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福引抽選会

今年も、豪華賞品がみなさまをお待ちしています
2021年度ジュネーブ
時計グランプリ
（GPHG）受賞モデル
エボリューション9コレクション

熟練した職人による
一生もののバッグ
MORABITO ORSAY

Grand Seiko
Evolution 9 Collection

フランスの最 高 級 老 舗ブランド MORABITO
（モラビト）を代表する、クロコダイルのバッグ

時計業界のアカデミー賞ともいわれるジュネーブ

「 ORSAY（オルセー）
」
。そのなかでも、華やかで

時計グランプリ2021年度メンズウオッチ部門賞を

美しく人気のオレンジ。1905年の創業以来、パリ

受賞しました。デュアルインパルス脱進機（高効

のアトリエで熟練した職人が、長い時間をかけ一

率な脱進機）やツインバレル（二つの動力ぜんま

針一針縫い上げています。時代を越え、世代を

リアルとデジタルの
ハイブリッドで開催します。

い）
を採用。自然や季節の移り変わり

越え、永くお使いいただけるバッグです。

からインスピレーションを受ける感

の日本の精神性を表現しています。

こんなに会うことの大切さを
痛感した年月は、
これまでなかったと思います。

デジタルの進歩のおかげで、
あなたの部屋からでも、
世界中のどの国からでも、
気軽に参加できるように
なりました。

●商品名：MORABITO
（モラビト） ORSAY
（オルセー）
●素材：クロコダイル
●カラー：オレンジ
●ライニング：ラム革
●サイズ：W21×H19×D13㎝
●価格：4,400,000円
（税込）

今ほど、
私たちが親しんだあの言葉、

会うことが、チカラになる。
笑いあって、ひとつになる。

みなさんお元気ですか？
そろそろ会って、
話したいですね。
会えなくても、
元気な顔を見たいですね。

「社中協力」が身にしみる
時代はありません。

2022年の連合三田会大会は
そんな思いを込めて、

そんな楽しい大会を目指します。
ぜひご参加ください。

性と、それぞれの道を究めて時の本
質に迫ろうとする匠の姿。その二つ
●商品名：グランドセイコー SLGH005
●価格：1,045,000円
（税込）

アルミニウムの塊から削り出されたボディを持つ
デジタルコンパクトカメラ
Leica TL2 Silver
+ Elmarit TL f 2.8/18mm ASPH.
ライカTL2は“Made In Germany”
のクラフトマンシップが実現した「ライカTL
システム」
のスピードと操作性をさらに磨き上げた画期的製品です。ユニークな
デザインとコンパクトなボディが特徴のライカTL2はアルミニウムの塊から精密
に削り出された独特の外観と堅牢性を備え、カメラ製造の歴史において特に異彩
を放っています。コンパクトなレンズ
「エルマリート TL f2.8/18mm ASPH.」
との

つながることで
生まれるチカラがある。

コンビネーションは最適です。

つながることで

●商品名：ライカTL2
シルバー＋エルマリー
ト T L f 2 . 8 / 18 m m
ASPH.

生まれる未来がある。

2022年の連合三田会大会は、
日吉キャンパスおよびオンラインの
ハイブリッド開催！
2022年の慶應連合三田会大会は10月16日に開催します。今年度の大

が困難であった塾員のみなさまにも引続きオンラインの特長を活か

会は、日吉キャンパスとオンラインのハイブリッド開催としました。昨

し、日吉キャンパスで参加されるお仲間のみなさまとともに同期会

年度同様に様々なイベントを大会ホームページから誰でも簡単にアク

や同窓会だけでなく、イベントや記念品、福引抽選会など
「デジミタ」

セスできるオンラインのサービス
「デジミタ」
でお楽しみいただけます。

を通じてお楽しみください。

新型コロナウィルス感染症禍によりあらゆる領域で急速にオンラ

今年度は2019年以来3年ぶりに日吉キャンパスでもオンラインと

イン化・デジタル化が進んでいます。いまこそ慶應義塾の強みで

並行してハイブリッドで開催されます。新型コロナ感染症禍の2020

ある、つながろう、つなげようをさらに進化させ、社会を牽引して

年3月に竣工した新・日吉記念館でもイベントを行う予定です。新

いく使命があります。コロナ後の新しい社会を開拓する「新しい資

しくなった日吉キャンパスも楽しめるグリーンかつハイブリッドな

本主義」を先取りし、地域や海外にいらっしゃって、いままで参加

2022年の連合三田会大会にどうぞご期待ください！

福引抽選会（特別賞、K賞、E賞）
のエントリーも
商品引き換えも
「デジミタ」で！

「デジミタ」
当日エントリー

14:30～

特別賞

すでに大会券登録、記念品予約されている
場合でも、 福引抽選会（特別賞、 K賞、 E
賞）への参加には大会当日に「デジミタ」で
のエントリーが必要です。また、 当選され
た場合には、 特別賞は日吉記念館で、 そ
れ以外（K賞、 E賞、 I賞、 O賞）は「デジミ
タ」で締切時刻までに引き換え手続きをお
願いします。 締切時刻を過ぎると当選の権

利は無効になります。O賞は大会券連番2
シート（10チケット分）でもれなく1本当たり
ます。 福引当選の引き換えをされた方は、
賞の種類・個数にかかわらず一律の送料を
「デジミタ」での引き換え手続き時にオンラ
イン決済にてお支払いください。 事前にお
支払いいただけない場合は、 着払いにて
発送となります。

K賞

抽選会
時刻

必要
13:00まで

E賞

※10分前に日
吉記念館への
入場が必要

14:00
～
14:30

I賞

（大会券番号下2桁）

O賞

（大会券番号下1桁）

不要

11:00～

当日引き換え
手続き

日吉記念館

「デジミタ」
で
17:00まで

モノからコトヘ
サステナブルでエコ
長く使える良いものを

“

2022年慶應連合三田会大会

記念品リスト

来年こそ旅行に行こう！ 沖縄・名護市のビーチリゾートホテル「ザ・ブセナテラス」様と石川県の
老舗旅館「和倉温泉 加賀屋」様から贅を尽くし心からくつろげる最高の宿泊体験を特別企画として
ご用意いただきました。令和５年1年間ご利用可能な宿泊券です。また、人気の定番品に加え、
サステナブル・エコ素材の使用にこだわった長く使っていただける品物をふんだんにご用意いた
しました。どうぞお楽しみください。

時代とハートを動かし続けて100年余り
お客様ひとりひとりの感性と響きあう

2 3

セイコー腕時計
ソーラークロノグラフモデル

10シート 50 チケット
1969年に誕生した、世界初の垂直クラッチ
機構を搭載した自動巻クロノグラフウオッ
チ「1969 スピードタイマー」の造形を色濃く
継承した、コンパクトでスポーティーなソー
ラークロノグラフモデル。
2ホワイト20本、3ブルー10本限定です。お
好きな色をお選びください。
●サイズ：45.5×39.0×13.3㎜
●ケース：ステンレススチール
●バンド：ステンレススチール
●ガラス：カーブサファイヤガラス
●裏蓋：2022年慶應連合三田会大会刻印入り
●駆動方式：ソーラー
（フル充電時約6 ヶ月間駆動）
●防水性能：日常生活用強化防水
（10気圧）

3
2

波穏やかな七尾湾に佇む能登半島・和倉温
泉「加賀屋」
。おもてなしに包まれながら、
伝統美が散りばめられた豪華空間に憩い、
能登の魅力を心ゆくまでご堪能ください。
●人数：2名様1室
●形態：1泊2食
（夕食・朝食）

1

沖縄 ザ・ブセナテラス
スイートルーム宿泊券
（2泊朝食付き）

●ご注意：利用開始日を2023年1月から1年

青く澄んだ海と空、太陽の光あふれる
楽園で過ごす極上の休日

間とし、平日
（日から金曜日）
の利用。
※利用除外日として休前日・GW・お盆・正月など
特別期間を除く。

30シート 150 チケット
目の前に白い砂浜のビーチが広がるザ・ブセナテラス。ご家
族でお寛ぎいただけるガゼボスイートと、大人だけに許され
たプールヴィラ、2つのスイートルームからお選びください。

●ガゼボスイート
（2 ～3名1室ご利用）

ビーチへ続く芝生の庭とジェットバスを設えた客室。

●スーペリアスイート
（2名1室ご利用）

2階建ての1階部分に位置するプールヴィラ。※13歳以上限定

●宿泊期間：2023年1月10日㈫ ～ 12月28日㈭
※但し4/28 ～5/7、8/5 ～8/15、9/16 ～9/23の期間、およびホテル満室
の場合等を除く

4

和倉温泉 加賀屋
雪月花 宿泊券（1泊朝・夕食付き）

10シート 50 チケット

季節のささやきに耳をかたむけ
贅沢な温泉と食事で大切な思い出を

6

リサイクルデニムトート＆
リサイクルデニムポーチ
（リバティプリント使用）

5 シート
25 チケット

素材にこだわったデニムアイテム
普段使いの様々なシーンに映える

11

SIONE（シオネ）
オリジナルフリーカップ 2点セット

3シート 15チケット
モノガタリのある器での毎日が
高揚感ある日常へと導いてくれる
生命が芽吹く春に吹く風と、幸せを運ぶ鳥を
重ねたデザイン。白磁に金彩の器が豊かな時
間を演出します。
●サイズ：直径8.5㎝×高さ7㎝ ●素材：磁土

5

リサイクルデニムを使用したパッ
チワークのBIGトートとポーチの
セット。どちらのアイテムも裏地
にはリバティプリントの生地を使
用しました。デニムはユーズドデ
ニム、リバティプリントはデッド
ストックを再利用し、アップサイ
クルを実現しました。

バカラ ベルーガ
ハイボール 2客セット

●トート：約 W450×H430×D100
㎜ ● ポ ー チ： 約 W165×H80×
D70㎜ ●表地：リサイクルデニム
裏地：コットン
（リバティプリント）

5 シート 25 チケット
ラウンドシェイプの装飾が
印象的なハイボールグラス

世界一タオルを研究しているから
実現できる優しさ、
柔らかさ、
気持ち良さ

グルメをうならせる黒海、カスピ海産のキャビアの名がつけられた「ベルー
ガ」
。ラウンドシェイプの装飾が印象的なモダンなデザイン。たっぷりの飲
み物と氷をサーブできる人気のハイボールグラスです。

12

●素材：クリスタルガラス ●高さ：14㎝ ●口径：8.8㎝
●容量：350ml ●電子レンジ・オーブン使用不可
●ユーズドデニム：株式会社ヤマサ
ワプレスが着用困難になったデニム
を引き取り、洗濯やブラッシングを
行い、再利用でき
るようにした素材
です。

●今回のリバティプリント生地：リ
バティ社のタナローンは、シルクの
光沢や肌触りをコットンで実現した
素材で、 今回使用
したリバティプリ
ントの生地は、 色
ブレや廃番などの
デッドストック生
地です。

13

〜
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2 シート 10 チケット
10

8
7
9

甲州印伝
名刺入れ

2 シート 10 チケット

ahujasons（オージャソン）
ショール 各種

鹿革に模様をつける革工芸「印伝」
ペンマーク入りの貴重なオリジナル

7 8

UCHINO
バスタオル ２枚セット

9 10

甲州印伝
L字 ZIPパース

3シート 15チケット

3シート 15チケット

ペンマークと旧図書館のモチーフをあしらった連合
三田会オリジナル柄です。ビジネスシーンで活躍
する鹿革と漆の伝統工芸品です。

ペンマークと旧図書館のモチーフをあしらった連合
三田会オリジナル柄です。ファスナーを開けるとな
かにさらに小銭入れがある二重構造です。

●サイズ：約H7×L11×D1.3㎝
●素材：鹿革、漆、塩化ビニール、レーヨン
●カラー：7紺革×赤漆 8紺革×白漆の2色展開

●サイズ：約H8.2×L10×D1.8㎝
●素材：鹿革、漆、牛革、レーヨン
●カラー：9紺革×赤漆 紺革×白漆の2色展開

ニューデリー発祥のショール専門ショップ
伝統的文化を基盤に新しいデザインと技法を
インド マハラジャ王宮御用達のショール専門ブラ
ンドahujasons
（オージャソン）
。毛の選別から、
紡ぎ、
織り、染めの工程までを一貫して手作業で作り出
されます。
素材をお選びいただけます。色や柄については、
到着してのおたのしみ。
カシミヤ100% または カシミヤ混
シルク10% ウール90%
シルク100%
コットン100%
ウール100%
リネン100%
コットン70% リネン30%

ボリュームがあるのに軽やかで、やわらかく弾力に富
んだ肌触りと抜群の吸水力が特長のUCHINO Towel
Gallery「The Rich 」
のバスタオル。ホワイトにはエンブ
レム、グレーにはペンマークの刺繍を入れました。日
本アトピー協会の推薦品です。
●素材：コットン100％ ●サイズ：約70×140㎝

25

リサイクルポリエステル
シューズケース

3 チケット

鳩サブレー ８枚入
連合三田会特別缶

26

3 チケット
明治に生まれ令和までつながる鳩サブレー
2022年連合三田会大会限定缶です
おなじみの鳩サブレーをこの大会だけの特別のデザインでお届けします。
蓋には三田の旧図書館を、底面には日吉の新しい記念館を描きました。

山田平安堂オリジナル
21 「サラダボウル龍駿」

1シート 5 チケット

20
1

arﬂex エコバッグ 3点セット
巾着入り

シート

5

「 K」
をイメージし
大胆な刷毛目を描きました
本年は、鮮やかな朱色をベースに
し「 K」
をイメージした刷毛目のデザ
インで塗り上げました。使いやすい
サイズ感ですので、毎日の食卓で
お使いいただけますし、華やかな
食卓を演出できることと思います。

チケット

シンプルで使いやすい
サステナブルなバッグ＆ポーチ
家具ブランド アルフレックスは素材の有効活用に取り組んでいます。家具の
製造工程で生じた上質なファブリックの余りで作ったエコバッグ・ワインバッ
グ・ポーチ・巾着をセットに。色柄は開けてみてのお楽しみ。

●ウレタン塗・木粉樹脂製品
●直径21.5㎝×高さ7.5㎝

機能性と汚れへの耐性を兼ね備えた逸品
リサイクルレザーのオリジナルプレートも映える
リサイクル生地を使用したシューズケース。生地の裏面にPVC樹脂をコー
ティングすることで汚れ等への耐性を高めています。左右両サイドにシュー
ズを収納でき、センターのホックでふらつきを防止しています。正面にはリ
サイクルレザーに刻印をしたオリジナルプレート付き。
●サイズ：約 W165×H360×D200㎜
●表地：リサイクルポリエステル

●エコバッグ：H42×W37㎝ ●ワインバッグ：H32×W17×D9㎝
●ポーチ：H16×W25㎝ ●巾着：H36×W28㎝

28

KEIO『ドラえもん』
ぬいぐるみ

3 チケット
2022年連合三田会大会限定
柔らかな手触りの
『ドラえもん』
ぬいぐるみ
「 KEIO」
をドラ文字にしたオリジナルのTシャツを着たドラえもんのぬいぐる
みです。足裏にはペンマークと2022年の年号入れました。
●サイズ：約H17.0×W15.5×D12.5㎝ ●素材：ポリエステル
●生産国：中国 ●洗濯：不可

リサイクルポリエステルの
生地にキルティング加工を
した13インチのMacBookを
入れられるサイズのPCケー
ス。 内側にリバティプリン
トのデッドストック生地を
使用し、SDGsの一環として
アップサイクルを実現しま
した。

22

リサイクルポリエステル
PCケース（リバティプリント使用）

1シート 5 チケット

元の製品よりも次元・価値の
高いモノを生み出すSDGsの時代に
マッチする
「アップサイクル」
●サイズ：約 W270×H360㎜
●表地：リサイクルポリエステル

24
23

23 24

KEIOオリジナルウォッチ
2022モデル

1シート 5 チケット
慶應連合三田会発足60年目を記念した
特別なデザイン
新日吉記念館を正面から見たイメージをダイヤルデザインに反映。
ブルーとブラウンの２色からお選びください。
●サイズ：38.7×33.0×7.5㎜
●ケース：真鍮
●バンド：カーフ革
●ガラス：カーブハードレックス
●裏蓋：2022年慶應連合三田会大会刻印入り
●駆動方式：電池式クオーツ
（電池寿命約3年）
●防水性能：日常生活用防水

27

連合三田会限定
Soup Stock Tokyo セット

3 チケット
2022年連合三田会大会のために
創業者・遠山正道がスープをつくりました
Soup Stock Tokyo初のフリーズドライ2種、人気レトルトカレー「バターチ
キンカレー」
、そして会長遠山正道により連合三田会大会オリジナルのスー
プ
（非売品）
を詰め合わせました。
●すべて常温品です。

©Fujiko-Pro

30

2
ボトル内の飲料温度を保てる
冷たい、温かい、常温もOK
500mlのペットボトルを4本 収 納でき
る、リサイクル生地を使用したバッグ
です。内側にアルミの蒸着シートを使
用し、保冷機能を持たせました。正面
にはリサイクルレザーに刻印をしたオ
リジナルプレート付き。

2 チケット

29

九谷焼 KEIO縁起柄
箸置き 2個セット

イベント

チケット

日本の色絵磁器の代表が九谷焼です
九谷焼でも人気のある石畳文様と瓔珞手
文様にペンマークをあしらった大変縁起の
いい箸置き2個セットです。
●サイズ：38×32㎜ 高さ10㎜ 重さ25g
●素材：磁器 ●日本製

ハイブリッド大会開催元年！
新しいイベントの形を追求！

2022年慶應連合三田会大会

今こそ音楽でつながろう
そして未来につなげよう

大会スローガンとベストマッチの慶應ソングの
音楽イベントが企画進行中！

～「デジミタ」
と
「リアルの慶應連合三田会大会」の融合～

医学部講演会が今年も激アツ！

テーマ●つなげる医学
～データサイエンスから宇宙まで～
「つなぐ」
をキーワードに、
慶應医学部と関係の深い

● サイズ： 約 W195×H255×D100 ㎜
●表地：リサイクルポリエステル 裏地：
アルミ蒸着シート

2020年開催中止、2021年デジミタによるオンライン中心の
大会を経て、今年は3年ぶりに日吉キャンパスでの、リアル

リサイクルポリエステル
ペットボトルバッグ

の慶應連合三田会大会開催を渇望している塾員の方々が大
勢いらっしゃることと存じます。とはいえこのご案内が配布
される段階ではまだまだリアルに日吉に集えるか不透明で予

お二人。宇宙飛行士の向
井千秋さんとデータサイ
エンティストの宮田裕章
さんに熱く語っていただ
きます。乞うご期待！

断を許しません。
新型コロナウイルスがどのような状況になっていても臨機
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コクヨ <PERPANEP>
ノート＆ペンセット

1チケット

KEIOゴルフマーカー2022
新記念館デザイン

応変に対応できる安心安全な形でのイベントとは何なのか？
その答えを2022は日吉キャンパスでのリアル催事と、デジミ
タのインフラを有効活用し世界各地から時間差なく参加でき

その他注目！

1チケット

るオンラインの長所を最大限組み合わせた「リアル+オンライ

昨年に引き続きオンライン交流のシステムを活用し、学部、ゼミ、体育会、

ンのハイブリッド大会開催」
に解決策を求めました。皆様の

2022オリジナルゴルフマーカーでスコアアップ !

サークル等の懐かしい旧友との再会、世代を超えた新たな交流による

期待に応えるべく、塾出身の著名なアーティストによる音楽

出会い等、慶應連合三田会大会ならではの楽しみ方をご堪能ください！

新記念館をベースデザインにしたゴルフマーカー。KEIOカラーのマーカー
はグリーンでも注目間違いなし。
●マーカー：直径約25㎜ ●ベースクリップ：約45×20㎜
●素材：マーカー／亜鉛合金・磁石 クリップ／鉄 ●中国製

イベント、また学術・スポーツの分野、その他さまざまな領
域の最前線で活躍する塾員によるトークセッションなどをリ
アル・オンラインでの両面での企画実現に向けて精力的に交
渉中です。今後、続々と決定いたしますのでどうぞご期待く
ださい。

● OBバンド ●薬学部同窓生支援「星野尚美記念事業」に
おける助成金受給者の研究活動報告 ●理工学部同窓会総
会 特別講演会 …などなど

紙とペンの巧みな出会いを追求したシリーズ

大会券のご案内

書き心地に拘った3種の紙質（ツルツル・さらさら・ザラザラ）
からいずれか1つ
をランダムでお届け。各々に相性の良いペン付き。平らに開くフラット製本仕様。
ノート●サイズ：A5 ●罫内容：4㎜ドット方眼罫 ●枚数：60枚
ペン●ツルツルセット：ファインライター ●さらさらセット：サラサクリップ
●ザラザラセット：プレピー

33

アートブロックメモ

34

ステンレス靴べら

大会券は、全国の三田会の連携と
発展を支える重要なご協賛です
連合三田会は、大会券を通じた寄付で運営されています

1チケット

1チケット

オフィス、
リモートとも
使えば気持ちが締まる！

オシャレのポイント、
靴を軽快に履くために

側面に日吉記念館とペンマー
クとブルー・レッド・ブルー
の帯をデザイン。側面を活か
した立方体のインパクトと重
厚感のあるステーショナリー。

携帯に便利な日本製ステンレ
ス靴べら。靴べら裏面の鏡面
磨き仕上げにペンマークと大
会ロゴをレーザーで名入れ。
三色旗チャーム付き。

れたそうです。大正時代に入るとそれらの交流は「三田会」と呼ばれるようにな

本年度連合三田会大会のメイン大会券です。パソ

り、1930年（昭和5年）には、
「連合三田会」の名称のもと塾員が集まるようになり

コンやモバイルで簡単にお求めでき、記念品や福

ました。

引抽選会にも手軽に参加することができます。

●サイズ：80×80×H80㎜
●綴り枚数：約800枚
●素材：本体メモ部分／上質紙
台紙／コートボール紙
●パッケージ：個別シュリンク
包装 ●日本製

●素材：ステンレス
●サイズ：80×40×0.8㎜
●パッケージ：80×42×10㎜
白化粧箱 ●日本製

をはじめ、機関誌「三田ジャーナル」と「三田会名簿」の発行、慶應義塾への事業

慶應義塾創設者、福澤先生は慶應義塾同窓生社中のあつまりをとても大切に
され、各地の大小さまざまな同窓会に進んで出席されました。広尾の別邸にも
大勢の塾員（卒業生）を集めて大園遊会を開くなど、社中の交流を奨励しておら

てお支払いください。事前にお支払いいただけない場合は、着払いにて発送となります。なお、宿泊券は別送となります。配送先は日本国内限定となります。
記念品の仕様およびデザインは、予告なく変更になる場合がございます。また、色味などは印刷と現物で若干異なる場合があります。予めご了承ください。

e大会券

全塾員の同窓会組織である一般財団法人 慶應連合三田会は、塾員のサポート
協力、さらには各三田会活性化のバックアップ等さまざまな活動を行なってお
ります。入会金や年会費はなく、唯一毎年行われる大会を通じた寄付により運
営されています。みなさまには、オンライン中心の大会に是非参加していただき、
コロナ禍にも負けることなく、三田会の輪が拡がってまいりますようご支援の

記念品は「デジミタ」でお申込みいただけます。11月より順次配送いたします。記念品送料（一律）は「デジミタ」での記念品申し込み時にオンライン決済に

●大会券のお求め方

ほどをよろしくお願い申し上げます。
大会券には、オンラインで記念品の申し込みができるほか、福引やオンライ
ンイベントに参加できるなど大会をさらに楽しんでいただける特典があります。

紙大会券
従来と同じ紙の大会券は、各三田会、大会実行委
員等を通じてのお求めとなります。記念品申し込
み、福引抽選会への参加はパソコン、モバイル等
によるオンラインサービス「デジミタ」
への登録が
必要です。

「デジミタ」は連合三田会大会を楽しむための、 オンラインサービス。
簡単ステップでアクセスOK!
2022年連合三田会大会は、だれでも簡単に楽しめます！
e大会券のお求め
記念品の申し込み
福引エントリー＆引き換え
イベントの参加
STEP

1

}

「デジミタ」に
全部
おまかせください!

大会ホームページから「デジミタ」にアクセス
検索は 2022 連合三田会
https://2022.rengomitakai.jp/

検索

●スマートフォン、タブレットの場合、 右のQRコードからも大会ホームページにアクセスできます。

デジミタIDを取得！
STEP

●登録時に入力いただく情報は、 氏名・メールアドレスなど5項目のみです。

2

STEP

3

デジミタ
トップ

新規
登録画面

必要情報を
登録

メールが
届く

URLをクリック
（タップ）

規約に同意して
登録完了!

e大会券のお求めも、紙大会券の登録も、
「デジミタ」で！
● e大会券ならば、大会券の登録は不要。クレジットカードでお求めできます。
●紙の大会券をお持ちの方は、 大会券を登録することで記念品のお申し込み、イベントへの参加が可能です。
●福引抽選会への参加は、いずれも別途当日のエントリーが必要です。

記念品申し込みもなくならないうちに「デジミタ」で！
STEP

4

●記念品の事前申し込みは
●当日申し込みは

7月1日㈮ 10:00 〜10月15日㈯ 17:00

10月16日㈰ 9:00 〜15:30

●各記念品は予定数に達し次第、順次受付終了となります。
●記念品送料（一律）は「デジミタ」での記念品申し込み時にオンライン決済にてお支払いください。

福引抽選会には必ず当日エントリーを! チャンスは逃さないで!
STEP

5

●大会当日の福引抽選会はI賞、 O賞は11:00〜、 K賞、 E賞は14:00〜、 特別賞は14:30〜行われます。
●福引（特別賞、 K賞、 E賞）に参加するには、 当日13:00までのエントリーが必要です（I賞、 O賞はエントリー不要）。
●当選された場合は特別賞は日吉記念館で、 それ以外（K賞、 E賞、 I賞、 O賞）は「デジミタ」から締め切り時刻（10月16日
17:00）
までに引き換え手続きが必要です。締切時刻を過ぎると当選権が無効となります。

STEP

6

各種イベントも同窓会も福引引き換えも、
「デジミタ」で楽しめます！
●一部のイベント参加は、大会券をお持ちの方限定となります。

困ったときは

わからない！できない！そんなときは、まずは同期やサークルなどのお仲間にお尋ねください。塾員間でのサポートもお願いいたします。
卒業50年以上の塾員の方向けに6月15日よりサポートセンターの開設を予定しています。

0570 -200-709

（ナビダイヤル：ご利用の通信会社の通話料金が発生します）
●平日：10:00 〜17:00 （土曜・日曜・祝日および夏季休業期間は除く）
●大会前日：10月15日㈯ 10:00 〜17:00
●大会当日：10月16日㈰ 8:30 〜17:15
表紙イラスト● foxco（フォクスコ）
渡邉香織 2015年 総合政策学部卒
在学中は主にプロダクトデザインを中心に学ぶ。慶應義塾派遣交換留学を利用して1年間フランス・パリ第一大学（ソル
ボンヌ）芸術学部留学中にイラストを描き始め、帰国のち就職後は外資系 IT企業との副業で活動していたが2017年イラ
ストレーターとして独立。ファッション誌へのイラスト、ブランド企業とのコラボレーションなど幅広く活躍中。

