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➡ 職域特選賞（合計26本） 最新デジタルグッズなど、選りすぐりの賞品を集めました。

➡ ホテル賞（合計22本） リゾート地や都心のホテルで快適な１日をお過ごしください。

内　　容 団 体 名

氷見温泉郷　永芳閣ペア宿泊券 ㈲永芳閣

小田急　山のホテル平日ペア宿泊券（１泊２食付） 小田急電鉄㈱

ホテルイースト21東京ペア宿泊券（ディズニーリゾート1Dayペアパスポート付） 鹿島建設㈱（1982年次稲門会）

日光金谷ホテル・中禅寺金谷ホテル共通ペア宿泊券（１泊２食付） 金谷ホテル㈱

芝パークホテルペア宿泊券 ㈱芝パークホテル

ホテルエミリオン東京ベイ宿泊ご招待券 和洋室（１泊朝食付） スターツホテル開発㈱

信州・菅平高原 プチホテル ゾンタックペア宿泊券（１泊２食付） 信州・菅平高原 プチホテル ゾンタック

蔵王温泉タカミヤビレッジホテル樹林ペア宿泊券 蔵王温泉タカミヤビレッジホテル樹林

軽井沢プリンスホテルウエストツインルームペア宿泊券（朝食付） ㈱西武ホールディングス

ザ・プリンス箱根ガーデンビューツインルームペア宿泊券（朝食付） ㈱西武ホールディングス

大阪新阪急ホテルエグゼクティブツインルームペア宿泊券（朝食付） ㈱阪急阪神ホテルズ

富士屋ホテル平日室料ペア宿泊券 富士屋ホテル㈱

グランドプリンスホテル新高輪ペア宿泊券 ㈱プリンスホテル

ザ・プリンスさくらタワー東京ペアご宿泊券 ㈱プリンスホテル

ホテルJALシティ長野ペア宿泊券 ホテルJALシティ長野

嵐渓荘ペア宿泊御招待券 妙泉和楽　嵐渓荘

メルキュールホテル成田ペアご宿泊券 メルキュールホテル成田

リーガロイヤルホテル東京ペア宿泊券（１泊朝食付） リーガロイヤルホテル東京

内　　容 団 体 名

電子辞書EX－Word カシオ計算機㈱

郷土料理くらわんか　お食事券 大安商事㈱

手打ちそば大庵　お食事券 大安商事㈱

レストラン　リビエラ青山　ペアディナー券 大成建設㈱

インペリアルバイキング サール ペアディナー券 帝国ホテル

液晶テレビ　REGZA ㈱東芝

東芝 REGZAブルーレイディスクレコーダー 東芝エレベータ㈱

東芝 真空圧力IH保温釜 東芝エレベータ㈱

東芝ICレコーダー 東芝稲門OB会

エレクトロラックス　エルゴラピード　スティック＆ハンディクリーナー 戸田建設㈱

馬車道　おせち料理（和洋折衷３段重） ㈱馬車道

富士フイルム　デジタルカメラFinePix 富士ゼロックス㈱

新宿プリンスホテル　プリンスバイキング　ペアディナー招待券 ㈱プリンスホテル

京懐石柿傳ランチコース　ペア招待券 安与商事㈱

ブルーフルーテッド　メガ　マグ　ペア ㈱ロイヤル コペンハーゲン ジャパン

➡ 早稲田カード賞（合計6本） 「早稲田カード」提携カード会社からギフト券をご用意。



&

福
引
景
品
の
ご
案
内

24

内　　容 団 体 名

Market O リアルブラウニービッグ ㈱オリオン日本支社

冬のレモネード ㈱ロッテ

たち吉　花瓶 ㈱たち吉

➡ 職域賞（合計300本） レジャー施設ご招待券や早稲田グッズなど、もらってうれしい賞品ばかり。

➡ 校友会賞（合計1,500本） ちょっと一息入れたいときにうれしいアイテムです。

内　　容 団 体 名
ライトツナフレーク３缶パック いなば食品㈱
MAILLE　種入りマスタード ヱスビー食品㈱
ブックカバー ㈱太田旗店
ルポンドシエル　焼き菓子セット ㈱大林組
賀茂鶴　特別本醸造　超特撰特等酒 賀茂鶴酒造㈱
伊勢志摩近鉄リゾート志摩スペイン村パスポート 近畿日本鉄道㈱
グリーンフィー無料招待券 久邇カントリークラブ
クラブオリジナルマーク入りキャップ・ボール 久邇カントリークラブ
商品券 ㈱クローバー・ネットワーク・コム
減塩トマトケチャップ、玉葱ソース、土佐ぽん酢しょうゆ詰合せセット ㈱ケンシヨー
建機イラストタオル ㈱小松製作所
加藤登紀子CD ㈱コンコルディア
オリジナルシューズケース ㈱埼北スイミングスクール
大吟醸　皇帝 笹一酒造㈱
ストール、ネクタイ 真田織物
超特選ヤマシラタマ詰合せ 静岡醤油合資会社
泡盛　瑞泉青龍３年古酒 瑞泉酒造㈱
豊島園庭の湯招待券 西武鉄道㈱
グルコサミン＋コンドロイチン ㈱世田谷自然食品（1978年次稲門会）
セレモアつくばオリジナルかりんとう ㈱セレモアつくば
江の島・桜ヶ丘・伊勢原ボウリングセンター共通無料券 大安興業㈱
富士フイルム　メタバリアNEO、オキシバリア ㈱竹中工務店
たち吉　花瓶 ㈱たち吉
限定ノベルティ、ドリンクチケット タリーズコーヒージャパン㈱
クッキングシート 中興化成工業㈱
スペシャルティー珈琲 天海ブレンド100gパック ㈱天円地方館（1976年次稲門会）
色絵草花文鉢（有田焼） ㈱電通
家庭用浄水器トレビーノ 東レ稲門会
第88回ニッケ全日本テニス選手権準決勝・決勝ご招待券 日本毛織㈱
ニッケカシミア毛布 日本毛織㈱
ニッケマスコットシープ「うーるん」ぬいぐるみ 日本毛織㈱
日本フィル「第208回サンデーコンサート」ペア招待券 ㈶日本フィルハーモニー交響楽団
iPod nano ㈱ハンズオン・エンタテインメント
蒲田切子　東京ウォーターグラス ㈲フォレスト
横浜クルーズ船　ロイヤルウィングディナーバイキング　ペアチケット 藤木企業㈱
ボストンバック ㈱ミズノ
ミルクチョコレート、カール、アポロ ㈱明治
アクアスキュータムソックス（２足セット） ㈱レナウン
ホットマン 早稲田オリジナルタオル ギフトセット 早稲田大学生活協同組合
日本橋 伊場仙の扇子 1971年次稲門会
お楽しみ福袋 1998年次稲門会
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団体名 内　　容

北海道支部 グルメチョイスカードおいしんぼ北海道

青森県支部 富久屋鹿内商店　花苹果（はなりんご）

岩手県支部 北三陸・久慈琥珀ブローチ

宮城県支部 男山本店　陸前男山

秋田県支部 一乃穂　しとぎ豆がき

山形県支部 男山酒造　羽陽男山　純米吟醸　酒未来

福島県支部 松本家湯の花羊羹

茨城県支部 渡舟　純米吟醸

栃木県支部 益子焼

群馬県支部 清酒　赤城山

埼玉県支部 狭山茶詰合せ

千葉県支部 千葉県名産「落花生セット」

神奈川県支部 ふかひれ・かにスープ

新潟県支部 無冠帝　吟醸

富山県支部 大吟醸　幻の瀧

石川県支部 パティシエ辻口博啓のスイーツYUKIZURI

福井県支部 越前三国波屋「もみわかめ」

山梨県支部 モンデ酒造ワイン　甲州辛口（白）、ベリーＡ（赤）

長野県支部 八幡屋礒五郎七味唐辛子詰合せ

岐阜県支部 鮎　イカダバエ

静岡県支部 静岡のお茶

愛知県支部 吟醸酒　逍遥翁

三重県支部 松阪木綿の数種類製品の組み合わせセット

滋賀県支部 扇子

京都府支部 清水焼食器

大阪府支部 グリコお楽しみセット

兵庫県支部 純米大吟醸　天乃美禄

奈良県支部 手作り吉野杉箸

和歌山県支部 紀州南高梅　勝喜梅

鳥取県支部 元帥酒造　大吟醸　八賢士

島根県支部 出雲銘茶　千鳥城セット

岡山県支部 備前焼

広島県支部 瑞冠山廃仕込　亀の屋　純米吟醸無ろ過生原酒

山口県支部 ふくのひれ酒ギフト

徳島県支部 とくしまのスイーツ逸品

香川県支部 さぬきうどん

愛媛県支部 えひめ果樹楽園　みかんの酒

高知県支部 酔鯨酒造　酔鯨　純米吟醸　鯨海酔候

福岡県支部 博多人形

佐賀県支部 大隈ネクタイと風呂敷

長崎県支部 菓秀苑森長 puchi OKOC（ぷちおこしー）一味しょうゆ・ゴーダチーズ

団体名 内　　容

大分県支部 麦焼酎いいちこ

宮崎県支部 杉の子特製瓶詰セット

鹿児島県支部 鹿児島県産焼酎

沖縄県支部 泡盛

足立稲門会 リキュール　あだち五色桜物語

荒川稲門会 ティッシュペーパー（大箱入り）

江戸川稲門会 虎ノ門カーヴドリラックス特選ワイン

葛飾稲門会 亀有伊勢屋謹製「両さんサブレ」セット

墨田稲門会 すもうグッズ

江東稲門会 神代みそ

台東稲門会 桜なべ中江　特製馬油＆馬油配合石鹸セット

中央稲門会 銀座東武ホテル商品券

板橋稲門会 いたばし最中

新宿稲門会 リーガロイヤルホテル商品券

豊島稲門会 ホテルメトロポリタンレストランチケット

中野稲門会 ステラおばさんのクッキー

北 稲 門 会 なとり「一度はたべていただきたいおつまみセット」

千代田稲門会 ホテルグランドパレス食事券

練馬稲門会 第８回練馬稲門会ニューイヤーコンサートペアチケット

文京稲門会 東京ドーム商品券

大田稲門会 大田区名産海苔詰合せセット

杉並稲門会 杉並区の洋菓子屋こけし屋洋菓子セット

品川稲門会 品川海苔詰合せ

世田谷稲門会 早稲田大学校歌他CD

港 稲 門 会 麻布更科堀井そばセット

目黒稲門会 グルメ券

東村山稲門会 清酒　東村山

東久留米稲門会 梅ワイン　梅うふふ

福生稲門会 田村酒造場　特別本醸造　 幻の酒　嘉泉

小平稲門会 小平産　大粒ブルーベリージャム

西東京稲門会 西東京名物　旭製菓かりん糖

あきる野稲門会 新潟県村上市早稲田産岩船コシヒカリ25年産米（2kg）

立川稲門会 グルメカード

小金井稲門会 小金井　湧水のデザート

国分寺稲門会 国分寺万葉ポテト

稲城稲門会 稲城の梨

狛江稲門会 男山本店　特別純米酒　特別本醸造酒

調布稲門会 深大寺そば

町田稲門会 町田の銘酒 純米酒 尾根桜、大賀はす焼酎 太古のめざめ、柿ワイン

東大和稲門会 うまべぇクッキー

小田原稲門会 小田原ふうりん

➡ ふるさと賞（合計300本） 全国校友会支部・稲門会から名物や特産品をプレゼント。


