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模擬店

A
50’s SHOP

物販

「 2 人 で お 茶 を・・・」、
「Tea For Two」

B
慶應義塾大学出版会

お土産に「慶應カレンダー」はいか
がですか？　その他にも慶應義塾
や福澤諭吉関係の書籍を取り揃え
ておりますので、ぜひお立ち寄りく
ださい。

C・D
KEIO UNIV.CO-OP

E

オフィス用シュレッダー
の 新 ブ ラ ンド S h r e d 
Gearをご紹介します。
emiシリーズ（SOHO向
けタイプ）が当たる抽選
会も実施します。

F
エンジョイ香港

[MENU]
香港で大人気のスナック
菓子、他

G-1
慶應義塾赤倉山荘

雄大な妙高山の山麓にあ
り、雄 大 な 自 然 、温 泉 、
種々のスポーツ施設に恵
まれ、レジャー・合宿・研修
会等に最適です。ブース
には観光キャラクターの

「ミョーコーさん」も登場！

G-2
不動産三田会

H
写真グッズ工房＆カフェ

ペンマーク入り各種写真
グッズをその場でおつくり
致します。おいしいコー
ヒーを飲みながらお待ち
ください。
[MENU]
2L記念写真、KEIOフォトブッ
ク、写真付ストラップ、各種

I
慶應義塾公式グッズ

[MENU]
アパレル、バッグ、シェ
ニール織 等

J・K
鶴岡市の観光と物産店

L
若き血（橘倉酒造）/長野

慶應義塾大学公認、“情
熱の酒”『若き血』を片
手に、愛する母校の素晴
らしき思い出に乾杯！

M
社会保険労務士三田会

[MENU]
経営労務相談
年金相談

1

[MENU]
オムライス 等

2

[MENU]
ヤキソバ 等

3A

工場直送の樽ホッピー&
ソフトドリンクのガラナ
ジュースをご用意しており
ます。ホッピーでハッピー！
[MENU]
ホッピー、黒ホッピー、
コアップガラナ

3B
　 大野屋和ちゃん

東陽町の大人の隠れ家、
大野屋和ちゃんが連合三
田会に初出店。備長炭で
調理した絶品焼き鳥をど
うぞ。

4

[MENU]
ミディアムアイス、コー
ヒー

5

6
大森海岸 松乃鮨

[MENU]
焼アナゴ、太巻
自家製カニミソ

7 8・9

[MENU]
リゾット、ワイン、野菜弁当、
他食材（すべて慶應義塾出
身者が関わっている食材）

10

[MENU]
感謝の喜もち

11A

昭和33年に信越本線横
川駅の駅弁として誕生し
た「峠の釜めし」は、益
子焼の土釜に鶏肉、筍、
椎茸、ごぼう、杏子など
9種類の具材を使用した
人気駅弁です。

11B

グランメゾンアピシウス
が特別に販売するパウン
ドケーキ。
淹れたてのコーヒーは、
コーヒーハンター川島良
彰氏との共同開発 商品
です。

12

[MENU]
九州じゃんがら
開運大吉

13

[MENU]
たこ焼、お好み焼、焼き
そば等

14

[MENU]
清涼飲料水

15A 15B
　 福栄のから揚げ

産地直送、生産者直売の
「はかた地どり」のから
揚げ。
「はかた地どり」は、サ
クッとした歯切れのよさ
と噛むほどに増す旨味が
自慢です。

16

[MENU]
広島お好み焼

17
肉山商店

今年から初参戦させて頂き
ます炭火焼き「肉山商店」光
山です。
今回　出店のお声掛けを頂
いたお隣り「小林商店」さん
のワインに負けないような肉
の塊を吉祥寺から日吉へガッ
ツり持ち込みまっせ！

18

現 地で高い評 価を受け
る、レアな自然派イタリ
アワインをお楽しみくだ
さい。

[MENU]
ワイン

19

20 21A
銀座若松

創業1894年（明治27
年）銀座で最初にお志る
粉屋さんを開店したのが
「若松」です。銀座で多
くのファンのかたがたに
愛されて参りました商品
で御座います。

21B
武州本店

草加煎餅三百年の味と
伝統を継承し、[彩の国
優良ブランド]認定商品
に仕上げました。
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[MENU]
慶應オリジナルグッズ
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22A

慶 應 連合三田会初出
店！！ 牛と豚を6 .5対
3.5の黄金の比率で仕上
げた合挽き肉に秘伝のス
パイスで仕上げた極上メ
ンチカツ！ぜひ一度お試
しあれ！

22B

1905年に新橋（汐留）
で創業し、今年で110年。
元祖レイズン・ウィッチを
はじめとして、皆さまに喜
ばれるお菓子作りを目指
し、毎朝、目黒工房にて
お菓子を作っています。

23

24

[MENU]
清酒 陸の王者、ワイン
陸の王者（赤／白）

25
小布施堂陸の王者（ヤマニ）

26

「丸くなるな星になれ」
サッポロ黒生をお楽しみ
ください。

27A
デリキムチ

27B
沖縄屋あしびうなぁ

28A
みちのく食堂

28B
大黒天

江ノ島名物釜揚げしら
す丼。あつあつのご飯に
ふっくらとしたしらすが
どっさり！
梅しらす、高菜しらすな
どバリエーションも豊富
です。

29A
いかり屋

29B

30

[MENU]
ハンバーガー等

31

[MENU]
天丼各種、串揚げ

32

初出店！創業以来、親
切・丁寧・品質本位を
モットーに80年。
オリジナルのペンのマー
ク入りのマスクメロン等
をご用意してお待ちして
おります。

33
　 神戸・南京町 大同行

商標登録済み！
中華版ハンバーガー！
秘伝の調味料で味付した
ジューシーな具をしっと
りとした特製生地で挟
み、蒸揚げました。

34

[MENU]
シウマイ、肉まん

35

ミシュラン三ツ星レストラン
でも採用のA5 黒毛和牛メ
ス限定の極上肉を、あっと驚
く有名店や自治体とコラボし
てリーズナブルにご提供！
美人ソムリエ四人衆がサーブ
するお値打ちワインも併せ
てご堪能ください。

36A

私たち六本木花苑は主に
『ミディ胡蝶蘭』という小輪
の胡蝶蘭をご提供していま
す。胡蝶蘭が持つ特別感は
そのままに、普段使いの胡
蝶蘭として、シーンを選ばず
に使っていただけると思って
おります。

36B

40A

デリバリーピザＮＯ.1の
ＰＩＺＺＡ－ＬＡが『連三田
スペシャルピザ<若き血
2014>』を限定発売。
冷たい生ビールと一緒
に。ＥＮＪＯＹ！

43
銀座文明堂

職人が会場で焼き上げ
る、自慢のどら焼き。
出来たてのふんわり焼い
た皮で、北海道産小豆を使
用した餡子を挟みました。
[MENU]
出来立て三笠山
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創業50年どさん子が送
る、懐かしい味わいの
ラーメンです。秘伝のタ
レとスープが麺に絡む
幸せな一杯をご賞味く
ださい。

42

プロの音楽家が、貴方の
ために1曲(￥500～)演
奏するサービス、エンソウ
デリ！　曲を選んで、本物
の音楽を、間近でどうぞ♪
[MENU]
クラシック、慶應の歌など

38A

御殿場高原ビールは来年
創業20週年！世界遺産富
士山の伏流水と、御殿場
のコシヒカリを使用した御
殿場コシヒカリラガーは
スッキリするするとどんな
方にもお楽しみ頂けます。

38B

1921年創業、ハムの老
舗「ローマイヤ」の味を
お楽しみください。

[MENU]
骨付ソーセージ、厚切り
ベーコン、ポトフ

40B

ザ・プレミアム・モルツの
“華やかな香り”と“深い
コクと旨み”をお楽しみく
ださい。

41A
 　  スイーツポップコーン Clap Your Hands

ポップコーンをスイーツに。
当店のポップコーンは、オイルを
使わず熱風だけでポップする《エ
アポップ製法》で作られた、ノンオ
イルのドライポップコーンです。
魅惑の新食感と、多彩なオリジナ
ルフレーバーがいざなう贅沢な
味わいをぜひお試しください。

41B
　 輸入ドイツビール

ドイツバイエルンビール専
門輸入商社KOBATSUト
レーディングです。本日は
2012年世界チャンピオン
になった、４００年の伝統の
家族経営醸造所「プランク」
の樽生ビールを提供します！

44
ヤマキイチ商店

45

[MENU]
オマール海老のビスク等

46 47

オリジナルのペンマーク
商品を取り揃えてお待ち
しております。

[MENU]
オリジナルペンマーク松
花堂弁当等

48

[MENU]
焼き鳥各種

49

特製銘柄和牛カレーをお
楽しみ下さい。
エスニックカレー、ハヤシ
もご用意してあります。
[MENU]
各種カレー（イートイン
と物販）

50

バナナ、パイナップル等
を販 売する株 式会社
Doleが運営するキッチ
ンカーです。Doleの果
物・野菜を使用したス
ムージーとヨナナスを販
売しております。

[MENU]
プルコギ、チヂミ、チャプ
チェ、キュウリの一本漬け

51A

お茶の詰め放題開催しま
す。どれだけ詰めれるか
は、あなた次第！！ たくさ
ん詰めて、得しちゃいま
しょう♪ 国産茶葉300ｇ以
上で1,500円、静岡県産茶
葉300ｇ以上で2,500円
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