
BBMベースボールカード 30th Anniversary
［レギュラーカード］
 〈レギュラー　OB選手〉
□001 駒田徳広 （横）
□002 秋山幸二 （ダ）
□003 槙原寛己 （巨）
□004 工藤公康 （ダ）
□005 斎藤雅樹 （巨）
□006 池山隆寛 （ヤ）
□007 星野伸之 （オ）
□008 山本昌 （中）
□009 桑田真澄 （巨）
□010 田中幸雄 （日）
□011 緒方孝市 （広）
□012 山﨑武司 （中）
□013 野村弘樹 （横）
□014 鈴木　健 （西）
□015 立浪和義 （中）
□016 堀　幸一 （ロ）
□017 川崎憲次郎 （ヤ）
□018 赤堀元之 （近）
□019 野村謙二郎 （広）
□020 初芝　清 （ロ）
□021 江藤　智 （広）
□022 石井琢朗 （横）
□023 谷繁元信 （中）
□024 潮崎哲也 （西）
□025 佐々木主浩 （横）
□026 佐々岡真司 （広）
□027 古田敦也 （ヤ）
□028 小宮山悟 （ロ）
□029 前田智徳 （広）
□030 高津臣吾 （ヤ）
□031 水口栄二 （近）
□032 鈴木尚典 （横）
□033 矢野燿大 （神）
□034 村松有人 （ダ）
□035 下柳　剛 （神）
□036 片岡篤史 （日）
□037 田口　壮 （オ）
□038 金本知憲 （神）
□039 桧山進次郎 （神）
□040 石井一久 （ヤ）
□041 三浦大輔 （横）
□042 松井秀喜 （巨）
□043 佐伯貴弘 （横）
□044 豊田　清 （西）
□045 藪　恵壹 （神）
□046 大村直之 （近）
□047 小久保裕紀 （ダ）
□048 金子　誠 （日）
□049 松井稼頭央 （西）
□050 福浦和也 （ロ）
□051 黒木知宏 （ロ）
□052 城島健司 （ダ）
□053 宮本慎也 （ヤ）
□054 稲葉篤紀 （日）
□055 西口文也 （西）
□056 多村仁志 （横）
□057 サブロー （ロ）
□058 仁志敏久 （巨）
□059 清水隆行 （巨）
□060 斉藤和巳 （ソ）
□061 荒木雅博 （中）
□062 大塚晶文 （近）
□063 礒部公一 （楽）
□064 柴原　洋 （ソ）
□065 今岡　誠 （神）
□066 岩村明憲 （ヤ）
□067 谷　佳知 （オ）
□068 松中信彦 （ダ）
□069 小笠原道大 （日）
□070 和田一浩 （西）



□071 黒田博樹 （広）
□072 森野将彦 （中）
□073 井口資仁 （ロ）
□074 高橋由伸 （巨）
□075 川上憲伸 （中）
□076 井端弘和 （中）
□077 小林雅英 （ロ）
□078 金城龍彦 （横）
□079 東出輝裕 （広）
□080 岩瀬仁紀 （中）
□081 新井貴浩 （広）
□082 上原浩治 （巨）
□083 清水直行 （ロ）
□084 川﨑宗則 （ソ）
□085 田中賢介 （日）
□086 赤星憲広 （神）
□087 ラミレス （De）
□088 渡辺俊介 （ロ）
□089 阿部慎之助 （巨）
□090 後藤光尊 （オ）
□091 杉内俊哉 （ソ）
□092 今江敏晃 （ロ）
□093 村田修一 （横）
□094 武田　久 （日）
□095 西岡　剛 （ロ）
□096 永川勝浩 （広）
□097 馬原孝浩 （ソ）
□098 成瀬善久 （ロ）
□099 ダルビッシュ有 （日）
□100 久保康友 （ロ）
□101 平野佳寿 （オ）
□102 山口鉄也 （巨）
□103 田中将大 （楽）
□104 前田健太 （広）
□105 浅尾拓也 （中）
□106 筒香嘉智 （De）
□107 秋山翔吾 （西）
□108 大谷翔平 （日）
 〈レギュラー　現役選手〉
※にデザイン違いのシークレット版あり
□109 菅野智之 （巨）
□110 中川皓太 （巨）
□111 小林誠司 （巨）
□112 大城卓三 （巨）
□113 坂本勇人 （巨） ※
□114 岡本和真 （巨）
□115 丸　佳浩 （巨）
□116 亀井善行 （巨）
□117 G.パーラ （巨）
□118 能見篤史 （神）
□119 西　勇輝 （神）
□120 藤川球児 （神）
□121 梅野隆太郎 （神）
□122 大山悠輔 （神）
□123 糸原健斗 （神）
□124 近本光司 （神） ※
□125 糸井嘉男 （神）
□126 福留孝介 （神）
□127 柳　裕也 （中）
□128 吉見一起 （中）
□129 大野雄大 （中）
□130 山井大介 （中）
□131 京田陽太 （中）
□132 高橋周平 （中） ※
□133 ビシエド （中）
□134 平田良介 （中）
□135 大島洋平 （中）
□136 井納翔一 （De）
□137 山﨑康晃 （De） ※
□138 今永昇太 （De）
□139 伊藤　光 （De）
□140 J.ロペス （De）
□141 大和 （De）



□142 佐野恵太 （De）
□143 宮﨑敏郎 （De）
□144 N.ソト （De）
□145 大瀬良大地 （広）
□146 野村祐輔 （広）
□147 K.ジョンソン （広）
□148 會澤　翼 （広）
□149 田中広輔 （広）
□150 菊池涼介 （広）
□151 西川龍馬 （広）
□152 鈴木誠也 （広） ※
□153 松山竜平 （広）
□154 石川雅規 （ヤ）
□155 小川泰弘 （ヤ）
□156 五十嵐亮太 （ヤ）
□157 中村悠平 （ヤ）
□158 山田哲人 （ヤ） ※
□159 村上宗隆 （ヤ）
□160 青木宣親 （ヤ）
□161 雄平 （ヤ）
□162 坂口智隆 （ヤ）
□163 増井浩俊 （オ）
□164 山本由伸 （オ）
□165 山岡泰輔 （オ）
□166 若月健矢 （オ）
□167 安達了一 （オ）
□168 中川圭太 （オ）
□169 ジョーンズ （オ）
□170 吉田正尚 （オ） ※
□171 T-岡田 （オ）
□172 和田　毅 （ソ）
□173 森　唯斗 （ソ）
□174 千賀滉大 （ソ）
□175 甲斐拓也 （ソ）
□176 内川聖一 （ソ）
□177 松田宣浩 （ソ）
□178 今宮健太 （ソ）
□179 W.バレンティン （ソ）
□180 柳田悠岐 （ソ） ※
□181 有原航平 （日）
□182 金子弌大 （日）
□183 宮西尚生 （日）
□184 中田　翔 （日） ※
□185 清宮幸太郎 （日）
□186 渡邉　諒 （日）
□187 大田泰示 （日）
□188 西川遥輝 （日）
□189 近藤健介 （日）
□190 石川　歩 （ロ） ※
□191 美馬　学 （ロ）
□192 益田直也 （ロ）
□193 田村龍弘 （ロ）
□194 中村奨吾 （ロ）
□195 井上晴哉 （ロ）
□196 レアード （ロ）
□197 荻野貴司 （ロ）
□198 角中勝也 （ロ）
□199 増田達至 （西）
□200 松坂大輔 （西）
□201 森　友哉 （西）
□202 山川穂高 （西） ※
□203 外崎修汰 （西）
□204 源田壮亮 （西）
□205 中村剛也 （西）
□206 栗山　巧 （西）
□207 金子侑司 （西）
□208 松井裕樹 （楽）
□209 岸　孝之 （楽）
□210 則本昂大 （楽） ※
□211 涌井秀章 （楽）
□212 浅村栄斗 （楽）
□213 茂木栄五郎 （楽）
□214 鈴木大地 （楽）



□215 銀次 （楽）
□216 島内宏明 （楽）
〈好記録&ハイライト〉
□217 赤松真人・天谷宗一郎がフェンスを駆け上るスーパーキャッチ
□218 ロッテが史上最大の下剋上を達成
□219 「見せましょう野球の底力を」
□220 杉内俊哉がでノーヒットノーランを達成
□221 糸井嘉男が大型トレードでオリックスに移籍
□222 ラミレスが外国人選手初の2000安打を達成
□223 松井秀喜と長嶋茂雄が国民栄誉賞を受賞
□224 バレンティンが日本記録を更新する56号本塁打を放つ
□225 田中将大が開幕から24連勝
□226 楽天イーグルスが球団創設9年目で初優勝・初の日本一に
□227 ソフトバンクがシーズン最終戦で優勝を決める
□228 黒田博樹が8年ぶりに広島に復帰
□229 谷繁元信が最多試合出場記録を更新
□230 秋山翔吾がシーズン最多安打記録を更新
□231 山田哲人と柳田悠岐がトリプルスリーを達成
□232 山本昌、50歳1カ月の現役最終登板
□233 鈴木誠也が2試合連続のサヨナラ本塁打
□234 広島が25年ぶりに優勝
□235 大谷翔平がプロ野球最速の165㌔をマーク
□236 則本昂大がプロ野球新の8試合連続2ケタ奪三振
□237 サファテが日本記録のシーズン54セーブをマーク
□238 岩瀬仁紀が史上初の1000試合登板を達成
□239 菅野智之がCSでノーヒットノーランを達成
□240 宮西尚生が史上初の300ホールドを達成
〈名将ヒストリー〉
□241 王　貞治 （ソ）
□242 星野仙一 （楽）
□243 梨田昌孝 （近）
□244 原　辰徳 （巨）
□245 渡辺久信 （西）
□246 秋山幸二 （ソ）
□247 西村徳文 （ロ）
□248 栗山英樹 （日）
□249 真中　満 （ヤ）
□250 緒方孝市 （広）
□251 工藤公康 （ソ）
□252 辻　発彦 （西）
［インサートカード］ 
〈ドリームチーム〉
※各200枚限定の銀紙+ホロPP版
※各100枚限定の金紙版
※各50枚限定のホロ紙版
□DT01 坂本勇人 （巨）
□DT02 近本光司 （神）
□DT03 大野雄大 （中）
□DT04 佐野恵太 （De）
□DT05 大瀬良大地 （広）
□DT06 山田哲人 （ヤ）
□DT07 山岡泰輔 （オ）
□DT08 柳田悠岐 （ソ）
□DT09 清宮幸太郎 （日）
□DT10 井上晴哉 （ロ）
□DT11 森　友哉 （西）
□DT12 則本昂大 （楽）
〈オールスター〉
※各200枚限定の銀紙+ホロPP版
※各100枚限定の金紙版
※各50枚限定のホロ紙版
※各25枚のホロ紙+ちぢみ印刷版
□AS01 菅野智之 （巨）
□AS02 西　勇輝 （神）
□AS03 大島洋平 （中）
□AS04 今永昇太 （De）
□AS05 鈴木誠也 （広）
□AS06 奥川恭伸 （ヤ）
□AS07 吉田正尚 （オ）
□AS08 千賀滉大 （ソ）
□AS09 有原航平 （日）
□AS10 佐々木朗希 （ロ）
□AS11 山川穂高 （西）



□AS12 浅村栄斗 （楽）
〈CROSS BLOSSOMS〉
※各200枚限定の銀紙+ホロPP版
※各100枚限定の金紙版
※各50枚限定のホロ紙版
□CB01 秋山幸二 （西）
□CB02 工藤公康 （西）
□CB03 山本昌 （中）
□CB04 桑田真澄 （巨）
□CB05 立浪和義 （中）
□CB06 石井琢朗 （横）
□CB07 佐々木主浩 大洋
□CB08 佐々岡真司 （広）
□CB09 古田敦也 （ヤ）
□CB10 前田智徳 （広）
□CB11 石井一久 （ヤ）
□CB12 三浦大輔 （横）
□CB13 松井秀喜 （巨）
□CB14 松井稼頭央 （西）
□CB15 福浦和也 （ロ）
□CB16 城島健司 （ソ）
□CB17 黒田博樹 （広）
□CB18 新井貴浩 （神）
□CB19 ラミレス （巨）
□CB20 阿部慎之助 （巨）
□CB21 ダルビッシュ有 （日）
□CB22 田中将大 （楽）
□CB23 筒香嘉智 （De）
□CB24 大谷翔平 （日）
〈Esperanza〉
□EP01 斎藤雅樹 （巨）
□EP02 池山隆寛 （ヤ）
□EP03 山﨑武司 （楽）
□EP04 谷繁元信 （横）
□EP05 野村謙二郎 （広）
□EP06 江藤　智 （巨）
□EP07 石井琢朗 （横）
□EP08 金本知憲 （広）
□EP09 石井一久 （西）
□EP10 松井秀喜 （巨）
□EP11 小久保裕紀 （ソ）
□EP12 西口文也 （西）
□EP13 斉藤和巳 （ソ）
□EP14 荒木雅博 （中）
□EP15 松中信彦 （ソ）
□EP16 小笠原道大 （巨）
□EP17 和田一浩 （中）
□EP18 井口資仁 （ダ）
□EP19 高橋由伸 （巨）
□EP20 井端弘和 （中）
□EP21 岩瀬仁紀 （中）
□EP22 新井貴浩 （広）
□EP23 上原浩治 （巨）
□EP24 川﨑宗則 （ダ）
□EP25 赤星憲広 （神）
□EP26 阿部慎之助 （巨）
□EP27 村田修一 （巨）
□EP28 ダルビッシュ有 （日）
□EP29 前田健太 （広）
□EP30 大谷翔平 （日）
※各50枚限定
〈Phantom〉
□PA01 駒田徳広 （横）
□PA02 槙原寛己 （巨）
□PA03 星野伸之 （オ）
□PA04 田中幸雄 （日）
□PA05 緒方孝市 （広）
□PA06 潮崎哲也 （西）
□PA07 小宮山悟 （ロ）
□PA08 高津臣吾 （ヤ）
□PA09 藪　恵壹 （神）
□PA10 黒木知宏 （ロ）
□PA11 稲葉篤紀 （ヤ）



□PA12 仁志敏久 （巨）
□PA13 大塚晶文 （近）
□PA14 川上憲伸 （中）
□PA15 杉内俊哉 （ソ）
□PA16 平野佳寿 （オ）
□PA17 田中将大 （楽）
□PA18 浅尾拓也 （中）
※各25枚限定
〈3D CROSS BLOSSOMS〉
□3D01 秋山幸二 （西）
□3D02 工藤公康 （西）
□3D03 山本昌 （中）
□3D04 桑田真澄 （巨）
□3D05 立浪和義 （中）
□3D06 石井琢朗 （横）
□3D07 佐々木主浩 大洋
□3D08 古田敦也 （ヤ）
□3D09 佐々岡真司 （広）
□3D10 前田智徳 （広）
□3D11 石井一久 （ヤ）
□3D12 三浦大輔 （横）
□3D13 松井秀喜 （巨）
□3D14 松井稼頭央 （西）
□3D15 福浦和也 （ロ）
□3D16 城島健司 （ソ）
□3D17 黒田博樹 （広）
□3D18 新井貴浩 （神）
□3D19 ラミレス （巨）
□3D20 阿部慎之助 （巨）
□3D21 ダルビッシュ有 （日）
□3D22 田中将大 （楽）
□3D23 筒香嘉智 （De）
□3D24 大谷翔平 （日）
［スペシャルインサートカード］
※各25枚限定
〈コンボメモラビリアカード〉

桑田真澄 （巨） アンダーシャツ 通常版 30枚
菅野智之 （巨） アンダーシャツ
松井秀喜 （巨） ホームジャージー 通常版 25枚
坂本勇人 （巨） ホームジャージー パッチ版 5枚
矢野燿大 （神） ホームジャージー 通常版 25枚
梅野隆太郎 （神） ビジタージャージ パッチ版 5枚
山本昌 （中） ホームジャージー 通常版 25枚
大野雄大 （中） アンダーシャツ パッチ版 5枚
立浪和義 （中） ホームジャージー 通常版 25枚
根尾　昂 （中） アンダーシャツ パッチ版 5枚
佐々木主浩 （横） ホームジャージー 通常版 25枚
山﨑康晃 （De） ホームジャージー パッチ版 5枚
筒香嘉智 （De） ホームジャージー 通常版 25枚
佐野恵太 （De） ホームジャージー パッチ版 5枚
前田智徳 （広） ホームジャージー 通常版 25枚
鈴木誠也 （広） ビジタージャージ パッチ版 5枚
前田智徳 （広） ホームジャージー 通常版 25枚
小園海斗 （広） ホームジャージー パッチ版 5枚
松中信彦 （ソ） ビジタージャージ 通常版 25枚
柳田悠岐 （ソ） ホームジャージー パッチ版 5枚
斉藤和巳 （ダ） ホームジャージー 通常版 25枚
千賀滉大 （ソ） ビジタージャージ パッチ版 5枚
川﨑宗則 （ダ） ホームジャージー 通常版 25枚
今宮健太 （ソ） ビジタージャージ パッチ版 5枚
福浦和也 （ロ） ホームジャージー 通常版 25枚
角中勝也 （ロ） ホームジャージー パッチ版 5枚
井口資仁 （ロ） ビジタージャージ 通常版 25枚
鳥谷　敬 （ロ） ホームジャージー パッチ版 5枚
松井秀喜 （巨） ホームジャージー 通常版 25枚
奥川恭伸 （ヤ） ホームジャージー パッチ版 5枚
渡辺俊介 （ロ） ホームジャージー 通常版 25枚
高橋　礼 （ソ） ホームジャージー パッチ版 5枚
松坂大輔 （西） サードジャージー 通常版 25枚
佐々木朗希 （ロ） ホームジャージー パッチ版 5枚
松井稼頭央 （西） ホームジャージー 通常版 25枚
山田哲人 （ヤ） ホームジャージー パッチ版 5枚
田中将大 （楽） ホームジャージー 通常版 25枚

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□



佐々木朗希 （ロ） ホームジャージー パッチ版 5枚
福留孝介 （中） ホームジャージー 通常版 25枚
福留孝介 （神） ビジタージャージ パッチ版 5枚
内川聖一 （横） ホームジャージー 通常版 25枚
内川聖一 （ソ） ホームジャージー パッチ版 5枚
ギョロタン （日） 羽 通常版 25枚
スラィリー （広） ホームジャージー パッチ版 5枚

〈トリプルメモラビリアカード〉
古田敦也 （ヤ） ビジタージャージ 通常版 15枚
城島健司 （神） ホームジャージー パッチ版 5枚
甲斐拓也 （ソ） ホームジャージー
前田智徳 （広） ホームジャージー 通常版 15枚
鈴木誠也 （広） ビジタージャージ パッチ版 5枚
小園海斗 （広） ホームジャージー
糸井嘉男 （日） ビジタージャージ 通常版 15枚
糸井嘉男 （オ） ホームジャージー パッチ版 5枚
糸井嘉男 （神） ホームジャージー

〈カルテットメモラビリアカード〉
松坂大輔 （西） サードジャージー 通常版 10枚
ダルビッシュ有 （日） ホームジャージー パッチ版 5枚
田中将大 （楽） ホームジャージー
佐々木朗希 （ロ） ホームジャージー

〈直筆ボールサインカード〉
□ 三浦大輔 （De） 通常版 20枚
〈直筆サインカード〉
□ 駒田徳広 （横） 120枚
□ 槙原寛己 （巨） 75枚
□ 斎藤雅樹 （巨） 45枚
□ 池山隆寛 （ヤ） 49枚
□ 星野伸之 （オ） 90枚
□ 山本昌 （中） 100枚
□ 桑田真澄 （巨） 18枚
□ 田中幸雄 （日） 90枚
□ 緒方孝市 （広） 120枚
□ 山﨑武司 （中） 100枚
□ 野村弘樹 （横） 103枚
□ 鈴木　健 （西） 90枚
□ 立浪和義 （中） 100枚
□ 堀　幸一 （ロ） 60枚
□ 川崎憲次郎 （ヤ） 200枚
□ 赤堀元之 （近） 60枚
□ 野村謙二郎 （広） 80枚
□ 初芝　清 （ロ） 95枚
□ 江藤　智 （広） 90枚
□ 谷繁元信 （中） 30枚
□ 古田敦也 （ヤ） 54枚
□ 小宮山悟 （ロ） 90枚
□ 前田智徳 （広） 26枚
□ 高津臣吾 （ヤ） 20枚
□ 水口栄二 （近） 90枚
□ 片岡篤史 （日） 90枚
□ 田口　壮 （オ） 90枚
□ 金本知憲 （神） 55枚
□ 桧山進次郎 （神） 90枚
□ 三浦大輔 （横） 60枚
□ 佐伯貴弘 （横） 96枚
□ 藪　恵壹 （神） 120枚
□ 大村直之 （近） 80枚
□ 小久保裕紀 （ダ） 30枚
□ 松井稼頭央 （西） 100枚
□ 福浦和也 （ロ） 60枚
□ 黒木知宏 （ロ） 90枚
□ 宮本慎也 （ヤ） 110枚
□ 稲葉篤紀 （日） 78枚
□ 多村仁志 （横） 102枚
□ 仁志敏久 （巨） 30枚
□ 清水隆行 （巨） 90枚
□ 斉藤和巳 （ソ） 60枚
□ 荒木雅博 （中） 60枚
□ 礒部公一 （楽） 120枚
□ 柴原　洋 （ソ） 95枚
□ 今岡　誠 （神） 60枚
□ 岩村明憲 （ヤ） 174枚

□

□

□

□

□

□

□

□



□ 谷　佳知 （オ） 90枚
□ 松中信彦 （ダ） 30枚
□ 小笠原道大 （日） 30枚
□ 和田一浩 （西） 120枚
□ 黒田博樹 （広） 18枚
□ 森野将彦 （中） 90枚
□ 井口資仁 （ロ） 60枚
□ 高橋由伸 （巨） 40枚
□ 川上憲伸 （中） 75枚
□ 井端弘和 （中） 90枚
□ 小林雅英 （ロ） 90枚
□ 岩瀬仁紀 （中） 30枚
□ 新井貴浩 （広） 84枚
□ 清水直行 （ロ） 90枚
□ 川﨑宗則 （ソ） 80枚
□ 渡辺俊介 （ロ） 99枚
□ 武田　久 （日） 120枚
□ 馬原孝浩 （ソ） 90枚
□ 成瀬善久 （ロ） 90枚
□ 久保康友 （ロ） 120枚
□ 浅尾拓也 （中） 60枚
□ 糸井嘉男 （神） 20枚
□ 福留孝介 （神） 30枚
□ 吉見一起 （中） 15枚
□ 山井大介 （中） 15枚
□ 平田良介 （中） 30枚
□ 大島洋平 （中） 30枚
□ 宮﨑敏郎 （De） 20枚
□ N.ソト （De） 30枚
□ 石川雅規 （ヤ） 30枚
□ 青木宣親 （ヤ） 29枚
□ ジョーンズ （オ） 30枚
□ 吉田正尚 （オ） 20枚
□ T-岡田 （オ） 30枚
□ 和田　毅 （ソ） 20枚
□ 内川聖一 （ソ） 16枚
□ 柳田悠岐 （ソ） 20枚
□ 金子弌大 （日） 30枚
□ 宮西尚生 （日） 30枚
□ 中田　翔 （日） 20枚
□ 松坂大輔 （西） 20枚
□ 栗山　巧 （西） 14枚
□ 松井裕樹 （楽） 10枚
□ 銀次 （楽） 20枚
□ 天谷宗一郎 （楽） 120枚
□ 王　貞治 （ソ） 20枚
□ 梨田昌孝 （近） 90枚
□ 真中　満 （ヤ） 59枚
□ 佐野泰雄 （西） 15枚
□ 明石健志 （ソ） 30枚
□ 長谷川勇也 （ソ） 30枚
□ 鳥谷　敬 （ロ） 20枚
□ 西浦颯大 （オ） 30枚
□ 田島慎二 （中） 15枚
□ 谷元圭介 （中） 15枚
□ 又吉克樹 （中） 15枚
□ 笠原祥太郎 （中） 30枚
□ 加藤匠馬 （中） 30枚
〈コンボ直筆サインカード〉
□ 槙原寛己（巨）&斎藤雅樹（巨） 5枚
□ 山本昌（中）&山﨑武司（中） 5枚
□ 野村弘樹（横）&立浪和義（中） 5枚
□ 金本知憲（神）&新井貴浩（神） 5枚
□ 松井稼頭央（西）&松坂大輔（西） 5枚
□ 高橋由伸（巨）&川上憲伸（中） 5枚
〈直筆サインカード銀紙版〉
□ 山本昌 （中） 15枚
□ 山﨑武司 （中） 15枚
□ 立浪和義 （中） 15枚
□ 野村謙二郎 （広） 15枚
□ 松井稼頭央 （西） 15枚
□ 高橋由伸 （巨） 15枚
〈直筆サインカード金紙版〉



□ 糸井嘉男 （神） 10枚
□ 山﨑康晃 （De） 10枚
□ 山田哲人 （ヤ） 10枚
□ 山岡泰輔 （オ） 10枚
□ 中田　翔 （日） 10枚
□ 中村剛也 （西） 10枚
□ 則本昂大 （楽） 10枚
〈直筆サインカードホロ紙版〉
□ 前田智徳 （広） 5枚
□ 金本知憲 （神） 5枚
□ 黒田博樹 （広） 5枚
□ 松坂大輔 （西） 5枚
□ 王　貞治 （ソ） 5枚
□ 奥川恭伸 （ヤ） 5枚
□ 佐々木朗希 （ロ） 5枚
〈バイバック直筆サインカード〉
□ 槙原寛己 （巨）

1991 BBM No.40 1枚
2004 ヒストリックコレクション No.063 1枚
2006 ヒストリックコレクション No.022 1枚
2010 ヒストリックコレクション No.044 1枚
2010 BBM20周年 No.001 1枚
2013 ジャイアンツレジェンド No.77 1枚
2014 ヒストリックコレクション No.003 1枚
2014 プロ野球80周年投手編 No.57 1枚
2014 オールスター伝説90's No.67 1枚

□ 斎藤雅樹 （巨）
1991 BBM No.211 1枚
1991 BBM No.212 1枚
1991 BBM No.216 1枚
1991 BBM No.270 1枚
1996 BBM No.603 1枚
2004 BBM No.067 1枚
2004 巨人70周年 No.061 1枚
2006 ヒストリックコレクション No.019 1枚
2011 ヒストリックコレクション No.002 1枚
2013 ジャイアンツレジェンド No.43 1枚

□ 池山隆寛 （ヤ）
1991 BBM No.313 1枚
2000 BBM No.458 1枚
2012 ヒストリックコレクション No.051 1枚
2013 オールスター伝説80's No.04 1枚
2014 プロ野球80周年打者編 No.57 1枚
2015 BBM25周年 No.011 1枚

□ 星野伸之 （オ）
1991 BBM No.366 1枚
2010 BBM20周年 No.056 5枚
2014 プロ野球80周年投手編 No.61 4枚

□ 桑田真澄 （巨）
1993 BBM No.143 1枚
1994 BBM No.69 1枚
1996 BBM No.74 1枚
1997 BBM No.54 1枚
1998 BBM No.97 1枚
1999 BBM No.80 1枚
2000 ジャイアンツコレクション No.06 1枚
2009 ヒストリックコレクション No.001 1枚
2010 ヒストリックコレクション No.045 1枚
2014 プロ野球80周年投手編 No.64 1枚

□ 立浪和義 （中）
2005 タッチ・ザ・ゲーム No.151 1枚
2006 ヒストリックコレクション No.112 1枚
2010 BBM20周年 No.020 1枚
2011 中日75周年 No.66 1枚
2013 オールスター伝説80's No.40 1枚
2014 ヒストリックコレクション No.030 1枚
2014 ドラゴンズレジェンド No.49 1枚
2014 プロ野球80周年打者編 No.62 1枚
2015 BBM25周年 No.025 1枚
2016 BBMマスターピース No.033 1枚

□ 前田智徳 （広）
2002 タッチ・ザ・ゲーム No.58 1枚
2008 ヒストリックコレクション No.101 1枚



2009 広島60周年 No.86 1枚
2009 広島60周年 No.94 1枚
2010 BBM20周年 No.152 1枚
2011 ヒストリックコレクション No.101 1枚
2013 ヒストリックコレクション No.009 1枚
2014 ヒストリックコレクション No.053 1枚
2014 オールスター伝説90's No.66 1枚
2015 BBM25周年 No.040 1枚

□ 大村直之 （近）
2004 近鉄メモリアルセット K27 5枚
2009 近鉄メモラリアル No.77 5枚

□ 黒木知宏 （ロ）
1997 ダイヤモンドヒーローズ No.94 1枚
2004 タッチ・ザ・ゲーム No.041 1枚
2006 ヒストリックコレクション No.093 1枚
2008 ロッテ40周年 No.70 1枚
2010 ヒストリックコレクション　 No.035 1枚
2010 BBM25周年 No.090 1枚
2011 ヒストリックコレクション No.061 1枚
2013 ヒストリックコレクション No.122 1枚
2015 BBM25周年 No.081 2枚

□ 稲葉篤紀 （ヤ・日）
1997 ダイヤモンドヒーローズ No.226 1枚
2004 タッチ・ザ・ゲーム No.120 1枚
2008 ヒストリックコレクション No.114 1枚
2010 ヒストリックコレクション No.090 1枚
2010 BBM20周年 No.189 1枚
2011 タッチ・ザ・ゲーム No.036 1枚
2013 日本ハム10周年 No.12 1枚
2013 日本ハム10周年 No.86 1枚
2014 プロ野球80周年打者編 No.76 1枚
2015 BBM25周年 No.080 1枚

□ 黒田博樹 （広）
2008 ヒストリックコレクション No.097 1枚
2009 広島60周年 No.71 1枚
2010 BBM20周年 No.045 1枚
2014 プロ野球80周年投手編 No.75 1枚
2015 BBM1stバージョン CP26 1枚
2015 BBM25周年 No.091 1枚
2016 BBM1stバージョン CF28 1枚
2016 BBM2ndバージョン No.536 1枚
2016 BBMクラシック R10 1枚
2016 BBMマスターピース No.064 1枚

□ 森野将彦 （中）
2006 中日70周年 No.94 5枚
2010 BBM20周年 No.133 5枚

□ 高橋由伸 （巨）
1998 BBM No.345 1枚
1998 BBM（SCM付録） No.345 1枚
2002 タッチ・ザ・ゲーム No.29 1枚
2004 巨人70周年 No.093 1枚
2008 ヒストリックコレクション No.096 1枚
2010 BBM20周年 No.116 1枚
2012 BBM1stバージョン No.234 1枚
2013 ジャイアンツレジェンド No.57 1枚
2014 プロ野球80周年打者編 No.80 1枚
2015 BBM25周年 No.098 1枚

□ 川上憲伸 （中）
2006 ヒストリックコレクション No.109 1枚
2007 ヒストリックコレクション No.115 1枚
2008 ヒストリックコレクション No.073 1枚
2010 BBM20周年 No.025 1枚
2011 ヒストリックコレクション No.017 1枚
2011 中日75周年 No.78 1枚
2012 BBM1stバージョン No.164 1枚
2014 ドラゴンズレジェンド No.17 1枚
2014 プロ野球80周年投手編 No.77 1枚
2015 BBM25周年 No.099 1枚

□ 井端弘和 （中）
1998 BBM No.389 1枚
2007 ヒストリックコレクション No.119 1枚
2008 ヒストリックコレクション No.076 1枚
2010 ヒストリックコレクション No.124 1枚



2010 BBM20周年 No.132 1枚
2011 BBM中日75周年 No.94 1枚
2011 タッチ・ザ・ゲーム No.060 1枚
2012 GENESIS No.059 1枚
2014 ドラゴンズレジェンド No.55 1枚
2015 BBM25周年 No.097 1枚

□ 新井貴浩 （広・神）
1999 BBM No.374 2枚
2009 広島60周年 No.72 1枚
2010 BBM1stバージョン N0.129 1枚
2010 BBM2ndバージョン CS051 1枚
2011 タッチ・ザ・ゲーム No.070 1枚
2012 GENESIS No.087 1枚
2015 BBM25周年 No.110 1枚
2016 BBM1stバージョン CF30 1枚
2017 BBM1stバージョン No.177 1枚

□ 川﨑宗則 （ダ・ソ）
2000 BBM No.291 2枚
2009 ヒストリックコレクション No.126 1枚
2010 BBM1stバージョン No.312 1枚
2010 BBM2ndバージョン No.668 1枚
2010 BBM2ndバージョン HM09 1枚
2010 BBM20周年 No.177 1枚
2011 BBM1stバージョン No.017 1枚
2011 タッチ・ザ・ゲーム No.007 1枚
2015 BBM25周年 No.115 1枚

□ 梨田昌孝 （近）
2004 近鉄メモリアルセット K01 5枚
2009 近鉄メモリアル No.28 5枚


