
◆◆◆オリックス・バファローズが好きやねん！ 

へのメッセージ ありがとうございます！！◆◆◆ 

 

京都府向日市 57 男性 

パ・リーグ優勝おめでとうございます。いつも番組を見て応援していたので大変

嬉しいです。まだまだ今シーズンは続きます。優勝特番をよろしくお願いします。 

 

茨木市 54 男性 

奇跡の 2 連覇おめでとうございます！！目指せ日本一！！！ 

 

神戸市中央区 28 女性 

JCOM で毎回拝見させていただいてます。祝！バファローズ優勝！！これから

の CS、そして日本シリーズ、絶対勝ち抜いてくれるでしょう。応援してます。

ゴー、バファローズ、オリホー！ 

 

宝塚市 36 男性 

毎試合、バファローズの試合は欠かさず見ています。今年こそ日本一のチャンピ

ョンフラッグ目指して頑張ってください 頑張れバファローズ！ 全員で勝

つ！全員で W おう 

 

大阪市中央区 55 男性 

クライマックスシリーズは球場に行かれなかったので、オリックスファンの生

の喜びの声を聞いてあらためて感動しました。ありがとうございます。 

 

大阪市港区 42 男性 

今年日本一になって、全員で笑おう 

 

西宮市 61 女性 

今シーズンこそ日本一信じています! 

 

西宮市 35 男性 

いつもオリックスバファローズが好きやねん！を視聴させていただいておりま

す。中嶋聡一軍監督の元での連覇は素晴らしいと思います。 

2014年の時はかなり惜しいところまで来ての悔し涙は仕方がないことだと思い

ますけどもそれよりも今はヤクルトスワローズ相手に阪急時代(1978年)に1回、

オリックスになってからは 2 回(1995、2021 年)もカモにされております。2022



年 10 月 22 日から始まる SMBC 日本シリーズでは、そのヤクルト相手にまずは

先手必勝を打破するしかありません！  

 

西宮市 52 男性 

こんにちわ オリックス日シリ出場おめでとう ペナントシリーズ、ＣＳ優勝 

今年は絶対日本一やー 

 

大阪市西区 46 女性 

日本シリーズ、頑張ってほしいです！！そして来シーズンもいっぱい笑いたい

です！ 

 

大阪市西区 51 女性 

いつも番組楽しみにしています。中川選手のサヨナラ、中嶋監督の胴上げ放送し

ていただきありがとうございます！！今年はオリックスが日本一！日本シリー

ズも、全員で勝つ！ 

 

大阪市西淀川区 30 男性 

バファローズ、日本一目指して頑張れ！ 

 

神戸市西区 37 男性 

クライマックスシリーズもハラハラドキドキでしたけど日本シリーズ進出を決

めたので日本一目指して頑張ってもらいたいです！日本一になった時は選手と

ファンの声を聞けるのを楽しみにしてます 

 

西宮市 32 女性 

連覇嬉しいです！！！ 日本シリーズもがんばれ！！ 

 

四條畷市 6 男性 

バファローズの番組をもっと作ってください 

 

西宮市 59 男性 

今年は昨シーズンの忘れ物、日本一お願いします。 

 

姫路市 55 女性 

日本シリーズ、スワローズも強くて苦しい状況ではありますが毎試合見応えた

っぷりです。あのホークスに勝ってこの日本シリーズの舞台にいるんです。 



自信持って闘いましょう。感動をありがとう 

 

宝塚市 38 女性 

2 勝おめでとうございます！拮抗した試合が続いていますが、今季は是非やり返

して日本一になって欲しいです！頑張れオリックス・バファローズ！！ 

 

大阪市淀川区 84 男性 

私は近鉄パールズの時からずっと応援していますが、近鉄ファンとしては人生

初の日本一がかかっています。私の影響で、孫もずっと応援してくれています。 

そんな中、「オリックス・バファローズが好きやねん」は、私の精力剤です。い

つもありがとう！日本一目指して、がんばれ！バファローズ！！ 

 

大阪市此花区 56 男性 

番組独自目線での優勝企画をお願いします。 

 

西宮市 62 女性 

10 月 27 日(木)京セラドーム大阪での日本シリーズ第 5 戦を現地観戦しました。 

9 回裏、正尚の逆転サヨナラ 2 ランホームランの打球がすぐ目の前を横切って 

ライトスタンド上段に突き刺さるのを目撃し、一生に一度の感動を味わいまし

た。まだ余韻が残っています。この勢いのまま日本一にのぼり詰めて欲しいで

す！御堂筋パレードや、ファンフェスタの様子をまたたっぷり放送してくださ

い。数年ぶりにパティシエと吹田の主婦と和食料理人が揃うのが楽しみです！ 

 

西宮市 58 男性 

オフシーズンもお願いします 

 

大阪市西淀川区 30 男性 

バファローズ、日本一まであと少しです、ファンも全力で応援します！全員で勝

つ！ 

 

西宮市 58 男性 

毎回、オリックスの放送は楽しみにしています。日本シリーズも頑張ってくださ

い。 

 

岸和田市 54 男性 

まだまだ諦めない！てっぺん目指します！ 



 

西宮市 52 男性 

こんにちわオリックスペナント、ＣＳ優勝、最高 日本一お願いします！ 

今年もええ年です 

 

奈良市 58 女性 

オリックスバファローズの番組を増やしてほしいです。近鉄からのファンです。 

 

大阪市此花区 62 男性 

クライマックスの放送内容ですが、何度見てもやっぱり強いバファローズが蘇

ってきます。この勢いで、日本一の頂まで駆け上がってください。 

 

大阪市西区 46 女性 

今シーズンも本当にありがとうございました！日本シリーズあと 1 試合、全員

で勝つ！そして全員で笑おう！ 

 

泉佐野市 15 男性 

小学生のとき京セラドームでオリックスバファローズの試合を見てファンにな

りました。中学校の 3 年間野球部に入り、やめたくなる時もあったけどやめる

と好きな野球が嫌いになるから辛い練習もがんばりました。高校へ行っても野

球をやりたいです。これからもオリックスバファローズを応援したいです 

 

大阪市港区 24 女性 

日本一 おめでとうございます 涙が止まりませんでした 執念の 4 勝 感動しま

した  山本由伸選手の脇腹 心配です 今は治すことに専念してまた来季頑張

って欲しいです 

 

香芝市 16 女性 

日本シリーズ優勝おめでとう！！！パレード見に行きます！！！いつも感動す

る試合をしてくれてありがとう！ 

 

大阪市阿倍野区 19 女性 

いつも下から順位を数えてしまっていたオリックスが、昨年パ・リーグ一位、 

そして今年はまさかの日本一…夢か幻でしょうか！？中嶋監督ありがとう、選

手、コーチの皆様、夢と感動をありがとうございました！オリックス・バファロ

ーズが好きやねん！ 



     

神戸市中央区 29 女性 

オリホー！バファローズ日本一、おめでとうございます。昨年の忘れ物、見事取

ってきてくれましたね。これからもオリックスを応援してますので、素敵な番組、 

よろしくお願いいたします。 

 

宝塚市 38 女性 

リーグ優勝、日本一、おめでとうございます。優勝決定戦は素晴らしい試合でし

た。全員で達成した優勝だと思います。来季も期待しておりますので、新体制で

頑張って下さい！ありがとうございました！ 

 

姫路市 55 女性 

日本一おめでとうございます。最後祈っていました。優勝の瞬間は震えが止まり

ませんでした。感無量！選手の皆さんありがとう。若手は早速高知キャンプです

が来年はこの若手メンバーからどんどん活躍してほしいです。紅林選手は休み

なしですが怪我のないようますますの進化を！ 

 

神戸市東灘区 60 女性 

今シーズンの勝ち試合とヒーローの選手の皆さん、楽しく見ています。 

 

宝塚市 23 女性 

バファローズ、優勝おめでとうございます！ヤクルトとの熱い戦いを見ること

ができてとても楽しかったです！明日のパレードもたのしみにしてます！ 

 

大阪市此花区 50 女性 

オリックスバファローズ優勝おめでとうございます。 

 

池田市 57 男性 

一年間ずっと弱いと思っていた。まさかのパ・リーグ優勝、まさかの日本一嬉し

い誤算だった。来年も傲ることなく挑戦者のつもりで戦って欲しい。あと、もう

少し計算出来る外国人を探して欲しい。 

 

大阪市西区 51 女性 

オリックス情報やオリックスファンには嬉しい番組です。 

     

西宮市 61 女性 



オリックスバファローズ、パリーグ優勝おめでとう。そして、日本一おめでとう。 

メチャクチャ嬉しい!!(^^)v 

 

大阪市中央区 27 女性 

5 分間みっちりオリックス情報を放送して頂き感謝です。なかなか注目されない

オリックスバファローズですのでこういった番組助かります！ 

 

四條畷市 63 男性 

日本一の優勝記念番組を作ってください 

 

神戸市垂水区 45 女性 

オリックス、2 年連続リーグ優勝＆26 年ぶりの日本一嬉しいです。私は 10/15

の CS を現地観戦していましたが、中川圭太選手のサヨナラタイムリーで日本シ

リーズ行きを決めたのは本当に素晴らしかったし、感動しました。日本シリーズ

では、引き分けを挟んでヤクルトに先に 2 勝された時はヒヤヒヤしましたが、 

第 4 戦でオリックスが勝ってからの 4 連勝は本当に素晴らしかったです。なの

で、日本シリーズ特集、優勝パレードの特集もますます楽しみになって来ました。 

 

伊丹市 49 女性 

いつも子どもと観ています！去年から感動しっぱなしで、ひたむきな選手たち

に涙してしまいます。次は日本一おめでとうスペシャルを、もう少し長い時間帯

で、もしくは何回かに分けて是非是非！お願いします！！ 

 

高槻市 70 女性 

11 月 3 日の優勝パレードも見せて下さい。5 分に集約されて見ごたいがありま

す" 

 

尼崎市 52 女性 

皆さんの活躍した選手の選出が、たくさん愛情を持って試合を見てこられたの

が感じられて、素敵なインタビューでした。リーグ連覇と日本一おめでとうござ

います！これからも応援しますので、たくさん情報お願いします。 

 

尼崎市 57 男性 

オリックス、優勝おめでとう御座います！日本シリーズ、ヤクルトとの対決、感

動しました！また来年も期待しています。 

 



大阪市此花区 50 女性 

優勝おめでとうございます。 

 

西宮市 62 女性 

今後も日本シリーズの名場面やファンフェスタの様子など、中身の濃い取材を

期待しています。ファンの声は正直要らない！日本シリーズ第 5 戦で正尚のサ

ヨナラホームランを目の前で見ることができて、本当に幸せな一年となりまし

た！ 

 

尼崎市 50 女性 

日本一おめでとうございます! 2023 年も全員で勝つ! オリックス・バファロ

ーズが好きやねん! 

 

西宮市 35 男性 

連覇の立役者を紹介する回でした。本当に吉田、山本の投打の軸を中心に色んな

選手の力が集結された優勝だと思います。個人的には、中川圭太選手がいろんな

ポジション、打順で活躍してくれて、無敵の中川だったので、立役者だと思いま

す！ 

 

尼崎市 43 男性 

2連覇、日本一となりました。3連覇目指して引き続き応援宜しくお願いします。 

 

尼崎市 43 男性 

連覇の立役者、ファンのいろんな意見があって楽しかったです！個人的には、ベ

タですが吉田正尚さんと山本由伸さんですが、来年以降はもっと色々な選手に

注目したいと思いました。 

 

大阪市中央区 53 女性 

リーグ戦５試合 クライマックス、日本シリーズ１試合はづつ観にいきました。 

面白い試合ばかりでした。来年も心臓に悪くないワクワク試合！！お願いしま

す。  

 

大阪市西淀川区 47 男性 

いつも、バファローズ情報ありがとうございます。これからもファーム情報等よ

ろしくお願いします。応援メッセージ日本一おめでとうございます 来年も連

覇目指して頑張って下さい。 



 

大阪市西淀川区 45 男性 

優勝おめでとうございます 

 

大阪市西区 46 女性 

毎週土曜日がいつも楽しみです！オフシーズンも是非お願いします。 

 

西宮市 52 男性 

今年ついに日本一になりました 嬉しい ありがとうオリックスバファローズ、

ありがとうオリックスバファローズが好きやねん! 

 

西宮市 48 男性 

やったー、日本一やぁ！ ずーーーと、オリックスを放送していただき、嬉しく

思っております！ ぜひ、比嘉さん特集よろしくお願い致します！ 

 

大阪市此花区 40 女性 

オリックスを取り上げてくれる番組が少ないので、毎回楽しみに拝見していま

す。 

 

大阪市阿倍野区 47 女性 

今年もありがとうございました。 

 

池田市 13 男性 

オリックスが大好きです。勉強しないとケーブルテレビを解約すると親に言わ

れてるので、勉強頑張ります。なのでボール欲しいです。よろしくお願いします。 

       

伊丹市 59 男性 

昔からのファンです。来年も全員で優勝しましょう 

 

生駒市 64 男性 

阪急ブレーブスから55年間ずっとファンで長池や足立梶本時代も福本山田もイ

チロー中嶋監督も暗黒時代もずっと見てきました。今年は特にいっぱい京セラ

に足を運んで勝率は４月24日に佐々木に負けた試合以降は勝ち続け日本シリー

ズ第４戦までに cs も含めて６連勝して最高の 1 年でした。特に悔しかった大杉

のホームランの事を思い出すとヤクルトに勝って涙が出て来ました。是非開幕

戦に行きたいのでよろしくお願いします。 



 

大阪市西淀川区 47 男性 

毎回、オリックスバファローズ情報ありがとうございます。今後もファーム等情

報提供よろしくお願いします。応援メッセージ日本一おめでとうございます。 

来年連覇向かって頑張って下さい。 

 

三田市 62 女性 

いつも友達に録画してもらって観ています。 

毎回オリックスの選手のいろんな顔が見られて嬉しいです。 

これからもよろしくお願いします。 

 

大阪市西淀川区 30 男性 

オリックス、来年は 3 連覇目指して頑張れ！ 

いつも応援しています！ 

 

大阪市西淀川区 47 男性 

毎回、オリックスバファローズ情報ありがとうございます。今後もファーム等情

報提供よろしくお願いします。応援メッセージ日本一おめでとうございます。来

年連覇向かって頑張って下さい。 

 

大阪市西淀川区 47 男性 

日本一おめでとうございます 来年も連覇目指して頑張って下さい。 

 

西宮市 49 女性 

感想を入力忘れましたので、再送します！今年もオリックスが優勝し、オリック

ス関係の番組を探しまくっていたら、この番組を見つけることができました！ 

ファンの方々の声にうんうんと共感しながら拝聴しました！今度は選手の方々

にも登場いただきたいです！ 

 

大阪市西区 9 男性 

オリックス、今までもこれからもずっと応援しています。来年も応援しに行きた

いと思います！ 

 

大阪市西区 31 男性 

祝・日本一！ 来年も勝つぞバファローズ！ 

 



大阪市住之江区 34 女性 

いつもバファローズの応援番組をありがとうございます舞洲も一軍もバランス

よく取り扱ってくれててとても見やすいです。オープニングの挨拶の人選もな

かなか素敵ですね！今シーズンで一番思い出に残ってる回は、故障者(T-岡田選

手)の情報がどこも出てなくて今一体あの選手はどうしてるんだろうか？ 

無事なのだろうか？と思ってるときに、｢オリックス・バファローズが好きやね

ん！｣さんは情報を取り上げてくれて ほんとに嬉しかったし安心しました。 

これからも、応援しております。 

 

大阪市西区 36 女性 

オリックスしか勝たん！ 

       

西宮市 45 男性 

バファローズの選手を見てると元気が出ます。京セラ D に行きたいです。よろ

しくお願いします。 

 

伊丹市 45 女性 

ヒーロー特集は印象的な試合や観戦した試合を思い出すことができるので こ

れからもお願いします。 

 

西宮市 46 男性 

バファローズ三連覇目指して全員で頑張ろう！ 

 

大阪市港区 58 女性 

悲願の日本一おめでとうございます。2 敗 1 引き分けからの 4 連勝 本当にしび

れました。前評判ではオリックスの投手陣がヤクルトの打線を押さえて 今年

はオリックスだろうといわれていたけど波乱の幕開けでドキドキものでした。 

でも良かった、本当に良かった。おめでとうございます。ボロボロに泣きました。 

来年は吉田選手がメジャー挑戦でちょっと、大分、不安ですがチーム一丸となり

日本一 2 連覇といきたいものです。できたら山本由伸選手の登板の日に行きた

いです。夫婦で山本由伸ファンなので。 

 

和泉市 65 男性 

“オリックスバファローズ！！祝日本一” 監督、コーチ、選手、スタッフのみ

なさん。おめでとうございます。そして有難うございます。ファンの皆さん、２

６年振りの日本一。本当におめでとうございます。振りかえれば、“諦めなけれ



ば、夢は叶う！！“の言葉を文字通り実行してくれた一年間でした。 

9 月 30 日京セラドーム最終戦、クライマックスシリーズ第 4 戦、そして日本シ

リーズ第５戦と大事なポイントとなる試合をすべてサヨナラ勝ちという快挙で

の勝利。幸運にもそのすべてを京セラドームで観戦することが出来ました。 

本当に本当に感激の一年でした。５6 年間、阪急ブレーブス、オリックスブルー

ウェイブ、オリックスバファローズと、このチーム一筋にファンを続けてきまし

たが、最高の感動をプレゼントしてもらいました。感無量です！！！ 

 

尼崎市 55 女性 

ヒーロー特集、ファーム特集、いいですね 来年も球場で応援頑張ります 

 

西宮市  59 男性 

来シーズンは開幕ダッシュを決めて、ぶっちぎりでリーグ３連覇期待していま

す。吉田正尚選手、バファローズに残って下さい！ 

 

西宮市 43 女性 

今年日本一になったので是非連覇してほしいです！ファンへのインタビュー楽

しみにいつもみています。 

 

香芝市 16 女性 

優勝おめでとうございます！！パレード行きました！みんなキラキラかがやい

てました！来シーズンも宜しくお願いします！！ 

 

大阪市西区 28 女性 

バファローズ日本一おめでとうございます！CS も日本シリーズも全試合行き

ました！！！圧勝な試合はなく毎回心臓が持たん状態でしたが、最後にみんな

が笑ってる姿が見れて最高でした～～！ 

 

西宮市 10 男性 

いつも楽しく見ています！ 

優勝パレードも行きました。オリックス大好きです。 

 

西宮市 10 男性 

オリックス大好きなので毎回楽しみに見てます 

 

大阪市平野区 47 男性 



3 連覇するぞバファローズ 

 

大阪狭山市 49 男性 

インタビュー受けていたファンの皆さんの顔が輝いていて見ていても嬉しかっ

たです。 

 

三田市 57 男性 

オリックスの日本一までを振り返る番組。オリックスファンには、嬉しい番組で

した。また、来年も同じ時期に同じ内容の番組が視聴出来たらと思います。その

際は、よろしくお願いいたします。 

 

堺市南区 41 男性 

色々な年齢層から取材してて、良かったと思います。 

 

尼崎市 55 女性  

ファンの方々のコメントを聞けて、あーわかるーって共感できるのがこの番組

楽しいです！オリックス優勝さいこー 

 

池田市 57 男性 

まさか日本一になるとは・・・決して強いチームではないが個人個人がやること

をきっちりやった結果だろう。来年も傲ることなく挑戦者のつもりで戦って欲

しい。 

 

吹田市 28 男性 

日本一おめでとう！！来年も皆んなでおりほーだっ！ 

 

吹田市 61 

今年は日本一に輝いたので優勝特番を期待しています。 

 

大阪市福島区 33 男性 

オリックス・バファローズが好きやねん！の優勝特集最高です！来年はインタ

ビューされたい！！！バファローズには来年は 3 連覇と日本一 2 連覇目指して

頑張ってほしいです！ 

 

堺市堺区 27 男性 

2021 年、2022 年パ・リーグ 2 連覇おめでとうございます。そして日本一おめで



とうございます。2023 年シーズンもパ・リーグ 3 連覇、2 年連続の日本一を目

指して頑張れオリックスバファローズ。 

 

神戸市垂水区 55 女性  

ほんとに今年はスゴかった！優勝パレードを見終わって消耗しきった心を来季

に向けさせるいいプレゼントです。ああ、来年も変わらずいいシーンを見せてく

ださい。 

 

宝塚市 62 女性 

やったぁ！ 日本一!! 悲願達成!!! 阪急時代から半世紀以上(54 年)、 

ファンやってて よかったぁ！前回優勝の 26 年前＆27 年前あたりは、結婚前後

だったので、まともに野球観戦なんて できませんでした。(初めてＧＳ神戸に行

ったのは 2001 年)来年は、リーグ３連覇＆連続日本一や！ 

 

大阪市天王寺区 61 女性 

バファローズ三連覇！ずっと応援します！ 

 

大阪市中央区 46 女性 

数少ないバファローズ の番組…いつも楽しく拝見しています。ルーキーの紹介

が特に好きです。これからも楽しい企画、よろしくお願いします！ 

 

大阪市住之江区 28 女性 

バファローズ大好きです。日本一おめでとうございます。 

唯一の応援番組として、我々ファンに夢を届けて下さい！ 

 

大阪市城東区 57 女性 

リーグ 2 連覇に日本シリーズも 4 連勝で勝利したバファローズの躍進を来年度

も応援します。応援したい選手が多すぎてほんとに魅力的なチームです。 

 

吹田市 31 女性 

いつも楽しく見てます！5 分じゃ足りませんが！来年も全力で応援してます！

吹田のソプラノ歌手より 

 

和歌山市 51 女性 

オリックスの情報が得られたり、マイナーな映像も観られたりするので、５分番

組を録画して観てます！当ててください！ 



 

交野市 49 女性 

来年度もリーグ優勝、クライマックス優勝、そして日本一！2 連覇をしてほしい。 

バファローズ好きやねんも 5 分じゃなく 30 分番組にしてほしい。 

 

大阪市住吉区 63 男性 

バファローズを応援して半世紀以上。これからもがんばりまひょ!  

    

京都市西京区 61 男性 

若手が多数紹介されるのがいい。1 軍に上がってくると応援したい。 

 

大阪市東住吉区 28 女性 

山崎福也投手のインタビューを放送してほしい！日本一おめでとう！！！！！ 

 

大阪市東住吉区 28 男性 

一軍だけでなく、舞洲の選手も取り上げてくれるので見ていて楽しいです。 

これからも楽しみにしています。 

 

西宮市 61 女性 

ハラハラドキドキの 1 年でしたが、最後には日本一!おめでとう＼(^o^)／ 

 

神戸市北区 53 女性 

優勝おめでとう。来年もたくさん観戦するぞ！ 

 

門真市 52 女性 

オリックスの番組って全くないので嬉しいのですが時間が短いからもうちょっ

と長かったらなぁと思います。 けど短いけどファンの思いがギュッと詰まっ

ていて気持ちが伝わるので、すごいなぁと思います。これからもこのみんなの思

いが詰まった番組お願いします。 

 

伊丹市 45 男性 

オリックス・バファローズパ・リーグ優勝おめでとう 日本一おめでとう嬉しい

です(*^^*)感動をありがとう オリックス・バファローズが好きやねん！毎回観

ています。番組の放送時間を増やして欲しいです。関西のスポーツ番組を楽しみ

にしています。ベイコムさん応援してます。 

 



神戸市兵庫区 68 女性 

来年も優勝目指して頑張ってほしいです。今年は行った試合は全部勝ったので 

とっても嬉しかったです！ 

 

葛城市 59 男性 

日本１ありがとうございます。神宮で観戦してきました、涙出た事を、思い出し

ます。来年度は三連覇という大きな目標が、あります頑張ってもらいたいです 

 

寝屋川市 47 男性       

今シーズンも、毎週オリックスバファローズの番組を放送して頂いてありがと

うございました！パリーグ連覇できて、そして日本一になりました！私のヒー

ローは中嶋監督です！中嶋さんの采配は素晴らしい！是非とも、中嶋監督の特

集もして頂きたい！来シーズンも、オリックスバファローズが好きやねん！毎

週楽しみにしています！プレゼントが当たれば、来シーズンの京セラドームの

開幕戦に使いたいです！よろしくお願いします。 

 

大阪市城東区 57 男性 

いつも楽しみにしてます。26 年ぶりの日本一本当に嬉しい。来シーズンももっ

と応援したい。活躍した宇田川、山崎颯一郎投手のポストシーズンの感想話聞き

たいです。 

 

宝塚市 23 女性 

バファローズ日本一おめでとうございます！日本シリーズは第一戦から第五戦

まで見に行きました！残念ながら胴上げを目の前で見ることはできませんでし

たが、どの試合もハラハラドキドキするとても楽しい試合でした！感動をあり

がとうございました！来年も日本一になるぞ！！ 

 

大阪市西区 69 男性 

マンションにケーブルテレビが入っているので、いつも楽しみにしてます、 

京セラドームの近くに住んでますので、試合を見に行きたいです。 

 

大阪市西区 31 女性 

オリックス・バファローズが好きやねん！は YouTube で知り、テレビで見るよ

うになりました！短いのが残念なくらい好きな番組です！！バファローズが地

域から愛されているのが 1 番よくわかるのがこの番組です。バファローズ優勝

特番として 1 時間ほどやっていただきたいです！！！改めてオリックス・バフ



ァローズ リーグ二連覇、そして念願の日本一本当におめでとうございます！！ 

2023 年もオリックス・バファローズと、オリックス・バファローズが好きやね

ん！を応援します！！！！ 

 

東大阪市 72 男性 

オリックス・バファローズが夫婦で大好きです高齢仲良し夫婦です 二人で京

セラドームに度々観戦に行きます以前は家内は阪神ファンでしたが 今でわ宗

君のファンになりユニホームを身に付けメチャクチャ応援差せて頂いついます 

夫婦仲良しは趣味が一緒が最高です来季も連覇楽しみです今季オリックス・バ

ファローズの選手関係者様に感謝感謝感謝です 

 

東大阪市 71 女性 

いつも B 好きやねんを楽しく見させて頂いてます来季も連覇楽しみに応援させ

て頂きます オリホ------ 

 

大阪市浪速区 29 女性 

26 年ぶり日本一おめでとうございます！日本シリーズ第五戦、行きました！ 

吉田正尚選手のサヨナラ、本当に痺れました！番組表をたまたま見た際に番組

を見つけ、即、毎週録画予約です！楽しみにしています！ 

 

尼崎市 48 男性 

バファローズのミラクル日本一に感動しました。夜の御堂筋パレードは番組を

楽しく観たいと思います。オフの選手のみなさんのインタビューをぜひやって

ください。よろしくお願いします。 

 

天理市 51 男性 

今年は特にリーグ優勝、日本一もありましたので特に感動しながら番組を拝見

していました。今年一年のファンの感想などをしばらく聞いてみたいなぁと思

いますので番組作りでご検討いただければと思います。 

 

大阪市東成区 54 男性 

以前、今年もオリックス vs ヤクルトの日本シリーズが実現してほしい旨のメッ

セージを送ったら本当に実現して昨年の借りを返したのが嬉しいです。来年も

全員で勝って下さい。 

 

西宮市 61 女性  



バファローズの皆さん日本一と感動をありがとうございました 

 

西宮市 61 女性 

夕方の日本一パレード綺麗で感動しました。 

 

西宮市 35 男性   

いつもこのオリックスバファローズが好きやねん 視聴させていただいており

ます。家で偶然にも御堂筋パレード 2022 イルミネーションを視聴しておりまし

たけど、やっぱりコロナ禍とあって目の前でパレードしてる姿をぜひ見たいと

思っております。この度は本当に感動ありがとう 2023 年も目を離さずに応援

したいと思っております。 

 

大阪市中央区 55 男性 

最近にわかオリックスファンが増えてきたので、この番組のことを宣伝してい

ます。多少視聴率が上がるかもしれません。 

 

東大阪市 29 男性 

ファンの一人として楽しめる番組です。これからも長く番組を続けてください。 

 

豊中市 56 女性 

バファローズの試合の見返し、選手の姿、ファンの意見などが聞けて、いつも楽

しく見ています。バファローズ日本一おめでとう！ 

 

高槻市 30 女性 

毎週録画して楽しみに見ています！来年もオリックス全力応援するのでチケッ

ト欲しいです！よろしくお願いします！！ 

 

茨木市 45 女性 

新人選手たちにスポットを当てていただいたり、試合のダイジェストを流して

もらえたりして、シーズンオフも何度も視聴し楽しんでおります。日本一なのに

オリックスの露出が少なくて嘆いていますので、どうかこれからも長く続いて

いただけるよう、応援させていただきます！要望なのですが、選手のオフショッ

トなどがあれば嬉しいです、、、 

 

大阪市西淀川区 30 男性 

山本投手、来年は２０勝してください！ 応援しています！ 



 

神戸市垂水区 43 女性 

JCOM で拝見しています。もっとバファローズファンが増えて欲しいので、こ

れからも素敵な番組を期待しています！個人的には平野投手が好きなので、嬉

しかったです。来年もバファローズを応援します！ 

 

茨木市 55 男性 

目指せパ・リーグ三連覇！ 連続日本一！！ 

 

西宮市 52 男性 

日本一おめでとうございます。阪急ブレーブスから 46 年間ファンです。今年は

最高でした。パレードも感動でした。最前列で見ました。来年も優勝お願いしま

す。 

 

和泉市 65 男性  

26 年ぶりのオリックスバファローズの日本一を祝し、是非ともＪＣＯＭチャン

ネル（和泉市でも視聴できること）で、１１/３御堂筋パレードと、１１/２３の

ファンフェスタの放映をお願いします。昨年のファンフェスタは和泉市地域で

は放映がありませんでした。今年はぜひ視聴できますようご配慮ください。 

 

西宮市 35 男性  

いつも楽しく見ています。優勝パレードは現地で見ました。今回その特集をして

くれて、またあのときの興奮が蘇りました。本当にバファローズファンでよかっ

たと思いました。 

 

西宮市 32 女性 

パレード最高です！永久保存版です！ 

 

河内長野市 38 

ファーム情報も知りたいです。この選手のここに注目！っていうのが知れたら

いいなぁと思います。 

 

堺市南区 67 女性 

夢の日本一おめでとうございます。いつもファームの若手の映像から始まるの

がチームの明るい未来予感させて素晴らしいです。インタビューの方も関西ら

しく気取らず親しみ覚えます。来シーズンも日本一連覇目指して番組楽しみに



してます。ファンフェスタの放送も期待してます。 

       

大阪市西成区 60 男性 

オリックスの番組を増やして欲しいです。 

 

吹田市 49 女性 

短い時間ではありますが、オリックスバファローズの選手やファンの声が聞け

たり、イベントなどの情報が見られるので毎回 楽しみにしています 

 

尼崎市 38 女性 

実はベイコムのテレビを初めてちゃんと見ました。優勝の興奮がまた蘇り、面白

かったです。 

 

岸和田市 54 男性 

応援し続けてよかった！！日本一おめでとう！！！！ 

 

堺市堺区 47 女性 

今年も優勝を見れるとは思ってなかったので嬉しい１年でしたまだまだ余韻に

浸りたいので、優勝の瞬間とかたくさん放送してください！ 

 

向日市 53 女性  

今年は日本一になり充実したシーズンでした。今は秋季キャンプ中ですが、先日

見に行ったらみんな頑張っていましたので番組でも是非取り上げて頂きたいで

す。来年も引き続きよろしくお願いします。 

 

尼崎市 68 女性 

去年今年と２年連続優勝バンザイしかも今年は日本一嬉しかったです京セラド

ームで実況してくださっているアナウンサーさんとてもいい声で心地いいです

ね来年も期待しています 

 

西宮市 56 男性 

いつも楽しみに見ています。来年は、マジック減らしながら、優勝してくれるこ

とを期待しています。 

 

大阪市西淀川区 15 男性  

オリックスやっと 16 年振りの日本一なりました。この日本一は、僕が生まれて



から初めての、日本一なんで、嬉しく思います。 

 

大阪市阿倍野区 48 女性 

オリックスバファローズ大ファンです。日本一フラッグ見に行きたいです！ 

 

大阪市東住吉区 68 女性  

今年もオリックスがすきやねん。放送ありがとうございました。来年もみます。 

 

川西市 50 男性 

オリックス情報には欠かせない番組です。優勝特番を１時間枠ぐらいでしてく

れたら嬉しいです。裏方や「元選手の今」、Bs ガールも取材して欲しいです。 

 

西宮市 57 男性 

毎週、みています。3 年連続でパリーグ制覇してほしいです。 

 

大阪市港区 58 女性  

日本一 おめでとうございます本当に感動しました 2 敗した時 山本由伸選手

が初戦 降板された時には 今年もダメなのかな？と諦めかけていましたがそこ

からの逆転 4 連勝 本当に震えましたこの T シャツを着て山本由伸投手の投げ

る試合を観に行きたいです 

 

姫路市 34 男性 

短い番組ですがきゅっと詰まった中身と同じファンの生の声は良かったです。 

 

大阪市西淀川区 43 男性 

毎週番組楽しみに見ています。去年の雪辱を晴らし日本一凄く嬉しかったで

す！番組も色々と日本一の放送してくれているので保存しています。来年のバ

ファローズも凄く楽しみです！番組共々盛り上がる事楽しみにしています。 

 

西宮市 59 男性 

日本一のパレード素晴らしかったです、長年この時を待っていました。来シーズ

ンもお願いします。 

 

伊丹市 8 男性 

いつも楽しみに見ていますパレード最高に良かった 

 



大阪市城東区 55 男性 

長いあいだ、応援してきて良かった。 

 

大阪市平野区 15 男性 

毎回観ています！毎日オリックス応援しています！毎回面白い企画をありがと

うございます！ 

 

東大阪市 29 男性 

オリックス連覇、日本一おめでとうございます。これを機に時間の延長、新番組

をお願いしますとても期待しています 

 

神戸市中央区 26 女性 

バファローズ、日本一おめでとうございます！我々ファンにとって最高のオフ

になりました。JCOM で毎週拝見させていただいてます。来年も 3 連覇に向け

て、番組で応援、よろしくお願いいたします。 

 

柏原市 41 男性 

若手選手にクローズアップするなど、この番組でしか見られないものがたくさ

んあり、バファローズ・ファンとしては、とても嬉しいです。これからも、楽し

く見させていただきます。 

 

大阪市西区 69 男性 

近鉄時代よりバファローズを応援してます。山本選手の４３番のサイン持って

ます。当選したら、この T シャツをきて、京セラドームまで応援に行きます。 

よろしくお願いします。 

 

大阪市城東区 57 男性 

いつも楽しく見させてもらってます。パレードは勤務日で見れなかったので雰

囲気が楽しめました。今回のプレゼント娘が大ファンの山本投手の T シャツじ

ゃないですかー当選したい。 

 

河野市 38 

パレードの映像、同じオリファンの喜ぶ姿に日本一の感動がよみがえりました。 

様々なニュースに今シーズンのチームは今シーズン限りなのだと寂しくもあり

ます。来シーズンのメンバーでも日本一になれるように今から祈ってます。 

 



大阪市港区 58 女性  

日本一の記念に、今年の振り返り特集をお願いします。 

 

堺市西区 22 女性 

今年からオリックスファンになり、最近オリックスバファローズが好きやねん

を見始めました！大好きなオリックスが観れてとても嬉しいです！過去の良い

試合を観れるのも凄く良いです。 

 

神戸市西区 62 男性 

頑張ろう神戸の時代から応援していますブルーウエーブからバファローズにな

ってもやっぱり好きです。だからこの番組がとても素敵でよかったです& 

 

大阪市中央区 44 女性 

惟一のオリックスバファローズ冠番組なので楽しみにしています。これからも

よろしくお願いします！ 

 

堺市堺区 60 男性 

短い時間に凝縮した番組を長年の楽しみにしています！これからも、我らの期

待に応えて下さい。 

 

四條畷市 63 男性 

日本一の優勝特番をやってほしいです 

      

神戸市垂水区 64 女性 

オリックスが優勝出来て良かったです。パレードも放送して良かった。 

 

大阪市阿倍野区 48 女性 

優勝パレード綺麗に撮れてて楽しかった！ 

 

大阪市東住吉区 68 女性 

御堂筋いけなかったので、放送してくださり、良かったです。ありがとうござい

ます。 

 

堺市堺区  47 女性 

パレードを見に行ったのですが、人が多くて全然見えなかったのでこちらの番

組で見れて嬉しいです。ありがとうございます! 



 

天理市 23 女性 

今回は日本一おめでとうバージョンで、ファンの方と一緒に劇的なシーズンを

振り返れる企画おもしろかったです！いつもあっという間に番組が終わってし

まうのですが、貴重なオリックスの番組もっと長くみたいと思っています。 

選手のことをいっぱい知りたいので、一軍二軍関わらずインタビュー映像流し

てください！よろしくお願いいたします。 

 

高槻市 55 男性  

優勝パレードの様子楽しく観れました。これから若手の活躍に期待しています

ので、引き続き楽しい番組をお願いします。 

 

大阪市西淀川区 30 男性 

東投手、来年は一軍定着目指して頑張ってください！応援しています！ 

 

神戸市西区 23 男性 

来年も日本一期待してます！ 頑張れ！オリックスバファローズ！ 

 

西宮市 35 男性 

いつもこのオリックスバファローズが好きやねんを視聴させていただいており

ます。そして東晃平投手が今後、球団(チーム)を支えていくことを目標にして 

山本由伸投手、山崎颯一郎投手、近藤大亮投手に追いついていっていくことを 

本当に目標にして欲しいです。 

 

大阪市中央区 55 男性 

仕事の都合で御堂筋パレードは見に行かれなかったので、番組を見て満喫しま

した。ありがとうございます。 

 

尼崎市 40 男性 

オリックスが日本一になったこともあり、ここ最近はオリックスファンへのイ

ンタビューが多く流れていたと思います。ファンの方の想いを放送して頂くの

も良いのですが、私が毎週楽しみにしているのは、やはりオリックスの選手やコ

ーチのインタビューなのかなと感じました。クレームとかではなく、こういう視

聴者もいるという一視聴者の意見です… すみません。とはいえ、貴重なオリッ

クスの番組ですので、今後も期待しております。よろしくお願い致します。 

 



神戸市垂水区 45 女性 

優勝パレード、現地で見ることは出来ず、TV で見ましたが、何度見ても感動し

ます。来年も優勝＆日本一をして、私達ファンの為にまた素敵な優勝パレードを

見せて下さいね。 

 

西宮市 52 男性 

46 年間オリックス（阪急）ファンしてます 日本一おめでとうございます 

本当に嬉しかったです 来年日本一連覇お願いします 東晃平投手も頑張って

下さい 

 

高槻市 64 男性 

最高のシーズンでした。今年ほど奇跡的な試合、優勝争いをしたことは、初めて

かもしれません。ありがとうございました、これからもこの番組を楽しみにして

います。 

 

大阪市中央区 55 

大阪に引っ越しってきて 2 年半、楽しみがたくさん増えて、その中でもオリッ

クスの応援は特に楽しいです。そして、この番組は選手たちの素顔が見られて好

きです。シーズンオフですが、選手たちのトレーニング風景などたくさん放送し

てください。 

 

宝塚市 23 女性 

優勝パレード見に行きました！ライトアップもあってとても楽しかったです！ 

 

宝塚市 38 女性 

日本シリーズ優勝してから来シーズンの開催が待ち遠しいです！移籍等で新体

制にはなりますが、連覇を期待しています。頑張れオリックス・バファロー

ズ！！ 

 

交野市 19 女性 

プロ初勝利できた日の思いを、よりたくさんお話を聞けたので、ファンとしては 

ものすごく嬉しかったです。もっと他の選手をいっぱい取り上げて欲しいです。 

 

神戸市垂水区 55 女性 

今年の春のキャンプの中継を見て、東投手が支配下になると思ってましたよ！ 

体つきがすっかり変わりましたね！背中は一番いい頃のヤクルト石井にそっく



りです。(ばんばん楽天を斬って倒してください！)キャンプ中継してくれて本当

にありがとうございます。 

 

東大阪市 75 男性 

ベイコム（B 好きやねん）毎週楽しみに家内と見させて頂いています これから

も情報を宜しくお願い致しますオリックスバファローズ日本一おめでとう 御

座います 11 月 23 日ファン感謝デーに家内と行きます宜しく 

 

大阪市西区 29 女性 

先週までのパレードや優勝決定の瞬間などの映像も新鮮だったので、未公開映

像などあれば見てみたいです・・！今週は選手のインタビュー回だったのでシー

ズンオフも楽しく見させていただこうと思います^_^ 

 

大阪市中央区 55 男性 

シーズンオフにも、来シーズン期待の選手の紹介を続けてください。 

 

宝塚市 62 女性 

毎週火曜日、録画して楽しみに視聴しています。これからも、オリックスの選手

の色々な情報を沢山届けて下さい。放送時間が５分間は短いと思うので、30 分

位になったら、嬉しいです。特に山本投手のノーヒットノーラン達成と、御堂筋

優勝パレードの放送が良かったです。 

 

神戸市中央区 5 男性 

吉田正尚選手ありがとう特集をお願いします 

 

和歌山市 49 男性いつも楽しみに観ています。 

来年も日本一になれますように。 

 

四條畷市 63 男性 

いつも楽しみして見ています 東投手がんばれ 

 

堺市堺区 56 女性 

選手のインタビュー欲しいでず。 

 

神戸市中央区 26 女性 

オリックスバファローズの大ファンです。日本一の最高のオフ、連覇に向けての



秋季練習の情報、番組での応援よろしくお願いいたします。 

 

大阪市西区 69 男性 

京セラドームでの投球を見てファンになりました。来年、１０勝を期待します。 

 

神戸市西区 25 男性 

プロ入り 5 年目で初めて支配下登録され、そのままプロ初勝利！本当におめで

とうございます！いつ支配下登録されるか楽しみにしてましたが、すぐに初勝

利したのには感動しました！地元の神戸弘陵出身の選手がオリックスで活躍し

てる姿を たくさん見れるのを楽しみにしています！来年も頑張ってくださ

い！応援してます！ 

 

大阪市阿倍野区 48 女性 

舞洲で育成時代より注目してました。さらなる飛躍期待しています。 

 

大阪市東住吉区 68 女性 

オリックスバファローズ大ファンです。いつも楽しい番組ありがとう。 

 

大阪市生野区 25 女性 

東投手のプロ初勝利を初めての大商大シートからみることができたため、とて

も印象深いです。オフシーズンもオリックスに触れることができ、ありがたいで

す。 

 

東大阪市 32 男性 

いつもオリックスの情報を楽しみに拝見させていただいています。普段はなか

なか見られない若手選手へのインタビューなど充実した内容で大変満足してい

ます！オフシーズンもたくさんのバファローズ情報を楽しみにしています。 

 

河内長野市 38 

楽しみな若手のインタビュー見れて嬉しいです。バファローズはどんどん良い

投手が出て来るので東投手も絶対活躍してくれると、連覇に貢献してくれると

期待が高まります。 

 

高槻市 35 女性 

毎週オリックスの特集をしてくれる番組なんてないのでありがたいです。 

 



神戸市西区 25 女性 

オリックス・バファローズ日本一おめでとうございます。また来シーズンも楽し

みにしています。 

 

岸和田市 54 男性 

来年は東投手のサインボールを持って京セラドームに応援に行きます！ 

 

西宮市 58 男性 

BsGirls もお願いします 

 

大阪市西淀川区 30 男性   

バファローズ、来年３連覇目指して頑張ってください！ 

 

西宮市 61 女性 

ファンフェスタ、戦っている時の表情とは違った一面が観れて楽しそうでした。 

 

尼崎市 50 女性 

日本一おめでとうございます!ファンフェスタも含め、家での観戦がほとんどで

したが、来年は球場での観戦を増やしたいと思っています。どんなバファローズ

でも応援し続けますので、ワクワクするプレーを期待しています!。 

 

堺市堺区 47 女性 

ファンフェスタの面白い場面をしっかり見せていただけて、当日の楽しかった

ことが思い出されました(^^) 

 

堺市南区 56 女性 

今回はファンフェスタでしたが、ヒーロー特集とか舞洲でのインタビューとか

短い時間ですけど毎週楽しみにしてます！ 

 

堺市堺区 56 女性 

オフシーズンの選手の動向が知りたいです。 

 

西宮市 59 男性 

シーズンオフの補強もうまくいき、バファローズのパ・リーグ三連覇は間違いな

いと思います。 

 



京都市下京区 男性 

オリックス大好きな息子が毎週楽しみに見ています。 

 

池田市 57 男性 

パ・リーグ 3連覇を狙えるチームになるなんて数年前にはとても思わなかった。 

 

神戸市北区 35 男性 

改めてリーグ優勝、日本一おめでとうございました！当日は YouTube からの視

聴でしたが、杉本選手の挨拶のユニフォーム忘れの件、あと「1 億人のバファロ

ーズの皆さん」と聞こえ、大笑いしてしまいました。 

今後もオリックスの情報のオンエアー、よろしくお願いします。 

 

泉大津市 47 男性 

オリックスファンで応援しながらいつか日本一をと思って観てましたが、26 年

ぶりの日本一を見れて幸せしかありません。選手のみなさんありがとうござい

ます。最高です。これからも沢山バファローズを取り上げて下さい。宜しくお願

いします。 

 

姫路市 55 女性 

ファンフェスタ生配信で見ていました。杉本選手の背番号が 55 に見えて いよ

いよ老眼が進んだなぁと思っていたらやっぱり T さんのユニフォーム 笑 

来季はムードメーカーのトライさんがいませんが残ったメンバーでオリックス

らしい盛り上げをお願いします 

 

茨木市 55 男性 

祝！日本一 来年 2 月からのキャンプ情報も宜しくお願いします 

 

 

 

 

 

以上です。たくさんのメッセージありがとうございます！ 

２０２３年も、オリックス・バファローズが好きやねん！！！ 

 


