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BUFFALOESは、現在第4節まで2部リーグBブロック3勝1敗と、
全勝の専修大学に続きブロック第2位で前半折り返すこと
となりました。入替戦およびBIG8昇格まで、あとわずかで

す。後半もチーム一丸となって日頃の練習より、努めて参
ります。リーグ後半も、引き続きご支援・ご声援のほど、
よろしくお願い致します！

さて、第三回グッズ一斉注文販売を行いたいと思います。

今回の第三回グッズ一斉注文販売を持ちまして、本年度の
グッズの注文販売は最後となります。会場受け渡しをご希
望の場合は、お早めに注文頂けますよう、お願い致します。
また、カレンダーの販売はシーズン後別途行います。

今回は新たに、冬のご観戦に役立つリメイク版のパーカー
と新デザインのブランケットを新商品としてご用意いたし
ました。BUFFALOESグッズを身につけながら、会場にて、
応援の程、よろしくお願い致します。

第三回グッズ一斉販売のお知らせ
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注文に関するご案内

〇注文方法
1．下記のリンクより、グッズ注文フォームをお開き下さい。
注文フォームURL：https://goo.gl/forms/mUlq28PPhR0yv6b62
2．フォームの必須事項を記入の上、欲しい商品を選択し、送信し
てください。
・注文用の欄は6つありますが、必要のない欄は空欄にしておいて
ください。

・ハーフパンツとキーホルダーのみ一番下に別の欄がありますので
ご注意ください。この2商品は注文後の制作となるため、制作後着
払いにて郵送させて頂きます。ご住所の記入をお願い致します。

・ハーフパンツを注文の際は、枚数とサイズと番号を例のように記
入して下さい。【例:XL(#01)*2,L(#99) 】

・ストラップを注文の際は、枚数と記入するローマ字と番号を例の
ように記入して下さい。【例:(SOUMU,01)*2,(SOUMU,99) 】
3．締切後、一週間以内には総務部より連絡をします。メールの返

信をもって注文の確定とさせていただきます。なお、在庫次第では
注文をキャンセルさせて頂く場合がございます。あらかじめご了承
ください。また、在庫限りの商品につきましては、先着順とさせて
頂きますので、お早めのご注文をお願い致します。

〇商品の受け取り方法

商品の受け取り方法には【会場受け取り】・【郵送】の二つがあり
ます。注文フォームでどちらか希望を選択してください。
～【会場受け取り】の場合～
住所等を記入する必要はありません。

商品の受け渡しに関しては、ご希望のお渡し日に間に合わない可能
性もございます。その場合、こちらから別途ご連絡させて頂きます。
～【郵送】の場合～

必ず住所を記入してください。送料に関しては、着払いとなってお
ります。郵送には少しお時間を頂く場合がございます。

〇代金のお支払方法

注文確定メールにて、支払口座を指定いたします。指定された口座
にお振込みの方よろしくお願いいたします。
会場でのお支払いは基本的に受け付けませんのでご注意ください。

https://goo.gl/forms/mUlq28PPhR0yv6b62
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注文に関する期限・その他注意点

〇注文の締め切りは 11/12(日)21 ：00 です。
〇試合会場での販売は以下の予定に沿って行いますが、サイズ等ご
希望の商品をご用意できない場合もございますので、極力この注文
でお買い求めください。

〇入荷状況次第では、すぐにお渡しできない可能性のある商品もご
ざいます。その場合はこちらから再度ご連絡させて頂きます。
〇締切後、1週間以内に注文確定メールを必ず送信致しますので、
もし連絡のない方は総務部までご連絡ください。

〇その他、ご質問、ご意見等何かございましたら、下記の総務部の
メールアドレスまでご連絡ください。

総務部連絡先
buffaloes.soumu@gmail.com

2017年度グッズ販売予定
〇一斉販売予定
本年度は合計3回の一斉注文販売を予定しております。

・第一回グッズ一斉販売：8/20(日)注文開始
・第二回グッズ一斉販売：10/8(日)注文開始
・第三回グッズ一斉販売：11/3(金)注文開始

〇試合会場販売予定

公式会場以外の会場で、販売させて頂きます。会場販売では、サイ
ズ等ご希望の商品をご用意できない場合がございます。あらかじめ
ご了承ください。なお、グッズのお渡しは全会場にて行います。

・9/9  (土) 第一節：上智大学戦、東工大大岡山Gr
・9/24(日) 第二節：筑波大学戦、筑波大学セキショウフィールド
・10/7(土) 第三節：埼玉大学戦、東工大大岡山Gr
・11/4(土) 第五節：帝京大学戦、東工大大岡山Gr
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ブランケット 商品番号：9,10

ご要望多数頂き、2年ぶりに新デザインで制

作致しました。表面のみ控えめなデザイン
となっておりますので、応援以外でもご活
用頂けます。

¥2,500

New Arrival

パーカー
冬の応援必須のBuffsパーカー。デザインと

本体色はそのままに、この度リメイクして
ご用意致しました。今ならどのサイズでも
即ご購入頂けます！

Size :S,M,L,XL 

¥4,500
※図はイメージです

Size : 120 × 90 cm
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シートクッション 商品番号：9,10

公式会場でのご観戦の際に椅子の下に敷く
と 長時間の観戦でも快適に観戦ができる
シートクッションを製作しました！オレン
ジとブルーの２色展開です。持ち運びもと
ても簡単です。

¥1,000

New Arrival

サンバイザー&キャップ

¥2800

※イメージのクッションは緑ですが、実際に
はブルーとオレンジをご用意しております。

サンバイザーとキャップもリニューアルし
ました！前回のものよりデザインも一部変
更し、ネイビーをベースにしております！

Size : Free Size
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イヤーブック2017(NoPain,NoGain)

広報商品

イヤーブック2016(獰猛果敢)

これって、買えるんですか？

2016年度より制作しておりますイヤーブックは、OBOG
・父母の方に送付させて頂いておりますが、追加でご購
入も頂けます。多くの方々に読んで頂けると幸いです。

¥1000

¥1500
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30周年記念マグカップ 商品番号：2～4

Buffaloes 30周年を記念し、ホワイトとブ
ルーの2色のマグカップを製作しました。
130個限定で販売させて頂いてます。すでに

多くのご購入を頂いているので、お早めに
ご購入ください！

1色 ¥ 1500 / 2色セット ¥2500

30周年限定商品

30周年記念ボールペン 商品番号：5

Buffaloes 30周年記念パーティーで好評を頂
きました、記念ボールペンを50本限定で販
売させて頂きます！

¥150
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応援Tシャツ 商品番号：13

Tシャツリニューアルに伴い、応援Tシャツ
を特別価格で販売しております。

新ユニフォームカラーのロイヤルブルーを
ベースとしたＴシャツで、胸の真ん中には
チームロゴが入っています！

New Arrival

Size : S,M,L,XXL

数量限定商品

¥ 2,800 ¥ 1,800 

※在庫状況は販売員までお尋ねください。
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マフラータオル 商品番号：17,18

New Arrival数量限定商品

現在のチームカラーのロイヤルブルーと
オールドカラーのネイビーのタオルにな
ります！

このタオルで汗を拭き、みなさんでチー
ムの応援を行いましょう!!

¥ 2,000 

Size:20cm×100cm



OB会からご連絡

2017スローガンTシャツ 商品番号：1
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2017年度のスローガン「No Pain No Gain」をモチーフにしたTシャツを再
入荷致しました!!
多くのご購入を頂き、在庫限りの2017年度限定品とさせて頂きます。
現役も愛用する、今年のBuffaloesを象徴するTシャツを身に着けて、応援
しましょう!!

※ブラックのみ、現在販売しております。

¥ 1,500

Size: WM,WL, S,M,L,XXL

Sizeの目安

Size 身長

WM 155㎝

WL 161㎝

S 167cm

M 170cm

L 176cm

XL 182cm

XXL 182cm(XXLより横幅が
広い）

XXXL 190cm~193cm

ポロシャツ 商品番号：14

¥ 3,500 

旧ユニフォーム色のネイビーのポロシャツを用
意しました！

表にロゴを、裏にはチームカラーであるオレン
ジを入れ、BUFFALOES色をだしています！

size : S,M,L,XL,XXL

トートバッグ 商品番号：11,12

大(13L) ¥ 2,800
小( 9L ) ¥ 2,300

多くのご要望にお応えして、従来のトート
バッグよりワンサイズ大きいトートバッグ
をご用意し、2サイズ展開となりました！

応援グッズをこの中に入れて、是非会場に
お越しください。

※イメージは小さいサイズのトートバッグになり
ます。大きいサイズのトートバッグは従来のトー
トバッグと違い、チャックはありません。



OB会からご連絡
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ウィンドブレーカー 商品番号：15

オールドカラーのネイビーを使用し、腕に
はBUFFALOESの文字をプリントしました！

撥水性の生地を使用し、フードもついてい
ます。雨の日等にご使用ください！

クリアファイル 商品番号：19,20

1枚 ¥ 100
6枚セット ¥ 500

昨年度から販売し、大好評のクリアファイルです！
6枚セットも販売しております。
是非、お仕事の際などにもご使用ください！

Size : M , L

¥ 4,500 

Buffaloes ボールペン 商品番号：6,7,8

1本 ¥ 100
5本セット(ブルー3,オレンジ2) ¥ 450

日用品としても使える、Buffaloes黒ボールペンです。
本体色は、ブルーとオレンジの2色ご用意しております。

※ブルーデザイン

祈・BIG8昇格


