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●協賛各社のご厚意による賞品ですので、お取り替えや転売はできません。
●福引賞品の内容は、一部変更になる場合があります。
●各賞とも一部の賞品には、未成年の当選資格制限を設けさせていただいております。

23本KK
豪華賞品が当たる大会恒例の福引 ！

今年も皆様の期待を超える賞品をたくさんご用意しています！
K賞の目玉賞品、2台のクルマは並木道で皆さまにお披露目いたします。

すばらしい賞品の数々をご紹介します。

賞
＊Ｋ賞の賞品は全協賛社様をご紹介しています。

福引抽選会のご案内
投
函

大会券上部の「福引抽選券」を、１枚ずつバラバラに切り離して投函箱に入れてください。

投函場所：並木道途中、並木道上、第４校舎前、日吉記念館入口の４カ所

第１回投函　09：00-11：15　＊当選していない券は、第２回抽選会にも有効です。

第2回投函　11：15-14：15　＊14：15が最終締切となります。

日吉記念館にて　11：25-12：00
当選番号の発表　11：30 から順次掲出します。

当選番号の掲出　並木道上、第４校舎前、藤山記念館前（３カ所）

日吉記念館にて　14:25-14:50
当選番号の発表　14：30 から順次掲出します。

当選番号の掲出　並木道上、第４校舎前、藤山記念館前（３カ所）

日吉記念館にて　15:35-16:00

15：30 までにお引換えのなかったK賞賞品を、この時間に日吉記念館に集まって

いただいた方を対象に再抽選します。また再抽選にはずれても、お帰りの際には参加賞

を差し上げます。大会券の控えを持って、是非ご参加ください。
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■当選した大会券控えを、下記へお持ちください。

Ｋ賞、Ｅ賞、Ｉ賞、「出会いこそ」特別賞▶藤山記念館
Ｏ賞▶高校校舎１階ホール
■賞品引換え時間（当選番号発表後、順次引換え可能となります）

第１回当選のＫ賞　 12：00-14：15
第２回当選のＫ賞　 14：50-15：30
E賞、「出会いこそ」特別賞　　12：00-16：15
Ｉ賞、Ｏ賞　　11：45-16：15

●引換え終了間際は混雑が予想されます。お早めにお引換えください。
●引換え所の近くには、宅配便の受付がございます。
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郵船クルーズ 横浜グランドインターコンチネンタルホテル ライカカメラジャパン

「飛鳥II」Xmas A-styleクルーズ
（Dバルコニー・2泊3日）ペア

ハーバースイートルーム
1泊2名（夕食・朝食付） ライカＸバリオ

三菱地所 南赤坂クリニック 宝石専門店ミワ

横浜ロイヤルパークホテル
エグゼクティブスイートペア宿泊券

人間ドック利用券
有名ホテル宿泊付（1組2名） ダイヤモンドアワーグラス（5ct.）

東急リゾートサービス 香港三田会・IHGインターコンチネンタルホテルズグループ 三越伊勢丹ホールディングス

東急ハーヴェストクラブ伊東
定期利用権

現地三田会会員が案内する
香港グループ旅行（6名1組）

プラチナメモリーギフト
（クルーズまたはヘリコプター遊覧付き宿泊）

第１回投函　  9：00-11：15　　第１回抽選会　11：25-12：00
第２回投函　11：15-14：15　　第２回抽選会　14：25-14：50
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再抽選会　15：35-16：00EIO

セイコーホールディングス 田中貴金属ジュエリー 帝国ホテル

銀座・和光 ハンドバッグ PT900/850ダイヤパヴェPD
（1.5CT）H&C角

スイートルーム ペア宿泊券
（フランス料理ディナー、シャンパンブレックファスト、エステコース付）

JTB関東 諏訪貿易 セイコーウオッチ

ルックJTBハワイ4泊6日ペア旅行
（写真提供：ハワイ州観光局）

プラチナ950 ラフダイヤモンド
サファイア ピンブローチ（男女兼用）

グランドセイコー
（紳士用腕時計）

オンワードホールディングス ザ・キャピトルホテル東急 三機工業

カシミヤコート 山王スイート　宿泊券 Canonデジタル一眼レフカメラ
＆ プリンター他セット

23本KK賞
＊Ｋ賞の賞品は全協賛社様をご紹介しています。
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第１回投函　  9：00-11：15　　第１回抽選会　11：25-12：00
第２回投函　11：15-14：15　　第２回抽選会　14：25-14：50
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再抽選会　15：35-16：00

IOK

京王プラザホテル 慶應丸の内シティキャンパス コージ・アトリエ

南館ラグジュアリースイート
１泊2名（朝食付）他

定例講演会「夕学五十講」
全25回受講券 婦人ブラウス（絹）

アウディジャパン販売 アオハルクリニック アペックス

Audi A6 1 Week Monitor
（Audi A6を1週間ご試乗いただけます）

たるみ引き締め・潤い美肌コース アピシウス ディナーご招待券

イデアインターナショナル きく屋宝石店 京都東急ホテル

GENEVAサウンドシステム
model XL GNV003-RD Pt ダイヤモンド ペンダント ロイヤルスイートルーム

ペア1泊朝食付

トライグループ パレスホテル 日立製作所

Lolo Pianaファブリック セレクト ウールコート
×プレミアム ラム毛皮 バイカラーコート

エグゼクティブスイート
1泊2名（朝食付）

日立過熱水蒸気オーブンレンジ
〈ヘルシーシェフ〉MRO-NY3000W

さぎぬま脳神経クリニック 商船三井 スタージュエリーブティックス

脳ドック受診券 特別ペアコース 商船三井フェリー「さんふらわあ」号
大洗⇔苫小牧デラックスペア＋車往復

K18PGダイヤモンドネックレス
（スター）

住商ブランドマネジメント セイコーウオッチ セルリアンタワー東急ホテル

〈フェイラー〉シュニール織
インテリアクロス＆ハンカチセット セイコー アストロン（紳士用腕時計） ジュニアスイートツイン

＆ホワイトニングセット

大正製薬 田中貴金属工業 東海大学医学部付属東京病院

下田セントラルホテル宿泊券（4名） ウィーン金貨ハーモニー 1オンス 抗加齢ドックアドバンスコース
＋人間ドック招待券

54本EE賞
＊E賞の賞品は全協賛社様をご紹介しています。
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IOK

ラグジュアリー・タイムピーシズ ジャパン リシュモンジャパン ロイヤルパークホテル

GUCCI ウオッチ クーペ（メンズ）、
GUCCI ウオッチ トワール（レディス）

モンブラン マイスターシュテュック
90周年 コレクション スペシャルエディション 万年筆 F

プレジデンシャルスイート宿泊券ペア1組
（夕・朝食、ラウンジ、フィットネスクラブ利用特典付）

平和農産工業 ポンテヴェキオ　ホッタ 宝石専門店ミワ

立野クラシック・ゴルフ倶楽部
特別御招待券（1組4名）他 エモツィオーネ ミニモ ネックレス FOREVERMARK

ダイヤモンドネックレス

森ビルホスピタリティコーポレーション 山田平安堂 湯河原温泉 懐石旅庵 阿しか里

アンダーズ東京1泊2名 他 バングルウォッチ 銀研出 露天風呂付き客室
（2名1室・夕朝食付）

慶應義塾公式グッズ ケープレスト Kotte & Co.

ベロアハンカチ イタリアンレザーベルト Kosta Boda アートピース等

アオハルクリニック アペックス 遠藤波津子美容室

インディバ60分コース 他 キッチャーノ ディナーまたは
アピシウス お食事ご招待券

Hatsuko endo
ビューティーギフトカード

旺文社 金井事務所 黒江屋

英総豆単復刻版セット アウボカーサ・オリーブ・オイル きんまダイヤ型文庫

54本EE賞
＊E賞の賞品は全協賛社様をご紹介しています。 OKE

約800本II 賞
＊Ｉ賞の賞品はご紹介する以外にも
　様々な賞品をご用意しています。


