
真夏の酷暑は峠を越え、秋の初戦まで1か月を切りました。

BUFFALOESは合宿を終えて、心身ともに成長することがで

きました。これもひとえに皆様のご支援あってのものと、
心より感謝いたしております。
一部昇格するため、これからも練習に邁進してまいります。

さて、秋シーズンの応援に向けて、第二回グッズ一斉注文
販売を行わせていただきます。

在庫限りの商品もございますので、お早めに注文頂けます
よう、お願い致します。

BUFFALOESグッズを身につけながら、ぜひとも応援よろし
くお願いします！

第二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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOrv2auAlplKLEtdX1SFDofp6Jk1NL
s41TfNB-SpbhZw8ARg/viewform?usp=sf_link

２、フォームの必須事項を記入の上、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。
・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。商品の発送は注文完了後順次行わせてい
ただきますが、一部商品は取り寄せのため、場合によって発送が遅れる場合がござい
ます。ご了承のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

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。なお、今回より
BUFFALOES総務部の口座を新しく開設しました。前回までと口座が異なり
ますのでお間違えの無いようお願い申し上げます。
会場でのお支払いは基本的に受け付けませんので予めご了承ください。
また、振込期限はご注文から2週間までとさせていただきます。

注文に関するご案内

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOrv2auAlplKLEtdX1SFDofp6Jk1NLs41TfNB-SpbhZw8ARg/viewform?usp=sf_link


注文に関する期限・その他注意点

〇注文の締め切りは 9/2(日) 21:00 です。

〇試合会場での販売も行う予定ですが、ご希望の商品をご用意できない場合
もございます。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、すぐにお送り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。

〇締切の1週間後まで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

2018年度グッズ販売予定

〇一斉注文販売
本年度は合計3回の一斉注文販売を予定しております。
詳しい日程が決まりましたら、ご連絡申し上げます。

・第一回グッズ一斉販売：6/18受付開始(終了)
・第二回グッズ一斉販売：8/23受付開始
・第三回グッズ一斉販売：10~11月受付開始予定

〇試合会場販売
全試合会場で受付近くの物販ブースにて販売させて頂きます。

なお会場販売では、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。グッズのお渡しは全会場にて行います。

第1節 9/8(土) vs筑波大学 10:45K.O. @駒沢大2球技場
第2節 9/23(日) vs成城大学 10:45K.O. @富士通スタジアム川崎
第3節 10/7(日) vs明治学院大学 11:00K.O. @東工大
第4節 10/21(日) vs青山学院大学 11:00K.O. @東工大
第5節 11/3(土)  vs関東学院大学 13:45K.O. @東工大
第6節 11/18(日) vs千葉大学 12:45K.O. @アミノバイタルフィールド
第7節 12/2(日)  vs東洋大学 13:45K.O. @東工大

※全試合会場での販売に変更になりましたが、雨天の場合は中止します。



★ New Arrival ★

BUFFALOESステッカー

価格 ¥200

BUFFALOESのロゴをシールにしました！

透明なので様々なところに貼ることが可能
です。

色々な自分の持ち物に貼って、さりげなく
BUFFALOESファンをアピールしましょう♪

※黒の背景部分は透明です
サイズ：50×50mm



商品一覧

2018Ｔシャツ
昨年好評を博した限定Tシャツを今年も製作しました!
今年は紺地にオレンジの配色で吸水速乾性に優れたUVカッ

ト生地を使用しているため、これからの暑い時期の応援に
もぴったり！

こちらは在庫限りの2018年度限定品とさせて頂きます。お
買い求めの方はお早めにご注文ください！

サイズ S M L XL

着丈 65 68 71 74

身幅 48 51 54 57

肩幅 43 45 47 49

袖丈 20 21 22 23

素材:ポリエステル100%

イメージ (後ろは無地になっております)

¥ 1,300 

商品番号 2



BUFFALOES公式Ｔシャツ
応援用公式Tシャツをリニューアル！色を変更し白地

にロイヤルブルーの文字で、非常にさわやかな仕上
がりになっています。

イメージ前 (後ろは無地になっております)

なんと、今回、数量限定で
「2018年限定T」と「応援用公式T」
の超お得なセット販売が決定!

セットで
買うと
¥300 OFF!

¥ 1,500 

¥1,500 + ¥1,300 = ¥2,800 ¥ 2,500 

商品番号 3

商品番号 1

Size:前ページ参照
(2018Tに同じ)

素材:綿100%



NEW公式タオル

ネックストラップ

ストラップ
素材:ポリエステル
長さ:片側45cm
幅:15mm

昨年まで販売されていたマフラータオルをリニューアルし、
チームカラーであるロイヤルブルーを基調としたデザインに
仕上げました。

¥ 2,000 

カードケース
適合用紙サイズ：
64mm×92mm
チャック付き

サンバイザー&キャップ

各¥2,800

昨年リニューアルしたサンバイザー
とキャップです。色はネイビーを
ベースにしております。
日差しの強くなるこれからにぜひ！

¥ 700

商品番号 4

商品番号 5

商品番号 6,7



クリアファイル

1枚 ¥ 100

大好評のクリアファイル！
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！

ボールペン

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。

1本 ¥100 

30周年記念マグカップ

シートクッション

5本セット¥450
(ブルー3、オレンジ2)

6枚 ¥ 500

トートバッグ

サイズは2種類ございます。

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!

大(13L) ¥ 2,800
小( 9L ) ¥ 2,300

※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。

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。
オレンジとブルーの２色展開です！

※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。

¥ 1,000

商品番号 8~10 商品番号 11~13

商品番号 14,15 商品番号16,17

商品番号 18,19

昨年、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。

1色 ¥ 1,500

2色セット ¥ 2,500



パーカー

オールドカラーのネイビーをベースとした
パーカーです。
1枚でとてもあったか！

ウィンドブレーカー

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！

ハーフパンツ

¥ 4,200 

各自番号を選んで記入することができます。
注文の際は希望の番号を「#番号」又は、
ローマ字の記入も可能です。

ストラップ

¥ 1,800 

Size : M , L

¥ 4,500 

Size : S,M,L,XL,XXL

¥ 4,800 

表裏に自分の好きな番号を記入することが
できる、完全オリジナルです！

是非、バッグ等につけてみてはいかがで
しょうか？

Size : S,M,L,XL

Size 身長

S 162～168cm

M 167～173cm

L 172～178cm

XL 177～183cm

Sizeの目安

¥2,500

Size : 
120 × 90 cm

ブランケット

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。

ポロシャツ

¥ 3,500 

size :S,M,L,XL,XXL

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！

商品番号 20 商品番号 21

商品番号 22 商品番号 23

商品番号 24 商品番号 25


