
No. 選手名 球団 No. 選手名 球団 枚数 No. 選手名 球団 枚数 No. 選手名 球団 枚数

001 奥川 恭伸 スワローズ 001 奥川 恭伸 スワローズ 50 001 奥川 恭伸 スワローズ 10 001 奥川 恭伸 スワローズ 1

002 高橋 奎二 スワローズ 002 高橋 奎二 スワローズ 50 002 高橋 奎二 スワローズ 10 002 高橋 奎二 スワローズ 1

003 村上 宗隆 スワローズ 003 村上 宗隆 スワローズ 50 003 村上 宗隆 スワローズ 10 003 村上 宗隆 スワローズ 1

004 青木 宣親 スワローズ 004 青木 宣親 スワローズ 50 004 青木 宣親 スワローズ 10 004 青木 宣親 スワローズ 1

005 山下 輝 スワローズ 005 山下 輝 スワローズ 50 005 山下 輝 スワローズ 10 005 山下 輝 スワローズ 1

006 丸山 和郁 スワローズ 006 丸山 和郁 スワローズ 50 006 丸山 和郁 スワローズ 10 006 丸山 和郁 スワローズ 1

007 柴田 大地 スワローズ 007 柴田 大地 スワローズ 50 007 柴田 大地 スワローズ 10 007 柴田 大地 スワローズ 1

008 小森 航大郎 スワローズ 008 小森 航大郎 スワローズ 50 008 小森 航大郎 スワローズ 10 008 小森 航大郎 スワローズ 1

009 竹山 日向 スワローズ 009 竹山 日向 スワローズ 50 009 竹山 日向 スワローズ 10 009 竹山 日向 スワローズ 1

010 伊藤 将司 タイガース 010 伊藤 将司 タイガース 50 010 伊藤 将司 タイガース 10 010 伊藤 将司 タイガース 1

011 中野 拓夢 タイガース 011 中野 拓夢 タイガース 50 011 中野 拓夢 タイガース 10 011 中野 拓夢 タイガース 1

012 森木 大智 タイガース 012 森木 大智 タイガース 50 012 森木 大智 タイガース 10 012 森木 大智 タイガース 1

013 鈴木 勇斗 タイガース 013 鈴木 勇斗 タイガース 50 013 鈴木 勇斗 タイガース 10 013 鈴木 勇斗 タイガース 1

014 桐敷 拓馬 タイガース 014 桐敷 拓馬 タイガース 50 014 桐敷 拓馬 タイガース 10 014 桐敷 拓馬 タイガース 1

015 前川 右京 タイガース 015 前川 右京 タイガース 50 015 前川 右京 タイガース 10 015 前川 右京 タイガース 1

016 岡留 英貴 タイガース 016 岡留 英貴 タイガース 50 016 岡留 英貴 タイガース 10 016 岡留 英貴 タイガース 1

017 豊田 寛 タイガース 017 豊田 寛 タイガース 50 017 豊田 寛 タイガース 10 017 豊田 寛 タイガース 1

18 中川 勇斗 タイガース 18 中川 勇斗 タイガース 50 18 中川 勇斗 タイガース 10 18 中川 勇斗 タイガース 1

019 坂本 勇人 ジャイアンツ 019 坂本 勇人 ジャイアンツ 50 019 坂本 勇人 ジャイアンツ 10 019 坂本 勇人 ジャイアンツ 1

020 岡本 和真 ジャイアンツ 020 岡本 和真 ジャイアンツ 50 020 岡本 和真 ジャイアンツ 10 020 岡本 和真 ジャイアンツ 1

021 大勢 ジャイアンツ 021 大勢 ジャイアンツ 50 021 大勢 ジャイアンツ 10 021 大勢 ジャイアンツ 1

022 山田 龍聖 ジャイアンツ 022 山田 龍聖 ジャイアンツ 50 022 山田 龍聖 ジャイアンツ 10 022 山田 龍聖 ジャイアンツ 1

023 赤星 優志 ジャイアンツ 023 赤星 優志 ジャイアンツ 50 023 赤星 優志 ジャイアンツ 10 023 赤星 優志 ジャイアンツ 1

024 石田 隼都 ジャイアンツ 024 石田 隼都 ジャイアンツ 50 024 石田 隼都 ジャイアンツ 10 024 石田 隼都 ジャイアンツ 1

025 岡田 悠希 ジャイアンツ 025 岡田 悠希 ジャイアンツ 50 025 岡田 悠希 ジャイアンツ 10 025 岡田 悠希 ジャイアンツ 1

026 代木 大和 ジャイアンツ 026 代木 大和 ジャイアンツ 50 026 代木 大和 ジャイアンツ 10 026 代木 大和 ジャイアンツ 1

027 花田 侑樹 ジャイアンツ 027 花田 侑樹 ジャイアンツ 50 027 花田 侑樹 ジャイアンツ 10 027 花田 侑樹 ジャイアンツ 1

028 坂倉 将吾 カープ 028 坂倉 将吾 カープ 50 028 坂倉 将吾 カープ 10 028 坂倉 将吾 カープ 1

029 小園 海斗 カープ 029 小園 海斗 カープ 50 029 小園 海斗 カープ 10 029 小園 海斗 カープ 1

030 黒原 拓未 カープ 030 黒原 拓未 カープ 50 030 黒原 拓未 カープ 10 030 黒原 拓未 カープ 1

031 森 翔平 カープ 031 森 翔平 カープ 50 031 森 翔平 カープ 10 031 森 翔平 カープ 1

032 中村 健人 カープ 032 中村 健人 カープ 50 032 中村 健人 カープ 10 032 中村 健人 カープ 1

033 田村 俊介 カープ 033 田村 俊介 カープ 50 033 田村 俊介 カープ 10 033 田村 俊介 カープ 1

034 松本 竜也 カープ 034 松本 竜也 カープ 50 034 松本 竜也 カープ 10 034 松本 竜也 カープ 1

035 末包 昇大 カープ 035 末包 昇大 カープ 50 035 末包 昇大 カープ 10 035 末包 昇大 カープ 1

036 髙木 翔斗 カープ 036 髙木 翔斗 カープ 50 036 髙木 翔斗 カープ 10 036 髙木 翔斗 カープ 1

037 根尾 昂 ドラゴンズ 037 根尾 昂 ドラゴンズ 50 037 根尾 昂 ドラゴンズ 10 037 根尾 昂 ドラゴンズ 1

038 髙橋 宏斗 ドラゴンズ 038 髙橋 宏斗 ドラゴンズ 50 038 髙橋 宏斗 ドラゴンズ 10 038 髙橋 宏斗 ドラゴンズ 1

039 石川 昂弥 ドラゴンズ 039 石川 昂弥 ドラゴンズ 50 039 石川 昂弥 ドラゴンズ 10 039 石川 昂弥 ドラゴンズ 1

040 ブライト 健太 ドラゴンズ 040 ブライト 健太 ドラゴンズ 50 040 ブライト 健太 ドラゴンズ 10 040 ブライト 健太 ドラゴンズ 1

041 鵜飼 航丞 ドラゴンズ 041 鵜飼 航丞 ドラゴンズ 50 041 鵜飼 航丞 ドラゴンズ 10 041 鵜飼 航丞 ドラゴンズ 1

042 石森 大誠 ドラゴンズ 042 石森 大誠 ドラゴンズ 50 042 石森 大誠 ドラゴンズ 10 042 石森 大誠 ドラゴンズ 1

043 味谷 大誠 ドラゴンズ 043 味谷 大誠 ドラゴンズ 50 043 味谷 大誠 ドラゴンズ 10 043 味谷 大誠 ドラゴンズ 1

044 星野 真生 ドラゴンズ 044 星野 真生 ドラゴンズ 50 044 星野 真生 ドラゴンズ 10 044 星野 真生 ドラゴンズ 1

045 福元 悠真 ドラゴンズ 045 福元 悠真 ドラゴンズ 50 045 福元 悠真 ドラゴンズ 10 045 福元 悠真 ドラゴンズ 1

046 森 敬斗 ベイスターズ 046 森 敬斗 ベイスターズ 50 046 森 敬斗 ベイスターズ 10 046 森 敬斗 ベイスターズ 1

047 宮﨑 敏郎 ベイスターズ 047 宮﨑 敏郎 ベイスターズ 50 047 宮﨑 敏郎 ベイスターズ 10 047 宮﨑 敏郎 ベイスターズ 1

048 佐野 恵太 ベイスターズ 048 佐野 恵太 ベイスターズ 50 048 佐野 恵太 ベイスターズ 10 048 佐野 恵太 ベイスターズ 1

049 小園 健太 ベイスターズ 049 小園 健太 ベイスターズ 50 049 小園 健太 ベイスターズ 10 049 小園 健太 ベイスターズ 1

050 徳山 壮磨 ベイスターズ 050 徳山 壮磨 ベイスターズ 50 050 徳山 壮磨 ベイスターズ 10 050 徳山 壮磨 ベイスターズ 1

051 粟飯原 龍之介 ベイスターズ 051 粟飯原 龍之介 ベイスターズ 50 051 粟飯原 龍之介 ベイスターズ 10 051 粟飯原 龍之介 ベイスターズ 1

052 三浦 銀二 ベイスターズ 052 三浦 銀二 ベイスターズ 50 052 三浦 銀二 ベイスターズ 10 052 三浦 銀二 ベイスターズ 1

053 深沢 鳳介 ベイスターズ 053 深沢 鳳介 ベイスターズ 50 053 深沢 鳳介 ベイスターズ 10 053 深沢 鳳介 ベイスターズ 1

054 梶原 昂希 ベイスターズ 054 梶原 昂希 ベイスターズ 50 054 梶原 昂希 ベイスターズ 10 054 梶原 昂希 ベイスターズ 1

055 山本 由伸 バファローズ 055 山本 由伸 バファローズ 50 055 山本 由伸 バファローズ 10 055 山本 由伸 バファローズ 1

056 吉田 正尚 バファローズ 056 吉田 正尚 バファローズ 50 056 吉田 正尚 バファローズ 10 056 吉田 正尚 バファローズ 1

057 椋木 蓮 バファローズ 057 椋木 蓮 バファローズ 50 057 椋木 蓮 バファローズ 10 057 椋木 蓮 バファローズ 1

058 野口 智哉 バファローズ 058 野口 智哉 バファローズ 50 058 野口 智哉 バファローズ 10 058 野口 智哉 バファローズ 1

059 福永 奨 バファローズ 059 福永 奨 バファローズ 50 059 福永 奨 バファローズ 10 059 福永 奨 バファローズ 1

060 渡部 遼人 バファローズ 060 渡部 遼人 バファローズ 50 060 渡部 遼人 バファローズ 10 060 渡部 遼人 バファローズ 1

061 池田 陵真 バファローズ 061 池田 陵真 バファローズ 50 061 池田 陵真 バファローズ 10 061 池田 陵真 バファローズ 1

062 横山 楓 バファローズ 062 横山 楓 バファローズ 50 062 横山 楓 バファローズ 10 062 横山 楓 バファローズ 1

063 小木田 敦也 バファローズ 063 小木田 敦也 バファローズ 50 063 小木田 敦也 バファローズ 10 063 小木田 敦也 バファローズ 1

064 佐々木 朗希 マリーンズ 064 佐々木 朗希 マリーンズ 50 064 佐々木 朗希 マリーンズ 10 064 佐々木 朗希 マリーンズ 1

065 安田 尚憲 マリーンズ 065 安田 尚憲 マリーンズ 50 065 安田 尚憲 マリーンズ 10 065 安田 尚憲 マリーンズ 1

066 藤原 恭大 マリーンズ 066 藤原 恭大 マリーンズ 50 066 藤原 恭大 マリーンズ 10 066 藤原 恭大 マリーンズ 1

067 和田 康士朗 マリーンズ 067 和田 康士朗 マリーンズ 50 067 和田 康士朗 マリーンズ 10 067 和田 康士朗 マリーンズ 1

068 松川 虎生 マリーンズ 068 松川 虎生 マリーンズ 50 068 松川 虎生 マリーンズ 10 068 松川 虎生 マリーンズ 1

069 池田 来翔 マリーンズ 069 池田 来翔 マリーンズ 50 069 池田 来翔 マリーンズ 10 069 池田 来翔 マリーンズ 1

070 廣畑 敦也 マリーンズ 070 廣畑 敦也 マリーンズ 50 070 廣畑 敦也 マリーンズ 10 070 廣畑 敦也 マリーンズ 1

071 秋山 正雲 マリーンズ 071 秋山 正雲 マリーンズ 50 071 秋山 正雲 マリーンズ 10 071 秋山 正雲 マリーンズ 1

072 八木 彬 マリーンズ 072 八木 彬 マリーンズ 50 072 八木 彬 マリーンズ 10 072 八木 彬 マリーンズ 1

073 早川 隆久 楽天イーグルス 073 早川 隆久 楽天イーグルス 50 073 早川 隆久 楽天イーグルス 10 073 早川 隆久 楽天イーグルス 1

074 島内 宏明 楽天イーグルス 074 島内 宏明 楽天イーグルス 50 074 島内 宏明 楽天イーグルス 10 074 島内 宏明 楽天イーグルス 1

075 吉野 創士 楽天イーグルス 075 吉野 創士 楽天イーグルス 50 075 吉野 創士 楽天イーグルス 10 075 吉野 創士 楽天イーグルス 1

076 安田 悠馬 楽天イーグルス 076 安田 悠馬 楽天イーグルス 50 076 安田 悠馬 楽天イーグルス 10 076 安田 悠馬 楽天イーグルス 1

077 前田 銀治 楽天イーグルス 077 前田 銀治 楽天イーグルス 50 077 前田 銀治 楽天イーグルス 10 077 前田 銀治 楽天イーグルス 1

078 泰 勝利 楽天イーグルス 078 泰 勝利 楽天イーグルス 50 078 泰 勝利 楽天イーグルス 10 078 泰 勝利 楽天イーグルス 1

079 松井 友飛 楽天イーグルス 079 松井 友飛 楽天イーグルス 50 079 松井 友飛 楽天イーグルス 10 079 松井 友飛 楽天イーグルス 1

080 西垣 雅矢 楽天イーグルス 080 西垣 雅矢 楽天イーグルス 50 080 西垣 雅矢 楽天イーグルス 10 080 西垣 雅矢 楽天イーグルス 1

081 吉川 雄大 楽天イーグルス 081 吉川 雄大 楽天イーグルス 50 081 吉川 雄大 楽天イーグルス 10 081 吉川 雄大 楽天イーグルス 1

082 千賀 滉大 ホークス 082 千賀 滉大 ホークス 50 082 千賀 滉大 ホークス 10 082 千賀 滉大 ホークス 1

083 リチャード ホークス 083 リチャード ホークス 50 083 リチャード ホークス 10 083 リチャード ホークス 1

084 柳田 悠岐 ホークス 084 柳田 悠岐 ホークス 50 084 柳田 悠岐 ホークス 10 084 柳田 悠岐 ホークス 1

085 栗原 陵矢 ホークス 085 栗原 陵矢 ホークス 50 085 栗原 陵矢 ホークス 10 085 栗原 陵矢 ホークス 1

086 風間 球打 ホークス 086 風間 球打 ホークス 50 086 風間 球打 ホークス 10 086 風間 球打 ホークス 1

087 正木 智也 ホークス 087 正木 智也 ホークス 50 087 正木 智也 ホークス 10 087 正木 智也 ホークス 1

088 木村 大成 ホークス 088 木村 大成 ホークス 50 088 木村 大成 ホークス 10 088 木村 大成 ホークス 1

089 野村 勇 ホークス 089 野村 勇 ホークス 50 089 野村 勇 ホークス 10 089 野村 勇 ホークス 1

090 大竹 風雅 ホークス 090 大竹 風雅 ホークス 50 090 大竹 風雅 ホークス 10 090 大竹 風雅 ホークス 1

091 達 孝太 ファイターズ 091 達 孝太 ファイターズ 50 091 達 孝太 ファイターズ 10 091 達 孝太 ファイターズ 1

092 有薗 直輝 ファイターズ 092 有薗 直輝 ファイターズ 50 092 有薗 直輝 ファイターズ 10 092 有薗 直輝 ファイターズ 1

093 水野 達稀 ファイターズ 093 水野 達稀 ファイターズ 50 093 水野 達稀 ファイターズ 10 093 水野 達稀 ファイターズ 1

094 阪口 樂 ファイターズ 094 阪口 樂 ファイターズ 50 094 阪口 樂 ファイターズ 10 094 阪口 樂 ファイターズ 1

095 畔柳 亨丞 ファイターズ 095 畔柳 亨丞 ファイターズ 50 095 畔柳 亨丞 ファイターズ 10 095 畔柳 亨丞 ファイターズ 1

096 長谷川 威展 ファイターズ 096 長谷川 威展 ファイターズ 50 096 長谷川 威展 ファイターズ 10 096 長谷川 威展 ファイターズ 1

097 松浦 慶斗 ファイターズ 097 松浦 慶斗 ファイターズ 50 097 松浦 慶斗 ファイターズ 10 097 松浦 慶斗 ファイターズ 1

098 北山 亘基 ファイターズ 098 北山 亘基 ファイターズ 50 098 北山 亘基 ファイターズ 10 098 北山 亘基 ファイターズ 1

099 上川畑 大悟 ファイターズ 099 上川畑 大悟 ファイターズ 50 099 上川畑 大悟 ファイターズ 10 099 上川畑 大悟 ファイターズ 1

100 水上 由伸 ライオンズ 100 水上 由伸 ライオンズ 50 100 水上 由伸 ライオンズ 10 100 水上 由伸 ライオンズ 1

101 渡部 健人 ライオンズ 101 渡部 健人 ライオンズ 50 101 渡部 健人 ライオンズ 10 101 渡部 健人 ライオンズ 1

102 山村 崇嘉 ライオンズ 102 山村 崇嘉 ライオンズ 50 102 山村 崇嘉 ライオンズ 10 102 山村 崇嘉 ライオンズ 1

103 隅田 知一郎 ライオンズ 103 隅田 知一郎 ライオンズ 50 103 隅田 知一郎 ライオンズ 10 103 隅田 知一郎 ライオンズ 1

104 佐藤 隼輔 ライオンズ 104 佐藤 隼輔 ライオンズ 50 104 佐藤 隼輔 ライオンズ 10 104 佐藤 隼輔 ライオンズ 1

105 古賀 悠斗 ライオンズ 105 古賀 悠斗 ライオンズ 50 105 古賀 悠斗 ライオンズ 10 105 古賀 悠斗 ライオンズ 1

106 羽田 慎之介 ライオンズ 106 羽田 慎之介 ライオンズ 50 106 羽田 慎之介 ライオンズ 10 106 羽田 慎之介 ライオンズ 1

107 黒田 将矢 ライオンズ 107 黒田 将矢 ライオンズ 50 107 黒田 将矢 ライオンズ 10 107 黒田 将矢 ライオンズ 1

108 中山 誠吾 ライオンズ 108 中山 誠吾 ライオンズ 50 108 中山 誠吾 ライオンズ 10 108 中山 誠吾 ライオンズ 1

【チェックリスト】2022 NPBプロ野球カード LUXURY COLLECTION
＜レギュラーカード＞

レギュラー ※ﾍﾞｰｽ=ﾒﾀﾙ版1種、ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ=3種のﾎﾛｸﾞﾗﾑを収録

＜インサートカード＞※ホログラム版／シリアルナンバー入り

レギュラーパラレル（エメラルドグリーン） レギュラーパラレル（ブラック／ゴールド） レギュラーパラレル（ブラック）



No. 選手名 球団 枚数 No. 選手名 球団 枚数 No. 選手名 球団 枚数

HF-01 高橋 奎二 スワローズ 50 HF-01 高橋 奎二 スワローズ 75 HF-01 高橋 奎二 スワローズ 99

HF-02 山下 輝 スワローズ 50 HF-02 山下 輝 スワローズ 75 HF-02 山下 輝 スワローズ 99

HF-03 丸山 和郁 スワローズ 50 HF-03 丸山 和郁 スワローズ 75 HF-03 丸山 和郁 スワローズ 99

HF-04 中野 拓夢 タイガース 50 HF-04 中野 拓夢 タイガース 75 HF-04 中野 拓夢 タイガース 99

HF-05 森木 大智 タイガース 50 HF-05 森木 大智 タイガース 75 HF-05 森木 大智 タイガース 99

HF-06 鈴木 勇斗 タイガース 50 HF-06 鈴木 勇斗 タイガース 75 HF-06 鈴木 勇斗 タイガース 99

HF-07 岡本 和真 ジャイアンツ 50 HF-07 岡本 和真 ジャイアンツ 75 HF-07 岡本 和真 ジャイアンツ 99

HF-08 大勢 ジャイアンツ 50 HF-08 大勢 ジャイアンツ 75 HF-08 大勢 ジャイアンツ 99

HF-09 山田 龍聖 ジャイアンツ 50 HF-09 山田 龍聖 ジャイアンツ 75 HF-09 山田 龍聖 ジャイアンツ 99

HF-10 坂倉 将吾 カープ 50 HF-10 坂倉 将吾 カープ 75 HF-10 坂倉 将吾 カープ 99

HF-11 黒原 拓未 カープ 50 HF-11 黒原 拓未 カープ 75 HF-11 黒原 拓未 カープ 99

HF-12 森 翔平 カープ 50 HF-12 森 翔平 カープ 75 HF-12 森 翔平 カープ 99

HF-13 根尾 昂 ドラゴンズ 50 HF-13 根尾 昂 ドラゴンズ 75 HF-13 根尾 昂 ドラゴンズ 99

HF-14 ブライト 健太 ドラゴンズ 50 HF-14 ブライト 健太 ドラゴンズ 75 HF-14 ブライト 健太 ドラゴンズ 99

HF-15 鵜飼 航丞 ドラゴンズ 50 HF-15 鵜飼 航丞 ドラゴンズ 75 HF-15 鵜飼 航丞 ドラゴンズ 99

HF-16 森 敬斗 ベイスターズ 50 HF-16 森 敬斗 ベイスターズ 75 HF-16 森 敬斗 ベイスターズ 99

HF-17 小園 健太 ベイスターズ 50 HF-17 小園 健太 ベイスターズ 75 HF-17 小園 健太 ベイスターズ 99

HF-18 徳山 壮磨 ベイスターズ 50 HF-18 徳山 壮磨 ベイスターズ 75 HF-18 徳山 壮磨 ベイスターズ 99

HF-19 吉田 正尚 バファローズ 50 HF-19 吉田 正尚 バファローズ 75 HF-19 吉田 正尚 バファローズ 99

HF-20 椋木 蓮 バファローズ 50 HF-20 椋木 蓮 バファローズ 75 HF-20 椋木 蓮 バファローズ 99

HF-21 野口 智哉 バファローズ 50 HF-21 野口 智哉 バファローズ 75 HF-21 野口 智哉 バファローズ 99

HF-22 佐々木 朗希 マリーンズ 50 HF-22 佐々木 朗希 マリーンズ 75 HF-22 佐々木 朗希 マリーンズ 99

HF-23 松川 虎生 マリーンズ 50 HF-23 松川 虎生 マリーンズ 75 HF-23 松川 虎生 マリーンズ 99

HF-24 池田 来翔 マリーンズ 50 HF-24 池田 来翔 マリーンズ 75 HF-24 池田 来翔 マリーンズ 99

HF-25 早川 隆久 楽天イーグルス 50 HF-25 早川 隆久 楽天イーグルス 75 HF-25 早川 隆久 楽天イーグルス 99

HF-26 吉野 創士 楽天イーグルス 50 HF-26 吉野 創士 楽天イーグルス 75 HF-26 吉野 創士 楽天イーグルス 99

HF-27 安田 悠馬 楽天イーグルス 50 HF-27 安田 悠馬 楽天イーグルス 75 HF-27 安田 悠馬 楽天イーグルス 99

HF-28 リチャード ホークス 50 HF-28 リチャード ホークス 75 HF-28 リチャード ホークス 99

HF-29 風間 球打 ホークス 50 HF-29 風間 球打 ホークス 75 HF-29 風間 球打 ホークス 99

HF-30 正木 智也 ホークス 50 HF-30 正木 智也 ホークス 75 HF-30 正木 智也 ホークス 99

HF-31 達 孝太 ファイターズ 50 HF-31 達 孝太 ファイターズ 75 HF-31 達 孝太 ファイターズ 99

HF-32 有薗 直輝 ファイターズ 50 HF-32 有薗 直輝 ファイターズ 75 HF-32 有薗 直輝 ファイターズ 99

HF-33 北山 亘基 ファイターズ 50 HF-33 北山 亘基 ファイターズ 75 HF-33 北山 亘基 ファイターズ 99

HF-34 水上 由伸 ライオンズ 50 HF-34 水上 由伸 ライオンズ 75 HF-34 水上 由伸 ライオンズ 99

HF-35 隅田 知一郎 ライオンズ 50 HF-35 隅田 知一郎 ライオンズ 75 HF-35 隅田 知一郎 ライオンズ 99

HF-36 佐藤 隼輔 ライオンズ 50 HF-36 佐藤 隼輔 ライオンズ 75 HF-36 佐藤 隼輔 ライオンズ 99

No. 選手名 球団 枚数 No. 選手名 球団 枚数 No. 選手名 球団 枚数 No. 選手名 球団 枚数

SP-001 奥川 恭伸 スワローズ 54 SP-075 吉野 創士 楽天イーグルス 53 SP-001 奥川 恭伸 スワローズ 1 SP-075 吉野 創士 楽天イーグルス 1

SP-002 高橋 奎二 スワローズ 52 SP-076 安田 悠馬 楽天イーグルス 54 SP-002 高橋 奎二 スワローズ 1 SP-076 安田 悠馬 楽天イーグルス 1

SP-003 村上 宗隆 スワローズ 56 SP-077 前田 銀治 楽天イーグルス 54 SP-003 村上 宗隆 スワローズ 1 SP-077 前田 銀治 楽天イーグルス 1

SP-004 青木 宣親 スワローズ 54 SP-078 泰 勝利 楽天イーグルス 54 SP-004 青木 宣親 スワローズ 1 SP-078 泰 勝利 楽天イーグルス 1

SP-005 山下 輝 スワローズ 54 SP-079 松井 友飛 楽天イーグルス 54 SP-005 山下 輝 スワローズ 1 SP-079 松井 友飛 楽天イーグルス 1

SP-006 丸山 和郁 スワローズ 54 SP-080 西垣 雅矢 楽天イーグルス 52 SP-006 丸山 和郁 スワローズ 1 SP-080 西垣 雅矢 楽天イーグルス 1

SP-007 柴田 大地 スワローズ 52 SP-081 吉川 雄大 楽天イーグルス 54 SP-007 柴田 大地 スワローズ 1 SP-081 吉川 雄大 楽天イーグルス 1

SP-008 小森 航大郎 スワローズ 54 SP-082 千賀 滉大 ホークス 14 SP-008 小森 航大郎 スワローズ 1 SP-082 千賀 滉大 ホークス 1

SP-009 竹山 日向 スワローズ 54 SP-083 リチャード ホークス 14 SP-009 竹山 日向 スワローズ 1 SP-083 リチャード ホークス 1

SP-010 伊藤 将司 タイガース 54 SP-084 柳田 悠岐 ホークス 14 SP-010 伊藤 将司 タイガース 1 SP-084 柳田 悠岐 ホークス 1

SP-011 中野 拓夢 タイガース 54 SP-085 栗原 陵矢 ホークス 14 SP-011 中野 拓夢 タイガース 1 SP-085 栗原 陵矢 ホークス 1

SP-012 森木 大智 タイガース 53 SP-086 風間 球打 ホークス 14 SP-012 森木 大智 タイガース 1 SP-086 風間 球打 ホークス 1

SP-013 鈴木 勇斗 タイガース 54 SP-087 正木 智也 ホークス 14 SP-013 鈴木 勇斗 タイガース 1 SP-087 正木 智也 ホークス 1

SP-014 桐敷 拓馬 タイガース 54 SP-088 木村 大成 ホークス 14 SP-014 桐敷 拓馬 タイガース 1 SP-088 木村 大成 ホークス 1

SP-015 前川 右京 タイガース 54 SP-089 野村 勇 ホークス 14 SP-015 前川 右京 タイガース 1 SP-089 野村 勇 ホークス 1

SP-016 岡留 英貴 タイガース 54 SP-090 大竹 風雅 ホークス 14 SP-016 岡留 英貴 タイガース 1 SP-090 大竹 風雅 ホークス 1

SP-017 豊田 寛 タイガース 54 SP-091 達 孝太 ファイターズ 54 SP-017 豊田 寛 タイガース 1 SP-091 達 孝太 ファイターズ 1

SP-018 中川 勇斗 タイガース 54 SP-092 有薗 直輝 ファイターズ 54 SP-018 中川 勇斗 タイガース 1 SP-092 有薗 直輝 ファイターズ 1

SP-019 坂本 勇人※ ジャイアンツ 99 SP-093 水野 達稀 ファイターズ 54 SP-019 坂本 勇人※ ジャイアンツ 1 SP-093 水野 達稀 ファイターズ 1

SP-020 岡本 和真※ ジャイアンツ 99 SP-094 阪口 樂 ファイターズ 53 SP-020 岡本 和真※ ジャイアンツ 1 SP-094 阪口 樂 ファイターズ 1

SP-021 大勢※ ジャイアンツ 99 SP-095 畔柳 亨丞 ファイターズ 51 SP-021 大勢※ ジャイアンツ 1 SP-095 畔柳 亨丞 ファイターズ 1

SP-022 山田 龍聖※ ジャイアンツ 99 SP-096 長谷川 威展 ファイターズ 54 SP-022 山田 龍聖※ ジャイアンツ 1 SP-096 長谷川 威展 ファイターズ 1

SP-023 赤星 優志※ ジャイアンツ 99 SP-097 松浦 慶斗 ファイターズ 54 SP-023 赤星 優志※ ジャイアンツ 1 SP-097 松浦 慶斗 ファイターズ 1

SP-024 石田 隼都※ ジャイアンツ 99 SP-098 北山 亘基 ファイターズ 52 SP-024 石田 隼都※ ジャイアンツ 1 SP-098 北山 亘基 ファイターズ 1

SP-025 岡田 悠希※ ジャイアンツ 99 SP-099 上川畑 大悟 ファイターズ 54 SP-025 岡田 悠希※ ジャイアンツ 1 SP-099 上川畑 大悟 ファイターズ 1

SP-026 代木 大和※ ジャイアンツ 99 SP-100 水上 由伸 ライオンズ 54 SP-026 代木 大和※ ジャイアンツ 1 SP-100 水上 由伸 ライオンズ 1

SP-027 花田 侑樹※ ジャイアンツ 99 SP-101 渡部 健人 ライオンズ 60 SP-027 花田 侑樹※ ジャイアンツ 1 SP-101 渡部 健人 ライオンズ 1

SP-028 坂倉 将吾 カープ 39 SP-102 山村 崇嘉 ライオンズ 59 SP-028 坂倉 将吾 カープ 1 SP-102 山村 崇嘉 ライオンズ 1

SP-029 小園 海斗 カープ 39 SP-103 隅田 知一郎 ライオンズ 54 SP-029 小園 海斗 カープ 1 SP-103 隅田 知一郎 ライオンズ 1

SP-030 黒原 拓未 カープ 39 SP-104 佐藤 隼輔 ライオンズ 54 SP-030 黒原 拓未 カープ 1 SP-104 佐藤 隼輔 ライオンズ 1

SP-031 森 翔平 カープ 39 SP-105 古賀 悠斗 ライオンズ 54 SP-031 森 翔平 カープ 1 SP-105 古賀 悠斗 ライオンズ 1

SP-032 中村 健人 カープ 39 SP-106 羽田 慎之介 ライオンズ 53 SP-032 中村 健人 カープ 1 SP-106 羽田 慎之介 ライオンズ 1

SP-033 田村 俊介 カープ 39 SP-107 黒田 将矢 ライオンズ 54 SP-033 田村 俊介 カープ 1 SP-107 黒田 将矢 ライオンズ 1

SP-034 松本 竜也 カープ 39 SP-108 中山 誠吾 ライオンズ 54 SP-034 松本 竜也 カープ 1 SP-108 中山 誠吾 ライオンズ 1

SP-035 末包 昇大 カープ 39 SP-035 末包 昇大 カープ 1

SP-036 髙木 翔斗 カープ 39 SP-036 髙木 翔斗 カープ 1

SP-037 根尾 昂 ドラゴンズ 56 SP-037 根尾 昂 ドラゴンズ 1

SP-038 髙橋 宏斗 ドラゴンズ 61 SP-038 髙橋 宏斗 ドラゴンズ 1

SP-039 石川 昂弥 ドラゴンズ 59 SP-039 石川 昂弥 ドラゴンズ 1

SP-040 ブライト 健太 ドラゴンズ 54 SP-040 ブライト 健太 ドラゴンズ 1

SP-041 鵜飼 航丞 ドラゴンズ 54 SP-041 鵜飼 航丞 ドラゴンズ 1

SP-042 石森 大誠 ドラゴンズ 54 SP-042 石森 大誠 ドラゴンズ 1

SP-043 味谷 大誠 ドラゴンズ 54 SP-043 味谷 大誠 ドラゴンズ 1

SP-044 星野 真生 ドラゴンズ 54 SP-044 星野 真生 ドラゴンズ 1

SP-045 福元 悠真 ドラゴンズ 54 SP-045 福元 悠真 ドラゴンズ 1

SP-046 森 敬斗 ベイスターズ 34 SP-046 森 敬斗 ベイスターズ 1

SP-047 宮﨑 敏郎 ベイスターズ 34 SP-047 宮﨑 敏郎 ベイスターズ 1

SP-048 佐野 恵太 ベイスターズ 34 SP-048 佐野 恵太 ベイスターズ 1

SP-049 小園 健太 ベイスターズ 34 SP-049 小園 健太 ベイスターズ 1

SP-050 徳山 壮磨 ベイスターズ 34 SP-050 徳山 壮磨 ベイスターズ 1

SP-051 粟飯原 龍之介 ベイスターズ 34 SP-051 粟飯原 龍之介 ベイスターズ 1

SP-052 三浦 銀二 ベイスターズ 34 SP-052 三浦 銀二 ベイスターズ 1

SP-053 深沢 鳳介 ベイスターズ 34 SP-053 深沢 鳳介 ベイスターズ 1

SP-054 梶原 昂希 ベイスターズ 34 SP-054 梶原 昂希 ベイスターズ 1

SP-055 山本 由伸 バファローズ 54 SP-055 山本 由伸 バファローズ 1

SP-056 吉田 正尚 バファローズ 54 SP-056 吉田 正尚 バファローズ 1

SP-057 椋木 蓮 バファローズ 54 SP-057 椋木 蓮 バファローズ 1

SP-058 野口 智哉 バファローズ 53 SP-058 野口 智哉 バファローズ 1

SP-059 福永 奨 バファローズ 54 SP-059 福永 奨 バファローズ 1

SP-060 渡部 遼人 バファローズ 54 SP-060 渡部 遼人 バファローズ 1

SP-061 池田 陵真 バファローズ 53 SP-061 池田 陵真 バファローズ 1

SP-062 横山 楓 バファローズ 54 SP-062 横山 楓 バファローズ 1

SP-063 小木田 敦也 バファローズ 54 SP-063 小木田 敦也 バファローズ 1

SP-064 佐々木 朗希 マリーンズ 9 SP-064 佐々木 朗希 マリーンズ 1

SP-065 安田 尚憲 マリーンズ 9 SP-065 安田 尚憲 マリーンズ 1

SP-066 藤原 恭大 マリーンズ 9 SP-066 藤原 恭大 マリーンズ 1

SP-067 和田 康士朗 マリーンズ 9 SP-067 和田 康士朗 マリーンズ 1

SP-068 松川 虎生 マリーンズ 9 SP-068 松川 虎生 マリーンズ 1

SP-069 池田 来翔 マリーンズ 9 SP-069 池田 来翔 マリーンズ 1

SP-070 廣畑 敦也 マリーンズ 9 SP-070 廣畑 敦也 マリーンズ 1

SP-071 秋山 正雲 マリーンズ 9 SP-071 秋山 正雲 マリーンズ 1

SP-072 八木 彬 マリーンズ 9 SP-072 八木 彬 マリーンズ 1

SP-073 早川 隆久 楽天イーグルス 54 SP-073 早川 隆久 楽天イーグルス 1

SP-074 島内 宏明 楽天イーグルス 54 SP-074 島内 宏明 楽天イーグルス 1

＜インサートカード＞※ホログラム版／シリアルナンバー入り

ホログラムフォイル（ホロA） ホログラムフォイル（ホロB） ホログラムフォイル（ホロC）

※SP-019～SP-027は印刷サインカード

SP-001～SP018、SP-028～SP-108は直筆サインカードSP-001～SP018、SP-028～SP-108は直筆サインカード

※SP-019～SP-027は印刷サインカード

＜スペシャルインサートカード＞※ホログラム版／シリアルナンバー入り

サインカード サインカード（ブラック）


