
BBMオリックス・バファロー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
□B01 中嶋　聡
□B02 山﨑福也
□B03 山下舜平大
□B04 宮城大弥 〇
□B05 椋木　蓮 〇
□B06 平野佳寿
□B07 増井浩俊
□B08 山本由伸 〇
□B09 山岡泰輔
□B10 竹安大知
□B11 村西良太
□B12 能見篤史
□B13 富山凌雅
□B14 田嶋大樹
□B15 K-鈴木
□B16 比嘉幹貴
□B17 中川　颯
□B18 前佑囲斗
□B19 阿部翔太
□B20 本田仁海
□B21 海田智行
□B22 齋藤綱記
□B23 澤田圭佑
□B24 横山　楓
□B25 黒木優太
□B26 小木田敦也
□B27 山田修義
□B28 バルガス
□B29 山﨑颯一郎
□B30 漆原大晟
□B31 吉田　凌
□B32 張奕
□B33 若月健矢
□B34 伏見寅威
□B35 福永　奨 〇
□B36 松井雅人
□B37 頓宮裕真
□B38 中川拓真
□B39 安達了一
□B40 西野真弘
□B41 宗　佑磨 〇
□B42 野口智哉 〇
□B43 大城滉二
□B44 紅林弘太郎 〇
□B45 太田　椋
□B46 山足達也
□B47 大下誠一郎
□B48 ラベロ
□B49 宜保　翔
□B50 中川圭太
□B51 渡部遼人
□B52 福田周平
□B53 吉田正尚 〇
□B54 後藤駿太
□B55 西村　凌
□B56 元　謙太
□B57 来田涼斗
□B58 池田陵真



□B59 佐野皓大
□B60 小田裕也
□B61 T-岡田
□B62 佐野如一
□B63 杉本裕太郎 〇
□B64 マスコット
〈メモリアルシーン〉
□B65 交流戦優勝
□B66 25年ぶりの優勝
□B67 CSを制して日本シリーズに進出
□B68 激闘の日本シリーズ
〈山本由伸Special〉
□B69 破竹の15連勝
□B70 投手五冠
□B71 MVP＆沢村賞
□B72 最高勝率＆最優秀防御率＆最多勝＆最多奪三振
〈GOLDEN AGE〉
□B73 山﨑福也×宗　佑磨
□B74 吉田正尚×杉本裕太郎
□B75 山本由伸×山岡泰輔×山本由伸
□B76 田嶋大樹×福田周平
□B77 太田　椋×中川圭太
□B78 宮城大弥×紅林弘太郎
〈オリックスジュニア〉Pedigree
□B79 野口智哉
□B80 来田涼斗
□B81 池田陵真
[インサートカード]
〈主力選手〉
※各120枚限定の金紙版
※各90枚限定のホロPP版
※各60枚限定の金紙ホロPP版
□MG1 山﨑福也
□MG2 宮城大弥
□MG3 山本由伸
□MG4 田嶋大樹
□MG5 宗　佑磨
□MG6 紅林弘太郎
□MG7 福田周平
□MG8 吉田正尚
□MG9 杉本裕太郎
〈期待のルーキー〉
※各120枚限定の金紙版
※各90枚限定のホロPP版
※各60枚限定の金紙ホロPP版
□BH1 椋木　蓮
□BH2 福永　奨
□BH3 野口智哉
〈UPGRADE〉
※各120枚限定の金紙版
※各90枚限定のホロPP版
※各60枚限定の金紙ホロPP版
□UG1 山﨑颯一郎
□UG2 太田　椋
□UG3 来田涼斗
〈頼れるベテラン〉
※各120枚限定の金紙版
※各90枚限定のホロPP版
※各60枚限定の金紙ホロPP版
□GM1 平野佳寿
□GM2 安達了一
□GM3 T-岡田
〈TREASURE〉



□TB01 山﨑福也
□TB02 宮城大弥
□TB03 椋木　蓮
□TB04 平野佳寿
□TB05 山本由伸
□TB06 山岡泰輔
□TB07 能見篤史
□TB08 富山凌雅
□TB09 田嶋大樹
□TB10 山﨑颯一郎
□TB11 若月健矢
□TB12 伏見寅威
□TB13 安達了一
□TB14 宗　佑磨
□TB15 紅林弘太郎
□TB16 福田周平
□TB17 吉田正尚
□TB18 T-岡田
□TB19 杉本裕太郎
※各25枚限定
〈Esperanza〉
□EB01 山下舜平大
□EB02 宮城大弥
□EB03 椋木　蓮
□EB04 山本由伸
□EB05 横山　楓
□EB06 小木田敦也
□EB07 山﨑颯一郎
□EB08 福永　奨
□EB09 野口智哉
□EB10 太田　椋
□EB11 宜保　翔
□EB12 渡部遼人
□EB13 元　謙太
□EB14 来田涼斗
□EB15 池田陵真
※各50枚限定
〈Antique〉
□AB01 中嶋　聡
□AB02 田口　壮
□AB03 平井正史
□AB04 宮城大弥
□AB05 平野佳寿
□AB06 増井浩俊
□AB07 山本由伸
□AB08 山岡泰輔
□AB09 能見篤史
□AB10 富山凌雅
□AB11 田嶋大樹
□AB12 比嘉幹貴
□AB13 山田修義
□AB14 伏見寅威
□AB15 頓宮裕真
□AB16 安達了一
□AB17 宗　佑磨
□AB18 大城滉二
□AB19 紅林弘太郎
□AB20 中川圭太
□AB21 福田周平
□AB22 吉田正尚
□AB23 T-岡田
□AB24 杉本裕太郎
※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〉
□MB1 吉田正尚ジャージカード 通常版200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

□MB2 杉本裕太郎ジャージカード 通常版200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

□MB3 吉田正尚×杉本裕太郎コンボジャージカード通常版20枚
同パッチ版5枚
金箔サイン版10枚
同パッチ版2枚

〈直筆サインカード〉
□ 中嶋　聡 40枚
□ 山﨑福也 57枚
□ 山下舜平大 89枚
□ 宮城大弥 30枚
□ 椋木　蓮 50枚
□ 平野佳寿 60枚
□ 増井浩俊 90枚
□ 山本由伸 30枚
□ 山岡泰輔 50枚
□ 竹安大知 90枚
□ 村西良太 90枚
□ 能見篤史 80枚
□ 富山凌雅 59枚
□ 田嶋大樹 50枚
□ K-鈴木 88枚
□ 比嘉幹貴 90枚
□ 中川　颯 90枚
□ 前佑囲斗 90枚
□ 阿部翔太 90枚
□ 本田仁海 90枚
□ 海田智行 90枚
□ 齋藤綱記 90枚
□ 澤田圭佑 90枚
□ 横山　楓 50枚
□ 黒木優太 89枚
□ 小木田敦也 50枚
□ 山田修義 89枚
□ バルガス 90枚
□ 山﨑颯一郎 90枚
□ 漆原大晟 90枚
□ 吉田　凌 90枚
□ 張奕 90枚
□ 若月健矢 59枚
□ 伏見寅威 59枚
□ 福永　奨 50枚
□ 松井雅人 90枚
□ 頓宮裕真 88枚
□ 中川拓真 87枚
□ 安達了一 60枚
□ 西野真弘 90枚
□ 宗　佑磨 49枚
□ 野口智哉 49枚
□ 大城滉二 90枚
□ 紅林弘太郎 30枚
□ 太田　椋 90枚
□ 山足達也 90枚



□ 大下誠一郎 90枚
□ ラベロ 90枚
□ 宜保　翔 90枚
□ 中川圭太 90枚
□ 渡部遼人 50枚
□ 福田周平 50枚
□ 吉田正尚 50枚
□ 後藤駿太 89枚
□ 西村　凌 90枚
□ 元　謙太 60枚
□ 来田涼斗 50枚
□ 池田陵真 49枚
□ 佐野皓大 90枚
□ 小田裕也 90枚
□ T-岡田 60枚
□ 佐野如一 89枚
□ 杉本裕太郎 40枚
□ バファローブル 60枚
□ バファローベル 59枚
<球団OB直筆サインカード>
□ 中嶋　聡 20枚
□ 小林　宏 90枚
□ 小谷野栄一 90枚
□ 岸田　護 90枚
□ 辻竜太郎 90枚
□ 髙橋信二 90枚
□ 小島脩平 90枚
□ 田口　壮 90枚
□ 山崎勝己 90枚
□ 平井正史 89枚
□ 由田慎太郎 90枚
<コンボ直筆サインカード>
□ 山﨑福也×田嶋大樹 3枚
□ 宮城大弥×紅林弘太郎 3枚
□ 吉田正尚×杉本裕太郎 3枚
<クロス直筆サインカード>
□ 山本由伸 3枚
□ 宗　佑磨 3枚
□ 来田涼斗 10枚
<ルーキー直筆サインカード> 
□ 椋木　蓮 9枚
□ 横山　楓 10枚
□ 小木田敦也 10枚
□ 福永　奨 9枚
□ 野口智哉 10枚
□ 渡部遼人 10枚
□ 池田陵真 10枚
<シルバー直筆サインカード>
□ 宮城大弥 6枚
□ 山本由伸 6枚
□ 山岡泰輔 9枚
□ 田嶋大樹 6枚
□ 宗　佑磨 5枚
□ 紅林弘太郎 6枚
□ 福田周平 8枚
□ 吉田正尚 3枚
□ 杉本裕太郎 3枚
<1of1直筆サインカード>
□ 宮城大弥 1枚
□ 山本由伸 1枚
□ 山岡泰輔 1枚
□ 田嶋大樹 1枚
□ 宗　佑磨 1枚



□ 紅林弘太郎 1枚
□ 福田周平 1枚
□ 吉田正尚 1枚
□ 杉本裕太郎 1枚


