
BBM福岡ソフトバンクホーク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
□H01 藤本博史
□H02 風間球打 〇
□H03 C.スチュワートJr.
□H04 大竹耕太郎
□H05 津森宥紀
□H06 又吉克樹 〇
□H07 東浜　巨
□H08 武田翔太
□H09 甲斐野央
□H10 和田　毅
□H11 田中正義
□H12 C.レイ
□H13 高橋　礼
□H14 石川柊太
□H15 椎野　新
□H16 L.モイネロ
□H17 森　唯斗
□H18 尾形崇斗
□H19 杉山一樹
□H20 千賀滉大 〇
□H21 大関友久
□H22 髙橋純平
□H23 板東湧梧
□H24 泉　圭輔
□H25 田浦文丸
□H26 嘉弥真新也
□H27 木村大成
□H28 奥村政稔
□H29 大竹風雅
□H30 松本裕樹
□H31 笠谷俊介
□H32 甲斐拓也 〇
□H33 牧原巧汰
□H34 谷川原健太
□H35 海野隆司
□H36 九鬼隆平
□H37 渡邉　陸
□H38 川瀬　晃
□H39 髙田知季
□H40 松田宣浩
□H41 今宮健太
□H42 明石健志
□H43 周東佑京
□H44 Y.グラシアル
□H45 増田　珠
□H46 牧原大成
□H47 井上朋也
□H48 川原田純平
□H49 リチャード
□H50 野村大樹
□H51 三森大貴
□H52 小林珠維
□H53 野村　勇 〇
□H54 中村　晃 〇



□H55 柳田悠岐 〇
□H56 中谷将大
□H57 栗原陵矢 〇
□H58 佐藤直樹
□H59 正木智也 〇
□H60 柳町　達
□H61 笹川吉康
□H62 上林誠知
□H63 A.デスパイネ
□H64 水谷　瞬
□H65 真砂勇介
□H66 マスコット
〈Newcomer〉
□H67 風間球打
□H68 又吉克樹
〈先発投手陣〉
□H69 東浜　巨
□H70 和田　毅
□H71 石川柊太
□H72 千賀滉大
〈救援投手陣〉
□H73 津森宥紀
□H74 L.モイネロ
□H75 森　唯斗
□H76 嘉弥真新也
〈得点源〉
□H77 リチャード
□H78 中村　晃
□H79 柳田悠岐
□H80 栗原陵矢
□H81 正木智也
[インサートカード]
〈主力選手〉
※各100枚限定の金紙版
※各80枚限定のホロPP版
※各60枚限定の金紙ホロPP版
□MW1 風間球打
□MW2 又吉克樹
□MW3 石川柊太
□MW4 千賀滉大
□MW5 甲斐拓也
□MW6 リチャード
□MW7 中村　晃
□MW8 柳田悠岐
□MW9 栗原陵矢
〈期待のルーキー〉
※各100枚限定の金紙版
※各80枚限定のホロPP版
※各60枚限定の金紙ホロPP版
□BF1 風間球打
□BF2 野村　勇
□BF3 正木智也
〈Big Comeback〉
※各100枚限定の金紙版
※各80枚限定のホロPP版
※各60枚限定の金紙ホロPP版
□BC1 森　唯斗
□BC2 周東佑京
□BC3 Y.グラシアル



□BC4 上林誠知
〈頼れるベテラン〉
※各100枚限定の金紙版
※各80枚限定のホロPP版
※各60枚限定の金紙ホロPP版
□HP1 和田　毅
□HP2 松田宣浩
〈TRESURE〉
□TH01 風間球打
□TH02 又吉克樹
□TH03 和田　毅
□TH04 石川柊太
□TH05 森　唯斗
□TH06 千賀滉大
□TH07 甲斐拓也
□TH08 松田宣浩
□TH09 Y.グラシアル
□TH10 リチャード
□TH11 中村　晃
□TH12 柳田悠岐
□TH13 栗原陵矢
※各25枚限定
〈Esperanza〉
□EH01 風間球打
□EH02 C.スチュワートJr.
□EH03 津森宥紀
□EH04 髙橋純平
□EH05 田浦文丸
□EH06 木村大成
□EH07 大竹風雅
□EH08 井上朋也
□EH09 野村大樹
□EH10 三森大貴
□EH11 野村　勇
□EH12 佐藤直樹
□EH13 正木智也
□EH14 柳町　達
□EH15 水谷　瞬
※各50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〉
□MH1 柳田悠岐ジャージーカード 通常版250枚

同パッチ版20枚
同パッチ＆直筆サイン版3枚
金箔サイン版50枚
同パッチ版10枚

〈直筆サインカード〉
□ 藤本博史 30枚
□ 風間球打 20枚
□ C.スチュワートJr. 60枚
□ 大竹耕太郎 59枚
□ 津森宥紀 60枚
□ 又吉克樹 40枚
□ 東浜　巨 40枚
□ 武田翔太 50枚
□ 甲斐野央 60枚
□ 和田　毅 30枚
□ 田中正義 59枚
□ 高橋　礼 60枚



□ 石川柊太 30枚
□ 椎野　新 30枚
□ L.モイネロ 50枚
□ 森　唯斗 40枚
□ 尾形崇斗 30枚
□ 杉山一樹 30枚
□ 千賀滉大 19枚
□ 大関友久 30枚
□ 髙橋純平 60枚
□ 板東湧梧 40枚
□ 泉　圭輔 60枚
□ 田浦文丸 30枚
□ 嘉弥真新也 59枚
□ 木村大成 18枚
□ 奥村政稔 30枚
□ 大竹風雅 20枚
□ 松本裕樹 60枚
□ 笠谷俊介 60枚
□ 甲斐拓也 30枚
□ 牧原巧汰 30枚
□ 谷川原健太 30枚
□ 海野隆司 30枚
□ 九鬼隆平 30枚
□ 渡邉　陸 30枚
□ 川瀬　晃 30枚
□ 髙田知季 59枚
□ 松田宣浩 30枚
□ 今宮健太 40枚
□ 明石健志 59枚
□ 周東佑京 37枚
□ Y.グラシアル 60枚
□ 増田　珠 30枚
□ 牧原大成 50枚
□ 井上朋也 50枚
□ 川原田純平 30枚
□ リチャード 28枚
□ 野村大樹 30枚
□ 三森大貴 47枚
□ 小林珠維 30枚
□ 野村　勇 20枚
□ 中村　晃 30枚
□ 柳田悠岐 20枚
□ 中谷将大 60枚
□ 栗原陵矢 20枚
□ 佐藤直樹 30枚
□ 正木智也 20枚
□ 柳町　達 57枚
□ 笹川吉康 29枚
□ 上林誠知 60枚
□ A.デスパイネ 60枚
□ 水谷　瞬 30枚
□ 真砂勇介 60枚
<コンボ直筆サインカード>
□ 千賀滉大&甲斐拓也 3枚
□ 周東佑京&三森大貴 3枚
□ 正木智也&柳町　達 3枚
<クロス直筆サインカード>
□ 千賀滉大 3枚
□ 甲斐拓也 3枚



□ 柳田悠岐 3枚
<ルーキー直筆サインカード>
□ 風間球打 3枚
□ 木村大成 10枚
□ 大竹風雅 10枚
□ 野村　勇 10枚
□ 正木智也 7枚
<シルバー直筆サインカード>
□ 風間球打 6枚
□ 又吉克樹 9枚
□ 石川柊太 9枚
□ 千賀滉大 3枚
□ 甲斐拓也 3枚
□ 松田宣浩 9枚
□ 中村　晃 9枚
□ 柳田悠岐 3枚
□ 栗原陵矢 9枚
<1of1直筆サインカード>
□ 風間球打 1枚
□ 又吉克樹 1枚
□ 石川柊太 1枚
□ 千賀滉大 1枚
□ 甲斐拓也 1枚
□ 松田宣浩 1枚
□ 中村　晃 1枚
□ 柳田悠岐 1枚
□ 栗原陵矢 1枚


