
BBMベースボールカードFUSION2021

［レギュラーカード］ 
〈1stバージョンアップデート版〉
□601 大関友久 （ソ）
□602 ロメロ （ロ）
□603 国吉佑樹 （ロ）
□604 加藤匠馬 （ロ）
□605 小窪哲也 （ロ）
□606 髙濱卓也 （ロ）

□607 公文克彦 （西）

□608 水上由伸 （西）

□609 平沼翔太 （西）

□610 渡邊佑樹 （楽）
□611 炭谷銀仁朗 （楽）
□612 谷川昌希 （日）
□613 佐藤龍世 （日）
□614 木村文紀 （日）
□615 バルガス （オ）
□616 山口　俊 （巨）
□617 中田　翔 （巨）
□618 二保　旭 （神）
□619 加藤翔平 （中）

□620 田中健二朗 （De）

□621 宮國椋丞 （De）
〈始球式カード〉
※各200枚限定のホロPP版
※各150枚限定の銀紙版
※各100枚限定の金紙版
※各50枚限定の銀紙+ホロPP版
※各25枚限定の金紙+ホロPP版版
□FP19 鳴海　唯
□FP20 めいちゅん
□FP21 井森美幸
□FP22 上矢えり奈
□FP23 桜ひなの
□FP24 浅尾美和
□FP25 ゆりやんレトリィバァ
□FP26 阿部一二三
□FP27 博多華丸
□FP28 皆川夏穂
□FP29 江村美咲
□FP30 松井珠理奈
□FP31 ガチャピン
□FP32 寺田明日香
□FP33 鈴木愛理
□FP34 廣中璃梨佳
□FP35 もこう
□FP36 西矢　椛
□FP37 COWCOW
□FP38 後藤希友
□FP39 笹川　萌
□FP40 ダチョウ倶楽部
□FP42 池江璃花子
□FP43 橋本大輝
□FP44 吉原雅斗
□FP45 橘　真琴
□FP46 ウルフ アロン



□FP47 尾碕真花
〈記録の殿堂〉
※写真違いのシークレット版（*印）
□01 辰己涼介 （楽）
□02 山崎裕之 （ロ）
□03 サンズ （神）
□04 岡田彰布 （神）
□05 田中俊太 （De）
□06 柏原純一 （日）
□07 羽田耕一 （近）
□08 渡部健人 （西）
□09 石毛宏典 （西）
□10 奥川恭伸 （ヤ）*
□11 由規 （ヤ）
□12 和田　毅 （ソ）*
□13 今井雄太郎 （ダ）
□14 長冨浩志 （ダ）
□15 伊藤大海 （日）*
□16 木田　勇 （日）
□17 岡本和真 （巨）
□18 松井秀喜 （巨）
□19 髙橋優貴 （巨）*
□20 髙橋尚成 （巨）
□21 宗　佑磨 （オ）
□22 屋鋪　要 （洋）
□23 松井裕樹 （楽）*
□24 山﨑康晃 （De）
□25 大野雄大 （中）
□26 今中慎二 （中）
□27 鍵谷陽平 （巨）
□28 新浦壽夫 （巨）
□29 佐藤輝明 （神）*
□30 長嶋茂雄 （巨）
□31 石川雅規 （ヤ）
□32 鈴木啓示 （近）
□33 亀井善行 （巨）
□34 末次利光 （巨）
□35 早川隆久 （楽）
□36 木田　勇 （日）
□37 宮城大弥 （オ）*
□38 ダルビッシュ有 （日）
□39 松田宣浩 （ソ）
□40 有藤通世 （ロ）
□41 栗林良吏 （広）
□42 河内貴哉 （広）
□43 スアレス （神）
□44 藤川球児 （神）
□45 荻野貴司 （ロ）
□46 弘田澄男 （ロ）
□47 坂本勇人 （巨）
□48 池山隆寛 （ヤ）
□49 平良海馬 （西）*
□50 藤川球児 （神）
□51 青木宣親 （ヤ）
□52 金本知憲 （神）
□53 益田直也 （ロ）
□54 牛島和彦 （中）
□55 佐藤輝明　 （神）
□56 田淵幸一 （神）



□57 杉本裕太郎 （オ）
□58 山﨑武司 （オ）
□59 谷　佳知 （オ）
□60 牧　秀悟 （De）*
□61 長崎慶一 （洋）
□62 佐々木千隼 （ロ）*
□63 成本年秀 （ロ）
□64 鈴木誠也 （広）
□65 新井貴浩 （広）
□66 林　晃汰 （広）
□67 山本浩二 （広）
□68 福留孝介 （中）*
□69 谷繁元信 （中）
□70 塩見泰隆 （ヤ）
□71 稲葉篤紀 （ヤ）
□72 桑原将志 （De）
□73 山下大輔 （洋）
□74 村上宗隆 （ヤ）
□75 西田真二 （広）
□76 山田哲人 （ヤ）
□77 池山隆寛 （ヤ）
□78 伊藤将司 （神）
□79 遠山奬志 （神）
□80 坂本勇人 （巨）
□81 立浪和義 （中）
□82 髙橋遥人 （神）
□83 湯舟敏郎 （神）
□84 栗林良吏 （広）*
□85 大野　豊 （広）
□86 松原聖弥 （巨）
□87 張本　勲 （巨）
□88 清水　昇 （ヤ）
□89 浅尾拓也 （中）
□90 川端慎吾 （ヤ）
□91 真中　満 （ヤ）
□92 山本由伸 （オ）
□93 米田哲也 （急）
□94 牧　秀悟 （De）
□95 基　満男 （洋）
□96 山本由伸 （オ）
□97 斉藤和巳 （ソ）
□98 村上宗隆 （ヤ）
□99 町田行彦 （国）
〈タイトルホルダー〉
※100枚限定の銀紙版
※50枚限定の銀紙+ホロPP版
□TH01 首位打者 吉田正尚 （オ）
□TH02 首位打者 鈴木誠也 （広）
□TH03 本塁打王 杉本裕太郎 （オ）
□TH04 本塁打王 村上宗隆 （ヤ）
□TH05 打点王 島内宏明 （楽）
□TH06 打点王 岡本和真 （巨）
□TH07 最多安打 荻野貴司 （ロ）
□TH08 最多安打 近本光司 （神）
□TH09 最高出塁率 吉田正尚 （オ）
□TH10 最高出塁率 鈴木誠也 （広）
□TH11 盗塁王 和田康士朗 （ロ）

源田壮亮 （西）
荻野貴司 （ロ）



西川遥輝 （日）
□TH12 盗塁王 中野拓夢 （神）
□TH13 最優秀防御率 山本由伸 （オ）
□TH14 最優秀防御率 柳　裕也 （中）
□TH15 最高勝率 山本由伸 （オ）
□TH16 最高勝率 青柳晃洋 （神）
□TH17 最多勝 山本由伸 （オ）
□TH18 最多勝 九里亜蓮 （広）

青柳晃洋 （神）
□TH19 最多セーブ 益田直也 （ロ）
□TH20 最多セーブ スアレス （神）
□TH21 最優秀中継ぎ 堀　瑞輝 （日）
□TH22 最優秀中継ぎ 清水　昇 （ヤ）
□TH23 最多奪三振 山本由伸 （オ）
□TH24 最多奪三振 柳　裕也 （中）
［インサートカード］
〈GREAT RECORD〉
※各100枚限定の銀箔サイン版
※各50枚限定の金箔サイン版
□GR01 松田宣浩 （ソ）
□GR02 柳田悠岐 （ソ）
□GR03 益田直也 （ロ）
□GR04 鳥谷　敬 （ロ）
□GR05 渡邉勇太朗 （西）
□GR06 栗山　巧 （西）
□GR07 田中将大 （楽）
□GR08 浅村栄斗 （楽）
□GR09 金子弌大 （日）
□GR10 西川遥輝 （日）
□GR11 吉田正尚 （オ）
□GR12 T-岡田 （オ）
□GR13 坂本勇人 （巨）
□GR14 岡本和真 （巨）
□GR15 西　勇輝 （神）
□GR16 糸井嘉男 （神）
□GR17 大野雄大 （中）
□GR18 福留孝介 （中）
□GR19 牧　秀悟 （De）
□GR20 宮﨑敏郎 （De）
□GR21 菊池涼介 （広）
□GR22 鈴木誠也 （広）
□GR23 石川雅規 （ヤ）
□GR24 村上宗隆 （ヤ）
〈LEGENDARY PLAYER〉
※各100枚限定の銀箔版
※各50枚限定の金箔版
□LP01 柏原純一 （南）
□LP02 弘田澄男 （ロ）
□LP03 田淵幸一 （西）

□LP04 羽田耕一 （近）

□LP05 木田　勇 （日）
□LP06 谷　佳知 （オ）
□LP07 長嶋茂雄 （巨）
□LP08 藤川球児 （神）

□LP09 立浪和義 （中）

□LP10 長崎慶一 （洋）

□LP11 大野　豊 （広）

□LP12 稲葉篤紀 （ヤ）



〈Phantom〉
□PFU01 石毛宏典 （ダ）
□PFU02 有藤通世 （ロ）
□PFU03 山崎裕之 （西）
□PFU04 山﨑武司 （楽）
□PFU05 ダルビッシュ有 （日）
□PFU06 今井雄太郎 （急）
□PFU07 松井秀喜 （巨）
□PFU08 田淵幸一 （神）
□PFU09 谷繁元信 （中）
□PFU10 屋鋪　要 （洋）
□PFU11 新井貴浩 （広）
□PFU12 池山隆寛 （ヤ）
※各25枚限定
〈Esperanza〉
□EP01 津森宥紀 （ソ）
□EP02 三森大貴 （ソ）
□EP03 佐々木朗希 （ロ）
□EP04 藤原恭大 （ロ）
□EP05 渡邉勇太朗 （西）
□EP06 愛斗 （西）
□EP07 早川隆久 （楽）
□EP08 オコエ瑠偉 （楽）
□EP09 伊藤大海 （日）
□EP10 野村佑希 （日）
□EP11 宮城大弥 （オ）
□EP12 紅林弘太郎 （オ）
□EP13 戸郷翔征 （巨）
□EP14 松原聖弥 （巨）
□EP15 伊藤将司 （神）
□EP16 佐藤輝明 （神）
□EP17 小笠原慎之介 （中）
□EP18 根尾　昂 （中）
□EP19 坂本裕哉 （De）
□EP20 牧　秀悟 （De）
□EP21 栗林良吏 （広）
□EP22 小園海斗 （広）
□EP23 奥川恭伸 （ヤ）
□EP24 元山飛優 （ヤ）
※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（チームパック版）〉
□ 大関友久 （ソ） 60枚
□ 渡邉　陸 （ソ） 62枚
□ 中谷将大 （ソ） 90枚
□ 本前郁也 （ロ） 60枚
□ 公文克彦 （西） 60枚
□ 平沼翔太 （西） 60枚
□ 炭谷銀仁朗 （楽） 30枚
□ 谷川昌希 （日） 60枚
□ 佐藤龍世 （日） 59枚
□ 木村文紀 （日） 90枚
□ 宮田輝星 （日） 60枚
□ マルティネス （中） 60枚
□ 山下斐紹 （中） 60枚
□ 石岡諒太 （中） 60枚
□ 加藤翔平 （中） 59枚
□ 田中健二朗 （De） 61枚
□ K.シャッケルフォード （De） 90枚



□ 宮國椋丞 （De） 60枚
□ 有吉優樹 （De） 60枚
□ T．オースティン （De） 60枚
〈直筆サインカード〉
□ 山崎裕之 （ロ） 90枚
□ 岡田彰布 （神） 90枚
□ 柏原純一 （日） 90枚
□ 羽田耕一 （近） 90枚
□ 石毛宏典 （西） 90枚
□ 由規 （ヤ） 90枚
□ 今井雄太郎 （ダ） 89枚
□ 長冨浩志 （ダ） 90枚
□ 木田　勇 （日） 89枚
□ 宗　佑磨 （オ） 15枚
□ 屋鋪　要 （洋） 89枚
□ 今中慎二 （中） 89枚
□ 新浦壽夫 （巨） 90枚
□ 石川雅規 （ヤ） 15枚
□ 鈴木啓示 （近） 90枚
□ 末次利光 （巨） 90枚
□ 宮城大弥 （オ） 5枚
□ 有藤通世 （ロ） 89枚
□ 藤川球児 （神） 90枚
□ 弘田澄男 （ロ） 89枚
□ 池山隆寛 （ヤ） 90枚
□ 青木宣親 （ヤ） 15枚
□ 金本知憲 （神） 30枚
□ 牛島和彦 （中） 90枚
□ 田淵幸一 （神） 90枚
□ 山﨑武司 （オ） 90枚
□ 谷　佳知 （オ） 90枚
□ 長崎慶一 （洋） 90枚
□ 成本年秀 （ロ） 90枚
□ 新井貴浩 （広） 90枚
□ 山本浩二 （広） 89枚
□ 谷繁元信 （中） 30枚
□ 稲葉篤紀 （ヤ） 90枚
□ 山下大輔 （洋） 89枚
□ 村上宗隆 （ヤ） 9枚
□ 西田真二 （広） 90枚
□ 山田哲人 （ヤ） 10枚
□ 遠山奬志 （神） 90枚
□ 湯舟敏郎 （神） 90枚
□ 大野　豊 （広） 90枚
□ 張本　勲 （巨） 90枚
□ 米田哲也 （急） 90枚
□ 基　満男 （洋） 90枚
□ 斉藤和巳 （ソ） 90枚
□ 町田行彦 （国） 89枚
□ 栗山　巧 （西） 10枚
□ 吉田正尚 （オ） 10枚
〈直筆サインカード（クロスサイン版）〉
□ 木田　勇 （日） 30枚
□ 今中慎二 （中） 30枚
□ 有藤通世 （ロ） 30枚
□ 弘田澄男 （ロ） 30枚
□ 池山隆寛 （ヤ） 29枚
□ 牛島和彦 （中） 30枚
□ 長崎慶一 （洋） 30枚



□ 新井貴浩 （広） 30枚
□ 湯舟敏郎 （神） 30枚
□ 大野　豊 （広） 17枚
〈直筆サインカード（Picturesque版）〉
□ 加藤貴之 （日） 30枚
□ 上沢直之 （日） 30枚
□ 玉井大翔 （日） 30枚
□ 清宮幸太郎 （日） 10枚
□ 近藤健介 （日） 25枚
□ 万波中正 （日） 30枚
□ 能見篤史 （オ） 10枚
□ 平野佳寿 （オ） 10枚
□ 田島慎二 （中） 15枚
□ 谷元圭介 （中） 15枚
□ 又吉克樹 （中） 15枚
□ 梅津晃大 （中） 15枚
□ 岡田俊哉 （中） 15枚
□ 福谷浩司 （中） 15枚
□ 祖父江大輔 （中） 15枚
□ 福　敬登 （中） 10枚
□ 勝野昌慶 （中） 15枚
□ 石川昂弥 （中） 15枚
□ 堂上直倫 （中） 15枚
□ 倉本寿彦 （De） 30枚
□ 柴田竜拓 （De） 28枚
□ 吉田大喜 （ヤ） 30枚
□ 田口麗斗 （ヤ） 30枚
□ 長谷川宙輝 （ヤ） 30枚
□ 坂口智隆 （ヤ） 30枚
□ 渡邉大樹 （ヤ） 30枚
〈直筆サインカード（始球式カード版）〉
□FP19 鳴海　唯 27枚
□FP20 めいちゅん 50枚
□FP21 井森美幸 26枚
□FP22 上矢えり奈 25枚
□FP23 桜　ひなの 30枚
□FP24 浅尾美和 25枚
□FP25 ゆりやんレトリィバァ 48枚
□FP28 皆川夏穂 27枚
□FP29 江村美咲 29枚
□FP30 松井珠理奈 10枚
□FP31 ガチャピン 25枚
□FP32 寺田明日香 25枚
□FP33 鈴木愛理 25枚
□FP36 西矢　椛 25枚
□FP37 COWCOW 25枚
□FP38 後藤希友 25枚
□FP39 笹川　萌 25枚
□FP40 ダチョウ倶楽部／肥後克広 50枚

ダチョウ倶楽部／寺門ジモン49枚
ダチョウ倶楽部／上島竜兵 50枚

□FP41 神部美咲 25枚
□FP44 吉原雅斗 30枚
□FP45 橘　真琴 25枚
□FP46 ウルフ アロン 25枚
□FP47 尾碕真花 25枚
〈直筆サインカード（始球式カード銀紙版）〉
□FP19 鳴海　唯 5枚
□FP20 めいちゅん 10枚



□FP21 井森美幸 5枚
□FP22 上矢えり奈 5枚
□FP23 桜　ひなの 5枚
□FP24 浅尾美和 5枚
□FP25 ゆりやんレトリィバァ 10枚
□FP28 皆川夏穂 5枚
□FP29 江村美咲 5枚
□FP30 松井珠理奈 5枚
□FP31 ガチャピン 5枚
□FP32 寺田明日香 5枚
□FP33 鈴木愛理 5枚
□FP36 西矢　椛 5枚
□FP37 COWCOW 5枚
□FP38 後藤希友 5枚
□FP39 笹川　萌 5枚
□FP40 ダチョウ倶楽部／肥後克広 10枚

ダチョウ倶楽部／寺門ジモン10枚
ダチョウ倶楽部／上島竜兵 10枚

□FP41 神部美咲 5枚
□FP44 吉原雅斗 10枚
□FP45 橘　真琴 5枚
□FP46 ウルフ アロン 5枚
□FP47 尾碕真花 5枚


