SP02 山本浩二

□SP03 佐々木主浩

□SP04 高橋由伸

□SP05 山本由伸

□SP06 村上宗隆

□SP07 佐々木朗希

□SP08 白鵬　翔

□SP09 スタン・ハンセン

□SP10 吉田沙保里

□SP11 カズ

□SP12 村上茉愛

［プレミアムインサートカード］

〈直筆サインカード〉 横版 縦版

□ 王　貞治 9枚

□ 山本浩二 55枚 32枚

□ ラルフ・ブライアント 50枚 16枚

□ オレステス・デストラーデ 39枚 9枚

□ 山本昌 52枚 31枚

□ 佐々木主浩 12枚

□ 松中信彦 24枚

□ 岩瀬仁紀 57枚 29枚

□ 高橋由伸 30枚

□ 李　承燁 41枚 16枚

□ 藤川球児 59枚 25枚

□ 岩隈久志 64枚 31枚

□ 栗山　巧 7枚

□ 柳田悠岐 5枚

□ 田中将大 7枚

□ 大瀬良大地 10枚

□ 近藤健介 4枚



□ 高橋周平 9枚

□ 佐野恵太 15枚

□ 坂倉将吾 20枚

□ 山本由伸 15枚

□ 佐藤輝明 10枚

□ 村上宗隆 9枚

□ 佐々木朗希 6枚

□ 高橋尚子 39枚 16枚

□ 白鵬　翔 25枚

□ スタン・ハンセン 29枚

□ 武藤敬司 20枚

□ 吉田沙保里 26枚

□ 井上尚弥 28枚 16枚

□ ラモス瑠偉 83枚 30枚

□ カズ 35枚 15枚

□ 萩野公介 60枚 30枚

□ 池江璃花子 38枚 15枚

□ 葛西紀明 40枚 15枚

□ 上村愛子 38枚 15枚

□ 田中史朗 90枚 30枚

□ リーチ マイケル 58枚 31枚

□ 阿部一二三 60枚 27枚

□ 阿部　詩 58枚 28枚

□ 山口　茜 62枚 30枚

□ 村上茉愛 59枚 31枚

□ 田臥勇太 39枚 16枚

□ クリストフ・ルメール 60枚 30枚

□ 角田裕毅 57枚 30枚

〈ホログラム直筆サインカード〉 

□ 松中信彦 5枚

□ 藤川球児 5枚

□ 栗山　巧 3枚

□ 田中将大 3枚

□ 山本由伸 3枚

□ 高橋尚子 5枚

□ 白鵬　翔 5枚

□ カズ 5枚

□ 池江璃花子 5枚

□ 葛西紀明 5枚



□ 上村愛子 5枚

□ 田臥勇太 5枚

〈コンボ直筆サインカード〉 

□ 王　貞治＆村上宗隆 1枚

□ 佐々木主浩＆岩瀬仁紀 3枚

□ ラモス瑠偉＆カズ 3枚

□ 阿部一二三＆阿部　詩 3枚


