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醸蛾賞

福引震晶のと紹介

合計 100本

さまざまな企難や聾橿か5提供いただいたお食事券や
エンタメ恒待券恕ど、もSってうれしい賞晶ばかD。

景品名

アサメリー締士肌着上下セット Lサイズ

スポーツタッズ

ジヱフグルメカード(5.000円分)

S&Bギフトセット

値待ベアパスポート・ぬいぐるみ(ミッキ-&ミニー)

トモリオンチヨコバイ・ビスケット

本格芋焼酎東国原 900ml

珠泉健軍 5食入スープ付

ホテルイースト21 ベア宿泊券

アクアキュータム締士ソックス 2足組ギフト(自×紺)

かりんとう

鴨川シーワールド入園招待努

クオカード(l万円分)

伊鯖志摩近鉄リゾート志摩スペイン柑パスポート

ポロシャツ

大時薗皇帝 720ml

超特選ヤマシラタマ詰合 5本詰合せ

化粧晶セット

琉瑠泡盛瑞泉膏寵 720ml

グランドプリンスホテル新高嶋レストランお食事ベア招待券

新宿プリンスホテルレストランお食事ベア招待券

豊島圃庭の湯招待券

郷土料理くSわんかお食'券(l万円分)

京懐石柿僧お食事鋒(l万円分}

手打ちそlま大層お食事券(l万円分)

レストラン『リピエラ膏山Jベアディナー勢

車蝿暢高原ホテルベア宿泊券(l泊2食付)

早稲田大学才フィシヤルタッズ

クリスタJII製コンポート

カシミア毛布

ボリュームヱクストUームゾーンターゲットキット

ホテルワインタインターナショナル全店共週20%OFF券

蒲田切子グラス

オリジナルゴルフポール 6個入

ブランドサングラス

チョコレート菓子店含せ

盛田盆しゃちビール 5本セット

J 稲門賞合計26本
F デザイン性に慣れた自動車や海外旅行、くつろぎの高級ホテル・高級旅館宿泊券忽ど、豪軍最晶の数々。

リゾート地や都心のホテルで快適忽1 日をお過ごしください。

ー聡繊賞合計100本

ホテル賞合計23本

早稲田カード賞合計 10本

ふるさと貫合計200本 全国校友会支部・稲門会か5名物、特産品をプレゼント。

第2の学生証『早稲田カードJ
提揖カード会社か5おfl砿ギフト券。

• 
校友会賞合計 1.000本 生活をうるおすアイテムばかりをそろえました。

稲門賞合計26本

賞 景品名

A ヒユンダイ i30

B ホンダ FitGタイプ

C ホノルルベア3泊5目

D 台湾3日聞の旅

E 地上デジタルハイビジョンテレビ

F 圏内館任意一区間ベア往復航空静

G 伊豆修普寺濁回廊菊厘ベア宿泊券(l泊2食付)

H 伊E高原八幡野温泉郷
杜の濁をSの里ベア宿泊勢(l泊2禽付)

l 京都高雄の料理旅館もみぢ京ベア宿泊券(l泊2食付)

J ザ・リッツカールトン大阪ベア宿泊券

K 1)ーガロイヤルホテル東京
ジュニアスイートルームベア宿泊券(朝食付)

L SHARP電子辞書パピルス

M SHARP電子辞書 Brain PW・AC890

N Panasonicデジタルカメラ LUMIX

0 富士写高フィルムデジタルコンパクトカメラ FinaPix

P CAS旧電子辞書 EX-word

Q ポータブルDVDプレーヤーポータロウ

R トPod

S 東芝デジタルオーディオプレーヤー gigabeat

T CASI02lill時計 G-SHOCK

2009稲門祭&HOMECOMING DAY 

*- 団体名

ヤングスチール(株)

1 I (株)エフテック

(株)キャンHス

早稲田大学生活協同組合

(株)フジテレビジョン

1 全日本空輸(椋)

1 . (椋)共立メンテナンス

1 I 11 

1 ! 京都高雄の料理旅館もみぢ京

1 阪神トラベル・インターナショナル(棟)

3 リーガロイヤルホテル東京

2 清水撞眠(棟)

戸田建設(椋)

パナソニック(棒HHナソニック稲門会)

富士ゼロックス(椋)

2 カシオ計算機(棟)

(株)東芝

(株)1\ンズオン・エンタテインメント

2 東芝稲門OB会

2 カシオ計算機(棟)

団体名

アングル・ミユキ(椋)

(有)井荻スポーツ社

(株)イーヲェル

ヱスピー食品(椋)

(棟)オリエンタルランド

(椋)オリオン日本支社

神楽酒造(穂)

笠原産業(椋)

鹿島建霞(棟)

(株)レナウン

(棉)セレモアっくIt

鴨川シーワールド

川北電気工業(棟)

近艶日本鉄道(棟)

コマツ

笹ー酒造(椋)

静岡醤油合資会社

(椋)資生堂

珊泉酒造(棟)

(椋)酉武ホールデインダス

西武鉄道(椋)

大安商事(棟)

11 

11 

大成建設(梼)

(株)竹中工務店

(棟)デユーク・コーポレーション

(椋)電通

ニッケ

日本ロレアル(棟)

(椋)フォーブス

蒲田切子(有)フォレスト

三菱UFJニコス(棟)

メガネ・コンタクト369+

(株)メリーチョコレートカムパニ一

盛田エンタブライズ(椋)

コアラのマーチ

クリスタルプリンセスペース・クリスタルブルーテッドベース(花器) (株)ロイヤルコベンハーゲン

(椋)ロッテ

福引景品のご紹介
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ホテル賞合計23本 ふるさと賞合計200本

景晶名

当闇高原リゾートベJIIナティオベア宿泊勢(1泊2食付)

氷見温泉郷魚巡りの宿永芳阻ベア宿泊券

日光盆谷ホテルまたは申禅寺金谷ホテルベア宿泊勢(1泊2食付)

上山田ホテルベア宿泊券

勲海後楽園ホテルペア宿泊欝(1泊E食付)

横浜ベイシエラトンホテルSタワーズベア宿泊券

個州・菅平高原ブチホテル・ゾンタックベア宿泊券(1泊2食付)

舗窟プリンスホテルベア宿泊券(朝食付)

志賀高原プリンスホテルベア宿泊勢{朝食付)

タカミヤピレッジホテル樹林ベア宿泊帯

鬼怒川温泉花の宿松やベア宿泊券

大眠新阪急ホテルエグゼクティブツインルームベア宿泊勢(朝食付)

奥飛騨温泉郷平湯館ベア宿泊券(l泊2宣付)

富士置ホテル平日ベア宿泊券

ホテルグランパシフィック LEDA旧A ベア宿泊券

ホテルJALシティ長野ベア宿泊券

ホリデイ・イン京都ベア宿泊券

R&Sホテル平日ベア宿泊券

本数 団体名

1 (株)当岡高原リゾート

1 (有)永芳闇

1 金谷ホテル(株)

1 (椋)上山田ホテル

1 後楽園稲門会(東京ドームグループ)

2 相模鉄道{椋)・相横ホテル{椋)

3 信州・菅平高原ゾンタック

1 ! (椋)西武ホールデインダス

1 タカミヤピレッジホテル樹林

1 花の宿松や

1 (株)阪急阪神ホテルズ

1 (株)平湯館

1 富士屋ホテル(棟)

1 (練)ホテルタランパシフィック

1 ホテルJALシティ畏野

2 ホリデイ・イン京都

2 リゾートソUューション(椋)

団体名 震晶名 団体名 震晶名

北海道支萄 おいしんlま北海道グルメテョイスカード 熊本県支留 特産セット

青森県支部 富久屋圏内商店花車果(1孟怒りんご) 大分県支部 衰焼酎いいちと

酒手県支部 平泉・秀衡.夫婦笥 鹿児島県支部 鹿児島県産焼酎

宮媛県支部 男山本店f・心』 沖縄県支邸 泡盛(四合宿)

秋田県支留 しとぎ豆が!!rー乃穏』 足立稲門会 畏崎パームクーへン

山形県1i:!IB 地酒 濃川稲門会 ティッシユペーパー(大箱入0)

福島県支笛 末広酒造清酒f剣j 江戸川稲門会 江戸扇子

茨減県支錫 府中響{稼)清酒『渡舟』 大図稲門会 海苔暗合せ

樹木県支留 益子焼 .飾稲門会 両さんサプvH~ク

静馬県支自E 上州こんにゃく脂合せ 嗣川稲門会 届川濁音詰合せ

淘玉県支留 草加せんぺい -回稲門会 すもうグッズ

干葉県支留 制ブランデー 江東稲門会 佐野みそ亀戸本店神代除珊情合せ

東京三多摩支蹄 清酒寓泉筒嫌E雪国 台東稲門会 馬油と馬油石.セット

神奈川県支部 111かひれスープセット・コーンスープ コートヤード・マυォット銀座
申~稲門会

東武ホテル食事*(1 0.000円分)新凋県支鶴 吟霞無冠帯 720ml

富山県支趨 銘酒幻の温 720ml(皇国珊酒造合賀会社} 銀繍稲門会 いたほし軍中

石川県支留 加賀の圃本舗 8疎づくし 新宿禰門会 リーガロイヤルホテル商晶努(6.000円分)

福井県支韻 羽二重餅 -・洞門会 プリンスチケット{ザンシャインシティプリンスホテル)

山梨県支鶴 笹ー酒造ワイン早稲田の同O(赤、自) 中野稲門会 手作りの昧高ー置のおぜんぺい

長野県支部 八幡屋磁五郎七瞭唐辛子 ~t稲門会 なとDのギフトセット

静岡県支韻 静岡特産メロンギフトカード 千代田欄円会 ホテルグランドパレス食.努(5.000円分)

麗知県支自E 吟醸酒鍾遺書事 720ml(盛田{練)) 由自鳳稲門会 早稲田大学交密集団=ューイヤーコンサートベア招待券

三量県棄却 松阪木舗麟昂 文京稲門会 変わ51まうしうどん包ツト(E.)

選賀県支11 扇子 渋谷稽門会 周・カード(3.000円分}

京観府支部 京小物 杉並禰門会 こけし厘浮.子結合ぜセット

大阪府支麗 酋属のおかき 能回谷稲門会 早稲回大学綾取締CD・カセット

兵庫県支楊 潜血純米吟薗天乃糞録720ml 港稲門会 総本家更科堀井そlまセット

奈良県支留 手作り吉野杉響 自鳳繍門会 グルメ券(1 0.000円相当)

租敵山県支留 紀州南高梅首仕立『快j 東久留米稲門会 清濁ひがしくるめ

胸取県支邸 鳥取県因幡(い忽Iま)地方の地酒 東村山稲門会 清酒東村山

島観県支節 (有)8.の三調書圃干潟揚セット 輔械稲門会 稲械の製

岡山県支笛 備前焼 鯛布稲門会 深大寺そぼ

広島県支郵 諸冠縄米山田錦70 ひやおろし720ml 小田原積門会 小閏原風鈴

山口県支節 ふぐひれ酒セット

徳島県支部 阿波のみく§ペセット

香川県支部 さぬきうどんセット

要橿県支蹄 栄光酒造キワイフルーツのお酒『金勲l

高知県支部 清酒欝館(僻餓酒造(練))

補岡県支節 憾多人形

佐賀県支鶴 大限量信ネクタイ

健闘県支自B 風昌殿

震崎県宝EftII .努苑議畏カステララスク

※写真はイメージです.

福引景品のご紹介

早稲田カード賞 合計 10本

⑧ NICOS 
RE!iQI'lA 

りそ恕カード ユーシーカード =コスカード

• 

• 
⑩ 函圏

オリコカード セゾンカード

校友会賞合計'，000本

景品名 団体名

東寿司、(椋)イーウヱル、(椋)太田旗店、(棟)オリエン

トコーポレーション、うどん酒処盆の鈴、(株)クレディ

セゾン、居酒屋調兵衛、大安興業(穂)、商田牧舎、申

興化成工業(株)、(棟)馬車道、三井住友カード(株)、

三蔓UFJ=コス(椋)、りそなカード(株)、早稲田大学

生活協同組合

クオカード(500円分)、ジエフグルメカード、馬車道商

品勢、生ビールサービス券、クッキングシート、ブック

カパ一、ぬいぐるみ、早稲田タッズ、江の島・桜ヶE・伊

関原ボウリングセンター共通無料努 恕ど(順不同)

2009禰門祭& HOMECOMING DAY 
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