
BBM千葉ロッテマリーンズ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
□M01 井口資仁
□M02 佐々木千隼
□M03 石川　歩 〇
□M04 小島和哉 〇
□M05 美馬　学
□M06 種市篤暉
□M07 佐々木朗希 〇
□M08 二木康太
□M09 唐川侑己
□M10 東條大樹
□M11 東妻勇輔
□M12 山本大貴
□M13 西野勇士
□M14 廣畑敦也
□M15 八木　彬
□M16 土肥星也
□M17 鈴木昭汰
□M18 小野　郁
□M19 成田　翔
□M20 秋山正雲
□M21 ゲレーロ
□M22 岩下大輝
□M23 田中靖洋
□M24 中村稔弥
□M25 本前郁也
□M26 小沼健太
□M27 益田直也
□M28 中森俊介
□M29 河村説人
□M30 横山陸人
□M31 森遼大朗
□M32 佐藤奨真
□M33 古谷拓郎
□M34 土居豪人
□M35 ロメロ
□M36 国吉佑樹
□M37 松川虎生 〇
□M38 田村龍弘
□M39 佐藤都志也
□M40 吉田裕太
□M41 江村直也
□M42 加藤匠馬
□M43 植田将太
□M44 柿沼友哉
□M45 池田来翔 〇
□M46 藤岡裕大
□M47 安田尚憲 〇
□M48 中村奨吾 〇
□M49 平沢大河
□M50 三木　亮
□M51 福田光輝
□M52 井上晴哉
□M53 レアード
□M54 エチェバリア



□M55 小川龍成
□M56 茶谷健太
□M57 西巻賢二
□M58 荻野貴司 〇
□M59 藤原恭大 〇
□M60 角中勝也
□M61 福田秀平
□M62 岡　大海
□M63 菅野剛士
□M64 髙部瑛斗
□M65 山口航輝
□M66 西川僚祐
□M67 和田康士朗
□M68 マーティン
□M69 マスコット
〈Newcomer〉
□M70 松川虎生
□M71 池田来翔
〈Young & Fine〉
□M72 佐々木朗希
□M73 髙部瑛斗
〈タイトルホルダー〉
□M74 益田直也
□M75 中村奨吾
□M76 レアード
□M77 荻野貴司
□M78 和田康士朗
〈背番号の系譜〉
□M79 諸積兼司×荻野貴司
□M80 小坂　誠×藤原恭大
□M81 堀　幸一×安田尚憲
[インサートカード]
〈主力選手〉
※各200枚限定の金紙版
※各120枚限定のホロPP版
※各60枚限定の金紙ホロPP版
□SA1 石川　歩
□SA2 小島和哉
□SA3 佐々木朗希
□SA4 益田直也
□SA5 安田尚憲
□SA6 中村奨吾
□SA7 荻野貴司
□SA8 藤原恭大
□SA9 マーティン
〈期待のルーキー〉
※各200枚限定の金紙版
※各120枚限定のホロPP版
※各60枚限定の金紙ホロPP版
□TP1 廣畑敦也
□TP2 松川虎生
□TP3 池田来翔
〈充実の瞬間〉
※各200枚限定の金紙版
※各120枚限定のホロPP版
※各60枚限定の金紙ホロPP版
□RS1 髙部瑛斗
□RS2 山口航輝
□RS3 和田康士朗



〈頼れるベテラン Calm & Cool〉
※各200枚限定の金紙版
※各120枚限定のホロPP版
※各60枚限定の金紙ホロPP版
□CC1 唐川侑己
□CC2 レアード
□CC3 角中勝也
〈TREASURE〉
□TM01 井口資仁
□TM02 佐々木千隼
□TM03 石川　歩
□TM04 小島和哉
□TM05 美馬　学
□TM06 佐々木朗希
□TM07 二木康太
□TM08 唐川侑己
□TM09 岩下大輝
□TM10 益田直也
□TM11 松川虎生
□TM12 田村龍弘
□TM13 佐藤都志也
□TM14 池田来翔
□TM15 藤岡裕大
□TM16 安田尚憲
□TM17 中村奨吾
□TM18 レアード
□TM19 荻野貴司
□TM20 藤原恭大
□TM21 角中勝也
□TM22 山口航輝
□TM23 和田康士朗
□TM24 マーティン
※各25枚限定
〈Esperanza〉
□EM01 佐々木朗希
□EM02 廣畑敦也
□EM03 八木　彬
□EM04 鈴木昭汰
□EM05 秋山正雲
□EM06 中森俊介
□EM07 河村説人
□EM08 森遼大朗
□EM09 松川虎生
□EM10 池田来翔
□EM11 藤原恭大
□EM12 髙部瑛斗
□EM13 山口航輝
□EM14 西川僚祐
□EM15 和田康士朗
※各50枚限定
〈Antique〉
□AM01 小野晋吾
□AM02 福浦和也
□AM03 堀　幸一
□AM04 小坂　誠
□AM05 諸積兼司
□AM06 佐々木千隼
□AM07 石川　歩
□AM08 小島和哉



□AM09 佐々木朗希
□AM10 唐川侑己
□AM11 西野勇士
□AM12 益田直也
□AM13 国吉佑樹
□AM14 加藤匠馬
□AM15 藤岡裕大
□AM16 安田尚憲
□AM17 中村奨吾
□AM18 平沢大河
□AM19 レアード
□AM20 エチェバリア
□AM21 荻野貴司
□AM22 角中勝也
□AM23 岡　大海
□AM24 マーティン
※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〉
□ 井口資仁 59枚
□ 佐々木千隼 50枚
□ 石川　歩 50枚
□ 小島和哉 70枚
□ 美馬　学 60枚
□ 種市篤暉 60枚
□ 佐々木朗希 28枚
□ 二木康太 80枚
□ 唐川侑己 50枚
□ 東條大樹 60枚
□ 東妻勇輔 60枚
□ 山本大貴 60枚
□ 西野勇士 60枚
□ 廣畑敦也 50枚
□ 八木　彬 49枚
□ 土肥星也 54枚
□ 鈴木昭汰 58枚
□ 小野　郁 59枚
□ 成田　翔 60枚
□ 秋山正雲 50枚
□ ゲレーロ 60枚
□ 岩下大輝 49枚
□ 田中靖洋 60枚
□ 中村稔弥 40枚
□ 本前郁也 60枚
□ 小沼健太 60枚
□ 益田直也 79枚
□ 中森俊介 60枚
□ 河村説人 60枚
□ 横山陸人 60枚
□ 森遼大朗 60枚
□ 佐藤奨真 60枚
□ 古谷拓郎 60枚
□ 土居豪人 60枚
□ ロメロ 60枚
□ 国吉佑樹 50枚
□ 松川虎生 45枚
□ 田村龍弘 59枚
□ 佐藤都志也 50枚
□ 吉田裕太 60枚



□ 江村直也 60枚
□ 加藤匠馬 60枚
□ 植田将太 59枚
□ 柿沼友哉 60枚
□ 池田来翔 50枚
□ 藤岡裕大 76枚
□ 安田尚憲 60枚
□ 中村奨吾 70枚
□ 平沢大河 58枚
□ 三木　亮 60枚
□ 福田光輝 59枚
□ 井上晴哉 60枚
□ エチェバリア 60枚
□ 小川龍成 60枚
□ 茶谷健太 60枚
□ 西巻賢二 60枚
□ 荻野貴司 60枚
□ 藤原恭大 50枚
□ 角中勝也 40枚
□ 福田秀平 60枚
□ 岡　大海 60枚
□ 菅野剛士 59枚
□ 髙部瑛斗 60枚
□ 山口航輝 50枚
□ 西川僚祐 60枚
□ 和田康士朗 60枚
□ マーくん 60枚
□ リーンちゃん 60枚
□ ズーちゃん 60枚
<球団OB直筆サインカード> 
□ 小野晋吾 60枚
□ 清水将海 60枚
□ 福浦和也 59枚
□ 伊志嶺翔大 59枚
□ 大塚　明 60枚
□ 大谷智久 60枚
□ 堀　幸一 57枚
□ 小坂　誠 57枚
□ 金澤　岳 60枚
□ 根元俊一 60枚
□ 諸積謙司 57枚
<コンボ直筆サインカード> 
□ 諸積兼司×荻野貴司 3枚
□ 小坂　誠×藤原恭大 3枚
□ 堀　幸一×安田尚憲 3枚
<クロス直筆サインカード> 
□ 佐々木朗希 3枚
□ 安田尚憲 3枚
□ 藤原恭大 3枚
<ルーキー直筆サインカード> 
□ 廣畑敦也 9枚
□ 八木　彬 9枚
□ 秋山正雲 10枚
□ 松川虎生 5枚
□ 池田来翔 10枚
<シルバー直筆サインカード>
□ 佐々木朗希 4枚
□ 松川虎生 4枚
□ 安田尚憲 3枚



□ 中村奨吾 9枚
□ 荻野貴司 6枚
□ 藤原恭大 3枚
□ 山口航輝 9枚
□ 和田康士朗 9枚
<1of1直筆サインカード> 
□ 佐々木朗希 1枚
□ 松川虎生 1枚
□ 安田尚憲 1枚
□ 中村奨吾 1枚
□ 荻野貴司 1枚
□ 藤原恭大 1枚
□ 山口航輝 1枚
□ 和田康士朗 1枚


