
BBM東北楽天ゴールデンイーグルスベースボールカード2022

[レギュラーカード] 

〈レギュラー〉

※〇に背景の色違いのバリエーションあり

□E01 石井一久

□E02 松井裕樹 ◯

□E03 岸　孝之

□E04 森原康平

□E05 則本昂大

□E06 涌井秀章

□E07 塩見貴洋

□E08 田中将大 ◯

□E09 安樂智大

□E10 早川隆久 ◯

□E11 弓削隼人

□E12 酒居知史

□E13 高田孝一

□E14 小峯新陸

□E15 福井優也

□E16 ブセニッツ

□E17 内間拓馬

□E18 釜田佳直

□E19 宋　家豪

□E20 松井友飛

□E21 藤平尚真

□E22 藤井　聖

□E23 西垣雅矢 ◯

□E24 津留﨑大成

□E25 髙田萌生

□E26 鈴木翔天

□E27 瀧中瞭太

□E28 辛島　航

□E29 泰　勝利

□E30 石橋良太

□E31 西口直人

□E32 福山博之



□E33 寺岡寛治

□E34 内　星龍

□E35 吉川雄大

□E36 渡邊佑樹

□E37 太田　光

□E38 炭谷銀仁朗

□E39 田中貴也

□E40 安田悠馬 ◯

□E41 堀内謙伍

□E42 石原　彪

□E43 水上　桂

□E44 小深田大翔

□E45 浅村栄斗 ◯

□E46 茂木栄五郎

□E47 鈴木大地

□E48 川島慶三

□E49 黒川史陽

□E50 銀次

□E51 山﨑　剛

□E52 ギッテンス

□E53 渡邊佳明

□E54 横尾俊建

□E55 入江大樹

□E56 村林一輝

□E57 内田靖人

□E58 オコエ瑠偉

□E59 西川遥輝 ◯

□E60 辰己涼介

□E61 吉野創士 ◯

□E62 マルモレホス

□E63 田中和基

□E64 岡島豪郎

□E65 島内宏明 ◯

□E66 前田銀治

□E67 岩見政暉

□E68 武藤敦貴

□E69 小郷裕哉



□E70 和田　恋

□E71 クラッチ

クラッチーナ

スイッチ

〈Big Bolt〉

□E72 安田悠馬

□E73 西川遥輝

□E74 マルモレホス

〈Stand Out〉

□E75 岸　孝之

□E76 涌井秀章

□E77 田中将大

〈Fresh Breeze〉

□E78 黒川史陽

□E79 山﨑　剛

□E80 村林一輝

□E81 吉野創士

［インサートカード］

〈Cornerstones〉

※各90枚限定の金紙版

※各70枚限定の銀紙ホロPP版

※各50枚限定の金紙ホロPP版

□CS1 松井裕樹

□CS2 岸　孝之

□CS3 則本昂大

□CS4 田中将大

□CS5 早川隆久

□CS6 浅村栄斗

□CS7 鈴木大地

□CS8 西川遥輝

□CS9 島内宏明

〈Bright Light〉

※各90枚限定の金紙版

※各70枚限定の銀紙ホロPP版

※各50枚限定の金紙ホロPP版

□BL1 西垣雅矢

□BL2 安田悠馬



□BL3 吉野創士

〈Skyrocket〉

※各90枚限定の金紙版

※各70枚限定の銀紙ホロPP版

※各50枚限定の金紙ホロPP版

□SR1 安樂智大

□SR2 西口直人

□SR3 小深田大翔

□SR4 黒川史陽

□SR5 山﨑　剛

□SR6 辰己涼介

〈TREASURE〉

□TE01 松井裕樹

□TE02 岸　孝之

□TE03 則本昂大

□TE04 涌井秀章

□TE05 田中将大

□TE06 早川隆久

□TE07 安田悠馬

□TE08 浅村栄斗

□TE09 茂木栄五郎

□TE10 西川遥輝

□TE11 岡島豪郎

□TE12 島内宏明

※各25枚限定

〈Esperanza〉

□EE01 安樂智大

□EE02 早川隆久

□EE03 小峯新陸

□EE04 松井友飛

□EE05 藤平尚真

□EE06 西垣雅矢

□EE07 西口直人

□EE08 吉川雄大

□EE09 安田悠馬

□EE10 小深田大翔

□EE11 黒川史陽



□EE12 山﨑　剛

□EE13 渡邊佳明

□EE14 辰己涼介

□EE15 和田　恋

※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〉

□ 松井裕樹 15枚

□ 岸　孝之 15枚

□ 森原康平 30枚

□ 則本昂大 15枚

□ 涌井秀章 15枚

□ 塩見貴洋 30枚

□ 田中将大 7枚

□ 安樂智大 25枚

□ 早川隆久 11枚

□ 弓削隼人 30枚

□ 酒居知史 30枚

□ 高田孝一 30枚

□ 福井優也 30枚

□ ブセニッツ 29枚

□ 内間拓馬 30枚

□ 釜田佳直 29枚

□ 宋　家豪 25枚

□ 松井友飛 30枚

□ 藤平尚真 30枚

□ 藤井　聖 30枚

□ 西垣雅矢 29枚

□ 津留﨑大成 30枚

□ 髙田萌生 30枚

□ 鈴木翔天 29枚

□ 瀧中瞭太 20枚

□ 辛島　航 30枚

□ 泰　勝利 29枚

□ 石橋良太 29枚

□ 西口直人 30枚

□ 福山博之 30枚



□ 寺岡寛治 30枚

□ 内　星龍 28枚

□ 吉川雄大 30枚

□ 渡邊佑樹 30枚

□ 太田　光 30枚

□ 炭谷銀仁朗 25枚

□ 田中貴也 30枚

□ 安田悠馬 22枚

□ 堀内謙伍 30枚

□ 石原　彪 30枚

□ 水上　桂 30枚

□ 小深田大翔 20枚

□ 浅村栄斗 15枚

□ 茂木栄五郎 20枚

□ 鈴木大地 25枚

□ 川島慶三 30枚

□ 黒川史陽 12枚

□ 銀次 25枚

□ 山﨑　剛 30枚

□ 渡邊佳明 30枚

□ 横尾俊建 29枚

□ 入江大樹 30枚

□ 村林一輝 30枚

□ 内田靖人 30枚

□ オコエ瑠偉 30枚

□ 西川遥輝 25枚

□ 辰己涼介 25枚

□ 吉野創士 27枚

□ 田中和基 30枚

□ 岡島豪郎 30枚

□ 島内宏明 15枚

□ 前田銀治 34枚

□ 岩見政暉 30枚

□ 武藤敦貴 25枚

□ 小郷裕哉 30枚

□ 和田　恋 30枚

□ クラッチ 30枚



□ クラッチーナ 30枚

□ スイッチ 59枚

〈球団OB直筆サインカード〉

□ 小山伸一郎 30枚

□ 佐竹　学 30枚

□ 永井　怜 29枚

□ 久保裕也 30枚

□ 塩川達也 30枚

〈コンボ直筆サインカード〉

□ 安田悠馬＆吉野創士 3枚

□ 黒川史陽＆武藤敦貴 3枚

〈シルバー直筆サインカード〉

□ 松井裕樹 4枚

□ 岸　孝之 4枚

□ 則本昂大 4枚

□ 田中将大 3枚

□ 早川隆久 3枚

□ 安田悠馬 4枚

□ 浅村栄斗 4枚

□ 西川遥輝 4枚

□ 島内宏明 4枚

〈1of1直筆サインカード〉

□ 松井裕樹 1枚

□ 岸　孝之 1枚

□ 則本昂大 1枚

□ 田中将大 1枚

□ 早川隆久 1枚

□ 安田悠馬 1枚

□ 浅村栄斗 1枚

□ 西川遥輝 1枚

□ 島内宏明 1枚

〈クロス直筆サインカード〉

□ 涌井秀章 5枚

□ 田中将大 2枚

□ 瀧中瞭太 5枚

〈ルーキー直筆サインカード〉

□ 松井友飛 10枚



□ 西垣雅矢 10枚

□ 泰　勝利 10枚

□ 吉川雄大 10枚

□ 安田悠馬 10枚

□ 吉野創士 10枚

□ 前田銀治 10枚


