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慶應大阪リバーサイドキャンパスを開設 ---ゆかりの地に広がる社中の絆

インフォメーション

大阪（大坂）が「天下の台所」と呼ばれた江戸時代、中之島周辺には全国諸藩の蔵屋敷が立ち並んでいました。中津藩、長岡藩、
秋田藩などの蔵屋敷が存在したエリアからは、当時の茶碗や人形が出土しています。福澤諭吉はこの中津藩の蔵屋敷に生まれま
した。後に官庁や学校用地、病院として市民に親しまれたこの土地が「“水の都”復活につながる、魅力的な水辺のまちを創造す
る」をコンセプトとした「水都・OSAKA αプロジェクト」の下で2008年5月2日に生まれたのが「ほたるまち」です。

慶應義塾は「福澤諭吉誕生地記念碑」が設置されているこの地に慶應大阪リバーサイドキャン
パスを開設、2008年5月3日の午前10時から記念式典が行われました。約80名が出席した式典
では、安西祐一郎慶應義塾長の挨拶に続き来賓の塩川正十郎東洋大学総長、錢高一善関西
合同三田会会長、塚本邦彦大阪芸術大学学長の皆様からご祝辞をいただきました。続いて
テープカットが行われ新しいキャンパスの門出を祝いました。

ほたるまちの堂島リバーフォーラム内にあるキャンパスでは、オープンキャンパスや入学説明会の
ほか、現在2つの講座を開講しています。今後は大学院プログラム、セミナーや講座を開講してゆく予定です。また、関西地域におけ
る社中の絆を深める拠点として、塾員、三田会や保護者の交流の場にご利用いただけます。福澤が生まれ、青年期には適塾で学
び、明治6年11月から同8年6月の間には大阪慶應義塾を開設していた地、大阪。慶應義塾創立150年という節目の年に、中之島 ・
梅田・福島と、大きく表情の違う街の接点部分にあり、敷地内には放送局、ホールをはじめ、商業施設や住宅と多彩な表情と機能を
持つ「ほたるまち」が福澤生誕の地に、そして「ほたるまち」の中に慶應義塾の教育・研究・社会貢献の実践の場となる慶應大阪リ
バーサイドキャンパスが生まれたということに、慶應義塾のもつ使命そしてさらに深まりゆくであろう社中の絆を感じました。（編集部）

現在開催中の講座
▶慶應義塾大学主催　慶應義塾福澤研究センター講座「『学問のすゝ め』を読む」
（2008年11月1日（土）～2009年3月14日（土）全6回、講座ごとの申込も可能です。）
▶慶應大阪リバーサイドキャンパス「夕学（せきがく）講座」
（2008年10月17日（金）～2009年2月2日（月）全17回、講座ごとの申込も可能です。）
講座詳細はこちらから→　慶應大阪リバーサイドキャンパス　http://www.korc.keio.ac.jp/

堂島リバーフォーラムのある「ほたるまち」

福澤諭吉誕生地記念碑

慶應義塾大学出版会より
慶應カレンダー2009年を10名様にプレゼント

創立150年記念事業室より
未来をひらく福澤諭吉展（東京開催分）のご招待券を
10組20名様にプレゼント

慶應義塾ワグネル・ソサィエティー・オーケストラ
第197回定期演奏会に20組40名様をご招待
2009年3月1日（日）　14:00開演
会場：サントリーホール
曲目 ワーグナー：オペラ『タンホイザー』序曲

マーラー  ：交響曲第10番 嬰ヘ長調
ブラームス：ピアノ四重奏曲第1番 ト短調 op.25（シェーンベルク編曲版）

指揮：飯守泰次郎

創立150年記念事業室より
記念式典参加者に配布されたネックストラップ（非売
品）を5名様にプレゼント

◆プレゼント各種　応募方法：官製はがきにてご応募ください。
必要記入事項：ご希望のプレゼント名、住所、氏名、電話番号、塾員番号（カード券面左下の番号9桁）、カード会社名
応募先：〒108-8345　東京都港区三田2-15-45　慶應義塾（慶應学術事業会）　慶應カード読者プレゼント係
応募締切：2009年1月10日（土）（当日消印有効）
●当選の発表は、商品の発送をもって代えさせていただきます。
●ご応募いただいた方には、プレゼント提供元より各種情報をお送りする場合がございます。

◆「チケットプレゼント」応募方法：往復はがきにてご応募ください。往信用に住所、氏名、塾員番号、カード会社名を、返信用には宛先住所、氏名をご記入のうえ、
お申込ください。お１人様１通のみのご応募となります。２通以上お申込の場合無効となりますので、ご注意ください。 
応募先： 〒108-8345　東京都港区三田2-15-45　慶應義塾（慶應学術事業会）の（該当のチケット名）係
応募締切：2009年1月10日（土）（ワグネル・ソサィエティー・オーケストラ　必着）　2009年3月31日（火）（アメリカンフットボール　必着） 
●当選の発表は返信はがきの発送（ワグネル・ソサィエティー・オーケストラ：1月15日頃、アメリカンフットボール：4月10日頃）をもって代えさせていただきます。

　維持会は、明治34年の福澤先生逝去の折に、義塾の教育・研究活動を財政面から支援する目的で設立された伝統ある組織です。会員
の皆様からの醵出金およびその運用益は、塾生への奨学支援を事業の中核に、義塾の教育・研究活動の充実のために幅広く有効に活用
させていただいております。平成19年度からは「慶應義塾維持会奨学金」を新設し、地方出身者を優先採用とした維持会独自の奨学金と
して、成績優秀な塾生に対し奨学金を支給することとし、義塾の奨学金制度をよりいっそう充実させることとしました。
　カード会員の皆様には、義塾が21世紀の先導者にふさわしい学塾として発展していくために、義塾との絆をさらに深めていただきたく、
維持会へのご加入をお願い申し上げます。なお、維持会にご入会いただきますと、義塾機関誌『三田評論』を芳名掲載号からご加入期間贈呈
いたします。すでに維持会員としてご協力いただいている皆様には、引き続きあたたかいご支援を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

お問合せ先　　慶應義塾基金室  維持会担当　　〒108-8345　東京都港区三田2-15-45
　　　　　　　TEL ： 03-5427-1545（平日9:00～17:00）　FAX ： 03-5427-1546
　　　　　　　Webサイト　http://www.kikin.keio.ac.jp/ijikai.html　　E-mail  :  kikin-box@adst.keio.ac.jp

慶應義塾維持会のご案内

慶應義塾塾員センター・慶應カード事務局より住所・改姓名の変更届はお早めに
登録内容が変更になった場合は以下のA・B2箇所に届け出る必要があります。カードのご利用等にご不便が生じることもありますので、お早めにお届けください。

B. 各カード発行会社インフォメーションセンター

住所変更案内ページ　http://www2.jukuin.keio.ac.jp/reg.html
上記のページもご参照の上、氏名（漢字･フリガナ）、卒業年、学部、生年月日、
変更事項を次のいずれかの方法により必ず塾員ご本人がお届けください。
1.郵便 〒108-8345 東京都港区三田2-15-45
2.FAX 03-5427-1546
3.E-mail infoalumni@info.keio.ac.jp
4.慶應オンラインより

慶應義塾
塾員センター  宛

JCBインフォメーションセンター 東京 0422-76-1700　大阪 06-6941-1700
三井住友カード 変更受付デスク 東京 03-5392-7411　大阪 06-6228-1222
UCカード  UCコミュニケーションセンター 東京 03-5531-6200　大阪 06-6226-0981
DCカード  コールセンター 東京 03-3770-1177　大阪 06-6533-6633
UFJカード　コールセンター 東京 03-3242-3611　名古屋 052-251-1220
NICOSカード　NICOSコールセンター 東日本 03-5940-1122　西日本 06-6616-0520
ダイナースクラブ　コールセンター 0120-074-024
OMCカード  OMCサービスセンター 東京 03-5638-3411　大阪 06-6339-4071

Ａ. 各地区の学事センターまたは塾員センター
塾生カード　　　　　塾員カードをお持ちの学部生・大学院生の方

→各地区の学事センターにお届けください。

上記以外の塾員カードをお持ちの方

→慶應義塾塾員センターにお届けください

お待たせいたしました。慶應カードニュースをお
届けいたします。今回は大阪エリア、創立150

年記念式典についてご紹介することができました。慶應カードも皆様のお役に
立てる「絆の一枚」としてますますがんばりますのでよろしくお願いいたします。
では、次回の慶應カードニュースでお会いいたしましょう。　　　　（すがわら）
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塾生 塾員

塾生 塾員

塾生 塾員

慶應カード事務局より
創立150年記念の記念乗車券を3名様にプレゼント

慶應カード事務局より
創立150年記念の記念切手帳（消印入り）を5名様にプ
レゼント

慶應カード事務局のたけもとより
出張時に購入したマンマ・ミーア、オペラ座の怪人のパン
フレットを各１名様にプレゼント（お申込の方に自動抽選）

塾生 塾員

塾生 塾員

塾生 塾員

塾員 慶應義塾体育会アメリカンフットボール部
アメリカンフットボール対抗戦に20組40名様をご招待
2009年の春季を彩る試合のチケットを抽選で20組（40名様）に
プレゼントいたします。
試合は、5月～6月の土曜日、日曜日または祝祭日に開催予定です。
詳細は3月1日以降お電話で事務局までお問合せください。

塾員

塾員

塾生 塾員…塾生カードをお持ちの方対象のご案内です …塾員カードをお持ちの方対象のご案内です

塾生 塾員

塾員
2008年11月8日（土）、慶應義塾創立150年記念式典が日吉キャンパス陸上競技場において開催されました。日吉キャンパスに約8,300名、
中継会場の三田キャンパスに約3,100名、湘南藤沢キャンパスに約600名、大阪会場（堂島リバーフォーラム）に約700名の来賓・招待者、
塾生、塾員、保護者、教職員等が集い、またインターネット配信を通じてご覧になった方も多いと思います。出席者が続 と々入場する中、会
場内大型ビジョンには慶應義塾の歩みや学生生活の様子などが映し出されました。12時からの式典前プログラムでは、各会場からの中
継、「日本の近代化150年と慶應義塾社中の絆」をテーマとしたプログラムや慶應義塾祝典曲の演奏などが行われました。慶應義塾創立
150年記念式典ファンファーレの演奏とモーターグライダーによる会場上空の記念飛行から始まった式典には、天皇皇后両陛下の御親臨

を仰ぎ、国内・海外の大学の学長をはじめ多くの来賓が登壇しました。開会の辞、安西塾長の式辞に続
き、天皇陛下よりおことばを賜りました。その後、国内・海外の大学の学長、塾員代表からの祝辞、塾生代
表2名による誓いの言葉の後、慶應義塾塾歌を参加者全員が斉唱し閉会の辞が述べられました。その後、普通部生徒によ
る和太鼓演奏に続いて幼稚舎から大学院までの各校代表、各界で活躍する塾員の方々が未来先導宣言として未来への
力強いメッセージを発表。それを受けて、應援指導部による未来へのエールと呼びかけのもと、出席者全員が肩を組みなが
ら若き血と慶應讃歌を力強く大合唱、日吉会場そして各中継会場ともに笑顔と熱気に包まれながらフィナーレを迎えすべて
のプログラムが終了しました。（編集部）

創立150年記念式典を挙行

式辞を述べる安西塾長

メイン会場となった日吉キャンパス
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関西でもどんどん便利に  広がりゆく絆の一枚

＜お問合せ先＞
プレミアムクラブオフ受付センター
0120-934-244（承り時間 10:00～18:00 年末年始除く）

同封の申込書もしくは　http://www.keiocard.com/shop/ からお申込いただけます。

舞台芸術の魔術師ジャン＝ク
リストフ・マイヨーが率いるバ
レエ団が、待望の再来日！独特
の手法で魅力的な作品を
次々と生み出す演出家による
新作をお楽しみください。

予定演目・日時 ： 
2月  6日（金）19:00　La Belle（美女）　
2月  7日（土）19:00　La Belle（美女）
2月  8日（日）15:00　La Belle（美女）
2月10日（火）19:00
ミックスプロ（日本初演作「Altro Canto」ほか）
2月11日（水・祝）15:00
ミックスプロ（日本初演作「Altro Canto」ほか）

場所 ： オーチャードホール
価格 ： S席 10,000円およびA席8,000円

→慶應カード価格 5,000円
（トライアルシートのため、席種の指定はできません。）

出演 ： モナコ公立モンテカルロ・バレエ団
※未就学児入場不可

モナコ公立
モンテカルロ・バレエ団

1/10（土）
申込締切 しなやかで柔らか

い音色を紡ぐウィー
ン放響とモスクワ・フィルを育て上げた
キタエンコ。ウィーンとロシアを結ぶすば
らしい顔合わせが実現します！

予定演目 ： 
プログラムA
グリンカ　歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
チャイコフスキー　ピアノ協奏曲第1番 変ロ短調
チャイコフスキー　交響曲第4番 ヘ短調　

プログラムB
ウェーバー　歌劇「オベロン」序曲
ベートーヴェン　交響曲第5番 ｢運命｣ ハ短調
ブラームス　交響曲第1番 ハ短調　

日時・会場・予定演目 ： 
2月28日(土) 14:00 横浜みなとみらいホール プログラムA 
3月  1日(日) 14:00 東京オペラシティ プログラムA  
3月14日(土) 14:00 東京オペラシティ プログラムB

価格 ： S席 15,000円→慶應カード価格 13,000円
出演 ： 指揮者：ドミトリー･キタエンコ

ピアノ：ヘルベルト･シュフ(プログラムAのみ出演)
管弦楽：ウィーン放送交響楽団

※未就学児入場不可

ウィーン放送交響楽団1/31（土）
申込締切

花売り娘が社交界の花
として成長する世界で
一 番 愛 さ れ て い る
ミュージカル。大地真
央の息をのむ美しさと
歌唱力で日本中を魅
了します。

日時 ： 4月12日（日）12:00
4月19日（日）12:00

場所 ： 帝国劇場
価格 ： S席 12,500円→慶應カード価格 11,800円
出演 ： 大地真央、石井一孝　ほか

マイ・フェア・レディ1/25（日）
申込締切

カードニュースにご紹介できなかった最新の公演情報は、Ｗｅｂサイトやメールマガジンでもご紹介しています。
Ｗｅｂサイトのみでご紹介している公演やメールマガジン読者限定の公演ご招待・ご優待情報もご案内しておりますので、
是非Ｗｅｂサイト・メールマガジンをご活用ください。

・メールマガジンはパソコンのメールアドレスでご登録ください。また、メールアドレスをお持ちでない方はご登録いただけません。
・ご登録にあたっては、Ｗｅｂサイトでご案内しているプライバシーポリシーをご確認の上、お申込ください。

塾員会員の方 → http://www.keiocard.com/mag/
塾生（学生）会員の方 → http://www.keiocard.com/smag/

Ｗｅｂサイト

メールマガジンの
配信登録

http://www.keiocard.com/shop/

元ＯＬの元子が入手し
た一冊の黒革の手帳を
もとに銀座でクラブを
開く。元子の美貌に群
がる男達、のし上がろう
とする彼女を待ち受け
ていたものとは･･･。

『サウンド・オブ・ミュージック』『王様と私』など、数々の傑作ミュージカルの生みの親、作曲家リチャー
ド・ロジャースと脚本家オスカー・ハマースタイン二世のゴールデン・コンビが、最も愛した作品と言わ
れる『回転木馬』。亡くなった若者が生前抱き上げるチャンスがなかった我が子を助けるため、天国から
1日だけ地上へ戻ることを許されるという愛の物語に、観る者は大きな感動を与えられます。
今回は東京湾屈指の豪華クルーザー、レディクリスタルのサンセットクルーズがセットになった特別企
画（出航時間：16時15分）。上演時期はちょうど桜の季節に重なります。ミュージカルの感動と船上か
らのお花見をお楽しみください。
作曲 ： リチャード・ロジャース　　　脚本・作詞 ： オスカー・ハマースタイン二世　　　演出 ： ロバート・マックイーン
出演 ： 笹本玲奈、浦井健治、坂元健児、はいだしょうこ、風花舞、安原義人、川﨑麻世、安奈淳　ほか

日時 ： 5月10日（日）11:00
5月23日（土）16:00　

場所 ： 明治座
価格 ： S席 12,000円→慶應カード価格 10,800円
出演 ： 米倉涼子、永井大、萬田久子、松本莉緒、横山めぐみ、

左とん平、田山涼成、渡辺哲 ほか

黒革の手帖2/5（木）
申込締切

世界的なサーカス集団
の演出スタッフらによ
る新たな西遊記が誕生！
スピィーディーなアクロ
バットシーンと京劇的な
要素と歌を駆使し、ダイ
ナミックなストーリーが
展開します。

日時 ： 2月5日（木）
13:00／18:30
2月7日（土）
12:00／17:30
2月8日（日）17:30
2月9日（月）13:00　

場所 ： 日生劇場
価格 ： S席 10,000円→慶應カード価格 7,500円
出演 ： 中川晃教、和央ようか、阿部力、Shoo、

ジュディ・オング　ほか

SUPER MONKEY
～西遊記～

1/10（土）
申込締切

男娼におぼれてゆく女優の性の目醒めと崩壊を美し
く、哀しく、そして熱く描いた物語。

日時 ： 3月13日（金）19:00
3月19日（木）14：00
3月21日（土）14:00　

場所 ： PARCO劇場
価格 ： S席 8,000円→慶應カード価格 7,500円
出演 ： 麻実れい、江波杏子、団時朗、今井朋彦、パク・ソヒ

鈴木信二　ほか
※未就学児入場不可

日時 ： 3月26日（木）13:30　クルーズ付　※4歳以上入場可
3月27日（金）13:30　※4歳以上入場可
4月11日（土）13：00　※未就学児入場不可
4月12日（日）13：00　クルーズ付　※未就学児入場不可

場所 ： 天王洲 銀河劇場
価格 ： 観劇のみ S席 12,000円→慶應カード価格 10,200円

観劇＋サンセットクルーズ（船上フリードリンク付）
→慶應カード価格 11,800円

※桜の見頃は 日程と一致しない場合があります。予めご了承ください。

ストーン夫人の
ローマの春 

1/10（土）
申込締切

銀河劇場企画制作ミュージカル初主催記念
１階１０列目以内のお席にてのブロードウェイ・ミュージカル「回転木馬」観劇と
豪華クルーザー・レディクリスタルでの東京湾クルーズをセットでお楽しみください

ブロードウェイの感動ミュージカルが登場 東京湾屈指の豪華クルーザー、レディクリスタル レインボーブリッジもくぐります ベイエリアの景色をフリードリンクとともに

同封の申込用紙もしくは　http://www.keiocard.com/shop/　よりお申込ください

サービスも生活もワンランクアップ『プレミアムクラブオフ』　
慶應ＯＭＣ ＧＯＬＤカード会員様への新サービス

国内外の宿泊施設22,000ヵ所の中からお好きなホテルをおトクにご利用できる他、映画、レジャー施
設、スポーツクラブやビューティなどライフスタイルをワンランクアップさせるメニューが盛りだくさん。

「プレミアムクラブオフ」なら
提携の宿泊・グルメ・レジャーなどが特別料金でご利
用いただけます。
国内で、海外で。いつもの予算で、ワンランク上の休
日を過ごしてみてはいかがですか？ 
詳しくは premium club off ホームページから
http://www.club-off.com/premium/
※会員登録はWebからとなります。
※ご登録時にメールアドレスを必ずご記入ください。

プレミアムクラブオフの優待例

このサービスは株式会社リラックス･コミュニケーションが提供するサービスです。

ホテル・旅館

ホテル阪神
大阪市福島区福島5-6-16
Tel.06-6344-1661
客室基本料金10～30％以上割引※1

梅田ＯＳホテル
大阪市北区曽根崎2-11-5
Tel.06-6312-1271
客室基本料金10～30％以上割引※1

大阪新阪急ホテル
大阪市北区芝田1-1-35
Tel.06-6372-5101
客室基本料金10～30％以上割引※1

くらま　大阪店
大阪市北区大深町1-1 ヨドバシカメラ梅田ビル8F
Tel.06-6374-3553
慶應カード提示による現金決済で、飲食代の
5％を割引（入店時に提示してください）※3

教育・文化施設

大阪四季劇場　　　（P.6）
大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスプラザＥＮＴ７F
Ｔｅｌ．06-4796-6700
チケット優待あり
国立文楽劇場　　　（P.6）
大阪市中央区日本橋1-12-10 
Tel.06-6212-2531
チケット優待あり
デジタルハリウッド大阪校　　　（P.5）
大阪市北区西天満6-5-17 デジタルエイトビル1F
Tel.0120-655-810
授業料10％割引

専門店

地球の歩き方　ヨーロッパ鉄道カウンター大阪
大阪市北区梅田2-5-25 ハービスプラザ３F 
Tel.06-6345-4401
航空券、パッケージ商品の割引（Web申込時のみ）

ミズノ　大阪店
大阪市中央区北浜4-1-23
Tel.06-6202-1171
お買い上げ代金10％割引※4

ミズノ　阪急三番街店
大阪市北区芝田1-1-3 阪急三番街 B1F
Tel.06-6372-9022
お買い上げ代金10％割引※4

ミズノウェルネスショップ　ウメダ
大阪市北区曽根崎2丁目梅田地下街5-3 ホワイティうめだB1F
Tel.06-6312-0697
お買い上げ代金10％割引※4

ミズノウェルネスショップ　ナンバ
大阪市中央区千日前1丁目 なんばウォーク5-23番街南通り
Tel.06-6213-6414
お買い上げ代金10％割引※4

セントラルフィットネスクラブ都島　　　（P.5）
大阪市都島区友渕町1-5-97
Tel.06-6921-1201
ビジター料金5,250円を2,100円に割引

リーガロイヤルホテル大阪
大阪市北区中之島5-3-68
Tel.06-6448-1121
客室基本料金5％割引

ラマダホテル大阪
大阪市北区豊崎3-16-19
Tel.06-6372-8181
客室料金10%割引、レイトチェックアウト15時まで

料飲施設・婚礼

太閤園
大阪市都島区網島町9-10
Tel.06-6356-1110
披露宴の料理・飲物料金の割引
中国料理　北京　ホテルグランヴィア大阪店
大阪市北区梅田3-1-1 ホテルグランヴィア大阪19Ｆ
Tel.06-6347-1317
料理・飲物利用料金10％割引※2

中国料理　北京　ホテル阪神店
大阪市福島区福島5-6-16
Tel.06-6454-8666
料理・飲物利用料金10％割引※2

庄屋　梅田新道ビル店
大阪市北区堂島1-1-5
梅田新道ビルB2F
Tel.06-6344-1075
慶應カード提示による現金決済で、飲食代の
5％を割引（入店時に提示してください）※3

庄屋　近鉄堂島ビル店
大阪市北区堂島2-2-2 近鉄堂島ビルB1F「フォレスタ21」
Tel.06-6345-4380
慶應カード提示による現金決済で、飲食代の
5％を割引（入店時に提示してください）※3

庄屋　新阪急ビル店
大阪市北区梅田1-12-39 新阪急ビルB2F
Tel.06-6344-4148
慶應カード提示による現金決済で、飲食代の
5％を割引（入店時に提示してください）※3

彩箸　ハービスPLAZA ENT店
大阪市北区梅田2-2-22 ハービスプラザ ENT 5F
Tel.06-4796-2080
慶應カード提示による現金決済で、飲食代の
5％を割引（入店時に提示してください）※3

ニュートーキヨー　第一生命ビル店
大阪市北区梅田1-8-17 第一生命ビルB2F
Tel.06-6346-7451
慶應カード提示による現金決済で、飲食代の
5％を割引（入店時に提示してください）※3

大阪第一ホテル
大阪市北区梅田1-9-20
Tel.06-6341-4411
客室基本料金10～30％以上割引※1

大阪東急イン
大阪市北区堂山町2-1
Tel.06-6315-0109
インターネット料金よりさらに割引
新阪急ホテルアネックス
大阪市北区芝田1-8-1
Tel.06-6372-5101
客室基本料金10～30％以上割引※1

三井ガーデンホテル大阪淀屋橋
大阪市中央区高麗橋2-5-7
Tel.06-6223-1131
客室正規料金10％割引（通年）

※1 各ホテルによりサービス内容が異なりますのでお確かめください。　　※2 一部施設のランチを除く。
※3 平日ランチタイムは除く 、一部ご利用いただけない店舗もございます。
※4 特別価格（セール品）および一部特定商品（公式野球ボール、金券、書籍類等）、修理、加工代を除く。
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慶應大阪リバーサイドキャンパス
福澤諭吉誕生地

適塾

大阪四季劇場

大阪市立美術館

デジタルハリウッド大阪校

NEW

ホテル阪神

NEW

国立文楽劇場

NEW

NEW

NEW

セントラルフィットネス
クラブ都島
セントラルフィットネス
クラブ都島

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

１月１５日（木
）

締切

創立150年の節目の年に、福澤諭吉生誕の地に慶應大阪リバーサイドキャンパスが開設され社中の注目度が高まる大阪エリア。これまでも
ホテルやレストラン、専門店と20軒以上の慶應カード独自協力店がありましたが、このたび、阪神ホテル、劇団四季や文楽などの文化施設、
クリエイター養成スクールのデジタルハリウッド、セントラルスポーツクラブの5軒が新規協力店となりました。今回は大阪市中心部の協力店を
一挙にご紹介いたします。日常生活はもちろんのこと、ご出張や、三田会、忘年会や新年会などをはじめとしたお集まりにも慶應カードの独
自協力店をご利用ください。

一覧に掲載の協力店の地図はこちらからもご覧いただけます。 ▶▶▶ http://www.keiocard.com/osakamap/
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慶應カード新規協力店のご紹介

鑑賞ご優待チケット 同封の申込書もしくは　http://www.keiocard.com/shop/ からお申込いただけます。

慶應カード会員の皆様に、お芝居や
ミュージカル、歌舞伎などの公演をご紹
介させていただきます。同封の申込書で
お申込いただくか、慶應カードWebサイ
トからもお申込いただけます。
※塾生（学生）会員の方もお申込いただけます

劇団四季 (大阪・京都・名古屋公演）、
国立文楽劇場（大阪）、東京フィルハーモ
ニー交響楽団のチケットの取扱を開始
いたしました。慶應カード会員の皆様に
は、先行発売・優待などの特典とともに
チケットをお求めいただけます。

様々な新規チケット取扱を開始！

日時 ： 5月14日（木）18:30
5月17日（日）13:00
5月23日（土）17:30
5月26日（火）14:00

場所 ： 日生劇場
価格 ： Ｓ席 12,600円→慶應カード価格 11,250円
出演 ： 鹿賀丈史、朝海ひかる、浦井健治、中河内雅貴　ほか

2/5（木）
申込締切

バイロイト音楽祭の常連、名指揮者ペーター・シュナイ
ダーと国内オペラ
史で金字塔を立て
てきた東京フィルの
オペラ・スペシャリ
ストによる美の追究
をお聴きください。

日時 ： 1月25日（日）15:00
場所 ： オーチャードホール
価格 ： S席 7,500円→慶應カード価格 6,300円
モーツァルト ： 交響曲第41番ハ長調「ジュピター」K.551
R.シュトラウス ： 「ばらの騎士」組曲
R.シュトラウス ： 楽劇「サロメ」より“七つのヴェールの踊り”
指揮 ： ペーター・シュナイダー

第763回
オーチャード定期演奏会

1/10（土）
申込締切

1957年の初演当時、未曾有の動員数を記録した傑作悲劇
が京都劇場に登場。現代性をもった人間と宿命の壮麗なドラ
マは創作より70年以上経つ今でも
色あせることなく人々を魅了します。

日時 ： 3月11日（水）13:30、3月14日（土）17:30
3月15日（日）13:00

場所 ： 京都劇場　価格 ： Ｓ席 7,000円
　慶應カード特典 ： ソフトドリンクチケットつき

作 ： ジャン・ジロドゥ　演出 ： 浅利慶太

トロイ戦争は
起こらないだろう

2/20（金）
申込締切

プリマドンナの代役になり成功を収
めたクリスティーヌ。彼女を愛し音楽

の天使を名乗り夜ごと歌を教えていた怪人が彼女をオ
ペラ座の地下に連れ去る。

日時 ： 2月  8日（日）13:00
2月14日（土）17:30
2月25日（水）13:30

場所 ： 大阪四季劇場
価格 ： Ｓ席 9,800円

　慶應カード特典 ： ソフトドリンクチケットつき

オペラ座の怪人1/15（木）
申込締切

大きな鼻ゆえに心を隠しながらひた
むきに一人の女性を愛し続けた男、

シラノを作曲家が惚れこんで指名した鹿賀丈史が熱演。

ブロードウェイ初演で話題
沸騰！誰も知らない、もうひ
とつのオズの物語。とてつ
もない魔法の感動と熱狂
をお楽しみください。

日時 ： 2月14日（土）17:30　
3月15日（日）13:00　

場所 ： 電通四季劇場 〔海〕
価格 ： S席 9,800円

　慶應カード特典 ： ソフトドリンクチケットつき
作詞・作曲 ： スティーヴン・シュワルツ
脚本 ： ウィニー・ホルツマン　演出 ： ジョー・マンテロ

ウィキッド

2月公演分

1/20（火）
申込締切

3月公演分

2/20（金）
申込締切

25年間のロングラン、
ミュージカルのトップを走
り続けている感動もいよ
いよ千秋楽。人と人の心
をつなぐ物語をお楽しみ
ください。

日時 ： 2月14日（土）17:30、2月22日（日）13:00、
2月28日（土）17:30、3月6日（金）18:30、
3月14日（土）17:30

場所 ： キャッツ・シアター
価格 ： S席 9,800円　慶應カード特典 ： ソフトドリンクチケットつき
曲 ： アンドリュー・ロイド＝ウェーバー　詞 ： T.S.エリオット
製作・演出 ： 浅利慶太

キャッツ

2月公演分

1/31（土）
申込締切

3月公演分

2/15（日）
申込締切

大阪四季劇場

第 1部は新版
歌祭文。
第２部は花競
四季寿、増補忠
臣蔵、曲輪　を
上演。
新春を彩る初
芝居の雰囲気をお楽しみください。

日時 ： 1月22日（木）第1部　11:00
1月22日（木）第2部　16:00
1月24日（土）第1部　11:00
1月24日（土）第2部　16:00

場所 ： 国立文楽劇場（大阪）
価格 ： １等席 5,800円→慶應カード価格 4,900円
出演 ： 竹本住太夫、竹本綱太夫、鶴澤寛治、鶴澤清治、

吉田文雀、吉田蓑助　ほか

初春文楽公演12/25（木）
申込締切

京都劇場

撮影：荒井 健

新名古屋ミュージカル劇場

結婚式のバージンロード
を父親と歩きたい。本当
の父を見つけるべく母の
昔の恋人３名を結婚式に
招待したソフィと母ドナ
の前に３人が現れる。

日時 ： 2月15日（日）13:00　
2月21日（土）17:30
2月25日（水）13:30

場所 ： 新名古屋ミュージカル
劇場

価格 ： A席 9,800円
　慶應カード特典 ： ソフトドリンクチケットつき

マンマ・ミーア！1/20（火）
申込締切

「レ・ミゼラブル」
「ミス・サイゴン」
の作詞・作曲コン
ビが贈る新作
ミュージカル。
ナチス占領下のパリ。ドイツ人将校から寵愛を受ける
フランス人歌姫とバックバンドの青年に芽生えた激し
い恋と悲しい結末とは…。

日時・場所 ： 
梅田芸術劇場（大阪）
2月26日（木）18:30、3月3日（火）14:00

日生劇場（東京）
3月12日（木）19:00、3月22日（日）16:30
3月24日（火）14:00、3月28日（土）16:30

価格 ： Ｓ席 13,300円→慶應カード価格 12,750円
出演 ： 春野寿美礼、田代万里生、寺脇康文　ほか

マルグリット1/20（火）
申込締切

シラノ

世界で最も多く演奏され、多くの解釈が存在する交響
曲の一つ、ショスタ
コーヴィチの交響曲
第５番。指揮者渡邊
一正の解釈とアプ
ローチをお楽しみく
ださい。

日時 ： 3月8日（日）15:00
場所 ： オーチャードホール
価格 ： S席 7,500円→慶應カード価格 6,300円
武満徹 ： 鳥は星型の庭に降りる
エルガー ： チェロ協奏曲ホ短調 op.85
ショスタコーヴィチ ： 交響曲第5番 op.47
指揮 ： 渡邊一正　チェロ ： 長谷川陽子

第767回
オーチャード定期演奏会

1/31（土）
申込締切

チョン・ミョンフンが推薦
する世界の一流ソリスト
が集結する２月定期演奏
会。豪華プログラムで今
期一番の注目演奏会をぜ
ひお聴きください。

日時 ： 2月22日（日）
15:00

場所 ： オーチャードホール
価格 ： S席 11,000円→慶應カード価格 10,400円
ヴェルディ ： レクイエム
指揮 ： チョン・ミョンフン
ソプラノ ： カルメラ・レミージョ　アルト ： 藤村実穂子
テノール ： キム・ウキョン　バス ： ロベルト・スカンディウッツィ
合唱 ： 東京オペラシンガーズ

第765回
オーチャード定期演奏会

1/31（土）
申込締切

大阪 名古屋

大阪東京大阪京都

東京 東京

1月開催 2月開催 3月開催

進路をご登録ください
　今後、カード会社から今年度ご卒業を予定されている方へお手紙を出させていただきます。お手元に手紙が届きましたら
必ず中味をご覧頂き、今後の進路につきましてお早めにご登録をお願いします。
　また、都合により卒業を延期される方は、お早めにお持ちのカード会社のインフォメーションセンターまで、ご連絡くださ
い。なお、学部をご卒業後、大学院に進まれる方、前期博士課程を修了後、後期博士課程に進まれる方は、塾生カードの延長で
はなく、塾員カードへとお切り替えとなり、年会費が必要となります。あらかじめご了承ください。
　ご卒業後も図書館の入館証機能や様々な独自サービスをご利用いただける慶應カードをどうぞ引き続きご利用ください。

ご卒業後図書館へ入館ご希望の方へ

　ご卒業後、慶應カード独自サービスと
して、慶應義塾図書館への入館証機能が
ございます。このサービスは「塾員カード
（地紋が図書館（旧館）・ＯＭＣカードの場
合は大学院校舎）」をお持ちの方のみへ
のサービスご提供となります。
　右記のような塾生用券面（地紋がエン
ブレム）をお持ちの方で、ご卒業後カード
更新までに図書館への入館をご希望の方
はお手続きの必要があります。お手続き
には時間がかかる場合がございますの
で、お早めにご連絡ください。

慶應義塾（慶應学術事業会）慶應カード事務局お問合せ先
〒108-8345 東京都港区三田二丁目15番45号
TEL ： 03-3453-3854　FAX ： 03-3457-9633
http://www.keiocard.com/　E-mail info@keiocard.com

1

2

カード裏面の発行会社が
三井住友カード
DCカードまたは三菱UFJニ
コスでDCブランドのカード
をお持ちの方

→各カード会社インフォメーションセン
ターにご連絡いただき「図書館利用のた
め、早期切替希望」の旨をお伝えください。

カード裏面の発行会社が
UCカードまたは、クレディ
セゾンのカードをお持ちの方

→慶應カード事務局までご連絡ください。
Tel.03-3453-3854

その他のカード会社のカードを
お持ちの方

→基本的にご卒業までに塾員用券面に
切り替わりますので、お手続きは不
要です。

このデザインのカードではご入館いただけません

四季倶楽部

人気のリゾート地をはじめ全国に24の直営施設を運営している「四季倶楽部」はオールシーズン1泊朝食付5,250円、夕食3,150円（強羅
スタイルのみ4,200円）でご利用いただけるこれまでにない新しいスタイルのリゾートホテル。四季折々の景観と、湯量豊富な温泉、そして
時代を偲ばせる史跡の数々。のんびり寛げる広さと贅を凝らした客室・施設。過剰なサービスを避けることでハイグレードかつ低価格を実
現し、長期滞在プランも立てやすい料金を設定しています。それぞれの個性溢れる施設にてご家族、ご夫婦やご友人とゆったりとした時
間をご自由にお過ごしください。
優待内容
四季倶楽部直営24施設の利用料を1,050円割引。
【対象期間】
2008年12月1日～12月26日（除：土曜日）、2009年1月
4日～2月27日（除：土曜日、1月11日、2月中のテルマーレ
湯河原）。電話予約の際には「優待プランでの宿泊希望」とオ
ペレーターにお伝えください。オンライン予約の際は備考欄
にお書き添えください。お申し出・ご記入のない場合には通
常価格となります。
対象施設一覧はこちらから 
▶http://www.keiocard.com/data/shiki_club_list.pdf 
※優待期間はシーズンによって異なります。最新の情報は
メールマガジン（P.7）またはWebサイトにてお知らせいたし
ます。 

リゾートホテル

にごり湯が人気の強羅彩香（さいか） スキーも楽しめるコンフォート裏磐梯

塾生会員のページ ---来年３月にご卒業を予定されている方へのお知らせ塾生

慶應カードでは、会員の皆様への特典の一つにカードの呈示で
会員特典が受けられる「慶應カード協力店」制度がございます。
慶應カード事務局では、現在会員の皆様により多くの場所で便
利にご利用いただくために「慶應カード協力店」としてご協力

いただけるお店を募集しております。ご関心がございましたら、右記事務局までご連絡いただければ幸いで
す。よろしくお願いいたします。

慶應カード事務局からのお願い

慶應カード協力店募集中
＜お問合せ先＞
お手紙・FAX・メールでお願いします。
株式会社慶應学術事業会 慶應カード事務局 協力店担当
〒108-8345 東京都港区三田2-15-45

慶應義塾三田キャンパス内
FAX：03-3457-9633　E-mail：info@keiocard.com
※なお、基準によりご希望に添えない場合もございますことをご了承ください。

プレゼントがあります 詳細は8ページをご覧ください。 プレゼントがあります 詳細は8ページをご覧ください。

千秋楽決定！

千秋楽決定！
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レム日比谷（阪急阪神第一ホテルグループ）

出張等でホテルに宿泊するときこそ大切にしたい“眠り”。「快眠」をコンセプトとしつつデザイン性、機能性を
追求した新しいホテルが「レム」です。スタイリッシュなエントランスに入った瞬間から五感すべてが心地よくな
る空間が広がります。シックな客室内にはマッサージチェア、リラグゼーション効果の高いレインシャワー、そし
てオリジナル仕様の高品質マットレス、選べる枕などはもちろん、アメニティにいたるまでの細やかな気遣いで
快適な睡眠をお約束します。また、日中や夕方に少しの間身体を休めるためのデイユースのご利用、チェック
アウトのスピード化等、多忙なビジネスマンの時間に対するニーズに合うサービスをご提供しています。
優待内容
2009年3月末まで
シングルルーム（1名利用） ： 13,500円（休前日に該当しない日曜日・月曜日は11,000円）
シングルルーム（2名利用） ： 16,500円（休前日に該当しない日曜日・月曜日は14,000円）
ツインルーム  ： 20,000円

2009年1月31日（土）までの1日限定20室開業1周年記念宿泊プラン「レムバリュー2ナイト」
シングルルーム（1名利用） ： 13,000円（休前日に該当しない日曜日・月曜日は11,000円）
シングルルーム（2名利用） ： 16,000円（休前日に該当しない日曜日・月曜日は13,000円）

ホテル

所在地
東京都千代田区有楽町 1-2-1
電　話 ： 03-3507-0606（代表）　
http://www.remm.jp/hibiya/index.html

スタイリッシュなロビー

シックな客室

デジタルハリウッド

デジタルハリウッドは、日本初の産学協同のクリエイター養成スクールとして、卒業生4万人を輩出。Web、CG・映像、グラフィック、プログ
ラミングなど多様なコースがあります。未経験～プロレベルまで、ライフスタイルに合わせて、土日・平日昼間・平日夜間などに通学できま
す。自由に使えるＰＣルームをはじめ、数々の無料スキルアップイベント、卒業後も活用できる就職・転職サポートなど最高の学習環境を
ご用意しています。 

今年８月に竣工した日吉キャンパス《協生館》へのセントラルスポーツ出店を機に、全国に約
150店を展開する同社のスポーツクラブが慶應カードの独自協力店となりました。爽やかな環境の
下、プール・ジム・スタジオなどの多様な運動プログラムで心身をリフレッシュしていただけます。

優待内容
授業料を10％割引

スクール

東京本校 東京都千代田区神田駿河台2-3
0120-386-810 

渋谷校 東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂カブトビル4Ｆ・5Ｆ
0120-382-810 

横浜校 神奈川県横浜市西区北幸2-4-3 GM21ビル2F
0120-327-810 （月曜休館）

大阪校　  大阪府大阪市北区西天満6-5-17 デジタルエイトビル1F
0120-655-810 

福岡校　  福岡県福岡市中央区天神1-7-11 イムズ11Ｆ
0120-357-679 

※電話受付時間はいずれも10:00～21:00 
http://www.dhw.co.jp/ 渋谷校

日吉キャンパス協生館

東京本校

セントラルスポーツフィットネス

慶應日吉店25mプール

くつろぎ日和　伊東遊季亭 

自家源泉の天然温泉かつ掛け流しという贅沢な温泉をもつ伊東遊季亭。館内に入れば、 細やかなおもてなしの心が随所に感じられ
ます。全室に32インチ液晶テレビとＤＶＤプレーヤーを完備しており、ライブラリーに並ぶＤＶＤや書籍を借りて、あるいはお部屋から望
む松川遊歩道の散策で、ゆったりとしたお時間をお過ごしいただけます。お食事は確かな腕を持つ料理長による創作会席料理をプラ
イベート空間のダイニングでお楽しみください。また、シモンズベッドや和室の布団などはおくつろぎいただけるよう心地よさにこだわって
ご用意いたしました。伊東遊
季亭がつくりだすくつろぎのひ
とときをお楽しみください。 

優待内容
基本宿泊料金
（1泊2食 一般料金）より10％割引

ホテル

所在地
静岡県伊東市宝町1-8 
電　話 ： 0557-37-0114 
http://www.ito-yukitei.com/ 露天風呂 オープンエア檜風呂付きプレミアムルーム

ダック引越センター

入学、就職から結婚や勤務先での異動など、人生の節目に欠かせない引越。引越時の各種
オプションやサービス、引越後のアフターサービスから毎日の暮らしにかかわるサービスにい
たるまで充実サポートのダック引越センターが新たに慶應カードの独自協力店に加わりまし
た。基本料金が割引となるほか、引越をお申込の場合には各種特典がついておりスムーズな
お引越に役立ちます。

優待内容
基本料金より特別割引
（月～木曜の引越：20％割引　金～日曜の引越：10％割引　除外期間：3月20日～4月10日）
○引越申込の場合は更に下記の特典あり
▶梱包資材（ダンボール10箱、テープ1個、布団袋1枚、ハンガーBOX1本無料レンタル）プレゼント
▶簡易型照明の取り付け
▶最後の10分間サービス（家具の配置換え、掃除、荷解きなど）
▶使用済みダンボール1回のみ無料回収（但し一部地域・離島除く）

サービス

お問合せ先
電　話 ： 0120-60-888（受付時間8:00～20:00）
http://www.88888.co.jp/

慶應カード新規協力店のご紹介

【セントラルウェルネスクラブ慶應日吉店のご紹介】

～この他、全国のクラブがご利用いただけますので、是非、お近くのセントラルへお出かけください～

神奈川県横浜市港北区日吉4-1-1 慶應義塾・協生館地下1Ｆ　電話 ： 045-560-5571

日吉キャンパス入口の協生館に入居し、1階ジムは駅出入口の広場と陸上競技場に面し、グラウンド越しに高校の杜が望
める緑豊かな環境にあります。地下1階のプールは天窓から自然光が差し込む清新なプールです。

※価格はいずれも税込

特典 ①「Café&Meal  MUJI」の朝食付
②オリジナルマットレスをはじめとしたレムの人気グッズが抽選で当たります

オークラ ホテルズ ＆ リゾーツ

国内17ヵ所、海外6ヵ所にネットワークを持つオークラ ホテルズ ＆ リゾーツ。これまで国賓など多くの賓客をお迎えしてきた旗艦ホ
テル、ホテルオークラ東京をはじめ、土地柄も個性もさまざまなホテルでは、そのいずれでもグループの基本理念である「Best  
A.C.S.」（Best Accommodation, Best Cuisine, Best Service＝最高の施設、最高の料理、最高のサービス）をご提供してお
ります。機能性に富んだ充実のアコモデーション、贅を尽くした美食と心からのおもてなしで皆様をお迎えいたします。出張やご旅
行の際にはオークラ ホテルズ ＆ リ
ゾーツをぜひご利用ください。

優待内容
通常宿泊料金より10％割引
（国内のホテルのみ対象、ホテルにより除
外日あり）

ホテル

ご予約先
電　話 ： 0120-003741
（集中予約センター ： 受付時間 平日9:00-18:00、土日祝10:00-16:00）
http://www.okura.com/jp/ グランド コンフォート ジュニアスイート ホテルオークラ東京

慶應カードの趣旨にご賛同いただいた新規協力店をご紹介します。ぜひご活用ください。 ※サービスご利用の際には必ず「慶應カード会員」とお伝えください。

優待内容
会員制スポーツクラブのビジター料金が特別価格になります
価格 ：  通常 5，250円  →  慶應カード会員価格 2,100円（お一人様、いずれも税込）
対象 ：  慶應カード会員およびその同伴者2名まで。
ご利用方法 ：  慶應カードをクラブのレセプションにご提示の上、料金をお支払ください。
場所 ：  全国の直営「セントラルウェルネスクラブ」「セントラルフィットネスクラブ」など（一部対象外の店舗がございます）

対象店舗一覧はこちらよりダウンロードいただけます。 → http://www.keiocard.com/data/central_list.pdf
各店舗の詳細はセントラルスポーツWebサイトでご確認ください。 → http://www.central.co.jp/club/index.html

その他 ：  期間限定の優待入会キャンペーンがございます。詳しくは同封の案内をご覧ください。
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レム日比谷（阪急阪神第一ホテルグループ）
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追求した新しいホテルが「レム」です。スタイリッシュなエントランスに入った瞬間から五感すべてが心地よくな
る空間が広がります。シックな客室内にはマッサージチェア、リラグゼーション効果の高いレインシャワー、そし
てオリジナル仕様の高品質マットレス、選べる枕などはもちろん、アメニティにいたるまでの細やかな気遣いで
快適な睡眠をお約束します。また、日中や夕方に少しの間身体を休めるためのデイユースのご利用、チェック
アウトのスピード化等、多忙なビジネスマンの時間に対するニーズに合うサービスをご提供しています。
優待内容
2009年3月末まで
シングルルーム（1名利用） ： 13,500円（休前日に該当しない日曜日・月曜日は11,000円）
シングルルーム（2名利用） ： 16,500円（休前日に該当しない日曜日・月曜日は14,000円）
ツインルーム  ： 20,000円

2009年1月31日（土）までの1日限定20室開業1周年記念宿泊プラン「レムバリュー2ナイト」
シングルルーム（1名利用） ： 13,000円（休前日に該当しない日曜日・月曜日は11,000円）
シングルルーム（2名利用） ： 16,000円（休前日に該当しない日曜日・月曜日は13,000円）

ホテル

所在地
東京都千代田区有楽町 1-2-1
電　話 ： 03-3507-0606（代表）　
http://www.remm.jp/hibiya/index.html

スタイリッシュなロビー

シックな客室

デジタルハリウッド

デジタルハリウッドは、日本初の産学協同のクリエイター養成スクールとして、卒業生4万人を輩出。Web、CG・映像、グラフィック、プログ
ラミングなど多様なコースがあります。未経験～プロレベルまで、ライフスタイルに合わせて、土日・平日昼間・平日夜間などに通学できま
す。自由に使えるＰＣルームをはじめ、数々の無料スキルアップイベント、卒業後も活用できる就職・転職サポートなど最高の学習環境を
ご用意しています。 

今年８月に竣工した日吉キャンパス《協生館》へのセントラルスポーツ出店を機に、全国に約
150店を展開する同社のスポーツクラブが慶應カードの独自協力店となりました。爽やかな環境の
下、プール・ジム・スタジオなどの多様な運動プログラムで心身をリフレッシュしていただけます。

優待内容
授業料を10％割引
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東京本校 東京都千代田区神田駿河台2-3
0120-386-810 

渋谷校 東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂カブトビル4Ｆ・5Ｆ
0120-382-810 

横浜校 神奈川県横浜市西区北幸2-4-3 GM21ビル2F
0120-327-810 （月曜休館）

大阪校　  大阪府大阪市北区西天満6-5-17 デジタルエイトビル1F
0120-655-810 

福岡校　  福岡県福岡市中央区天神1-7-11 イムズ11Ｆ
0120-357-679 

※電話受付時間はいずれも10:00～21:00 
http://www.dhw.co.jp/ 渋谷校

日吉キャンパス協生館

東京本校

セントラルスポーツフィットネス

慶應日吉店25mプール

くつろぎ日和　伊東遊季亭 

自家源泉の天然温泉かつ掛け流しという贅沢な温泉をもつ伊東遊季亭。館内に入れば、 細やかなおもてなしの心が随所に感じられ
ます。全室に32インチ液晶テレビとＤＶＤプレーヤーを完備しており、ライブラリーに並ぶＤＶＤや書籍を借りて、あるいはお部屋から望
む松川遊歩道の散策で、ゆったりとしたお時間をお過ごしいただけます。お食事は確かな腕を持つ料理長による創作会席料理をプラ
イベート空間のダイニングでお楽しみください。また、シモンズベッドや和室の布団などはおくつろぎいただけるよう心地よさにこだわって
ご用意いたしました。伊東遊
季亭がつくりだすくつろぎのひ
とときをお楽しみください。 

優待内容
基本宿泊料金
（1泊2食 一般料金）より10％割引

ホテル

所在地
静岡県伊東市宝町1-8 
電　話 ： 0557-37-0114 
http://www.ito-yukitei.com/ 露天風呂 オープンエア檜風呂付きプレミアムルーム

ダック引越センター

入学、就職から結婚や勤務先での異動など、人生の節目に欠かせない引越。引越時の各種
オプションやサービス、引越後のアフターサービスから毎日の暮らしにかかわるサービスにい
たるまで充実サポートのダック引越センターが新たに慶應カードの独自協力店に加わりまし
た。基本料金が割引となるほか、引越をお申込の場合には各種特典がついておりスムーズな
お引越に役立ちます。

優待内容
基本料金より特別割引
（月～木曜の引越：20％割引　金～日曜の引越：10％割引　除外期間：3月20日～4月10日）
○引越申込の場合は更に下記の特典あり
▶梱包資材（ダンボール10箱、テープ1個、布団袋1枚、ハンガーBOX1本無料レンタル）プレゼント
▶簡易型照明の取り付け
▶最後の10分間サービス（家具の配置換え、掃除、荷解きなど）
▶使用済みダンボール1回のみ無料回収（但し一部地域・離島除く）

サービス

お問合せ先
電　話 ： 0120-60-888（受付時間8:00～20:00）
http://www.88888.co.jp/

入学、就職から結婚や勤務先での異動など、人生の節目に欠かせない引越。引越時の各種
オプションやサービス、引越後のアフターサービスから毎日の暮らしにかかわるサービスにい
たるまで充実サポートのダック引越センターが新たに慶應カードの独自協力店に加わりまし
た。基本料金が割引となるほか、引越をお申込の場合には各種特典がついておりスムーズな

慶應カード新規協力店のご紹介

【セントラルウェルネスクラブ慶應日吉店のご紹介】

～この他、全国のクラブがご利用いただけますので、是非、お近くのセントラルへお出かけください～

神奈川県横浜市港北区日吉4-1-1 慶應義塾・協生館地下1Ｆ　電話 ： 045-560-5571

日吉キャンパス入口の協生館に入居し、1階ジムは駅出入口の広場と陸上競技場に面し、グラウンド越しに高校の杜が望
める緑豊かな環境にあります。地下1階のプールは天窓から自然光が差し込む清新なプールです。

※価格はいずれも税込

特典 ①「Café&Meal  MUJI」の朝食付
②オリジナルマットレスをはじめとしたレムの人気グッズが抽選で当たります

オークラ ホテルズ ＆ リゾーツ

国内17ヵ所、海外6ヵ所にネットワークを持つオークラ ホテルズ ＆ リゾーツ。これまで国賓など多くの賓客をお迎えしてきた旗艦ホ
テル、ホテルオークラ東京をはじめ、土地柄も個性もさまざまなホテルでは、そのいずれでもグループの基本理念である「Best  
A.C.S.」（Best Accommodation, Best Cuisine, Best Service＝最高の施設、最高の料理、最高のサービス）をご提供してお
ります。機能性に富んだ充実のアコモデーション、贅を尽くした美食と心からのおもてなしで皆様をお迎えいたします。出張やご旅
行の際にはオークラ ホテルズ ＆ リ
ゾーツをぜひご利用ください。

優待内容
通常宿泊料金より10％割引
（国内のホテルのみ対象、ホテルにより除
外日あり）

ホテル

ご予約先
電　話 ： 0120-003741
（集中予約センター ： 受付時間 平日9:00-18:00、土日祝10:00-16:00）
http://www.okura.com/jp/ グランド コンフォート ジュニアスイート ホテルオークラ東京

慶應カードの趣旨にご賛同いただいた新規協力店をご紹介します。ぜひご活用ください。 ※サービスご利用の際には必ず「慶應カード会員」とお伝えください。

優待内容
会員制スポーツクラブのビジター料金が特別価格になります
価格 ：  通常 5，250円  →  慶應カード会員価格 2,100円（お一人様、いずれも税込）
対象 ：  慶應カード会員およびその同伴者2名まで。
ご利用方法 ：  慶應カードをクラブのレセプションにご提示の上、料金をお支払ください。
場所 ：  全国の直営「セントラルウェルネスクラブ」「セントラルフィットネスクラブ」など（一部対象外の店舗がございます）

対象店舗一覧はこちらよりダウンロードいただけます。 → http://www.keiocard.com/data/central_list.pdf
各店舗の詳細はセントラルスポーツWebサイトでご確認ください。 → http://www.central.co.jp/club/index.html

その他 ：  期間限定の優待入会キャンペーンがございます。詳しくは同封の案内をご覧ください。
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慶應カード新規協力店のご紹介

鑑賞ご優待チケット 同封の申込書もしくは　http://www.keiocard.com/shop/ からお申込いただけます。

慶應カード会員の皆様に、お芝居や
ミュージカル、歌舞伎などの公演をご紹
介させていただきます。同封の申込書で
お申込いただくか、慶應カードWebサイ
トからもお申込いただけます。
※塾生（学生）会員の方もお申込いただけます

劇団四季 (大阪・京都・名古屋公演）、
国立文楽劇場（大阪）、東京フィルハーモ
ニー交響楽団のチケットの取扱を開始
いたしました。慶應カード会員の皆様に
は、先行発売・優待などの特典とともに
チケットをお求めいただけます。

様々な新規チケット取扱を開始！

日時 ： 5月14日（木）18:30
5月17日（日）13:00
5月23日（土）17:30
5月26日（火）14:00

場所 ： 日生劇場
価格 ： Ｓ席 12,600円→慶應カード価格 11,250円
出演 ： 鹿賀丈史、朝海ひかる、浦井健治、中河内雅貴　ほか

2/5（木）
申込締切

バイロイト音楽祭の常連、名指揮者ペーター・シュナイ
ダーと国内オペラ
史で金字塔を立て
てきた東京フィルの
オペラ・スペシャリ
ストによる美の追究
をお聴きください。

日時 ： 1月25日（日）15:00
場所 ： オーチャードホール
価格 ： S席 7,500円→慶應カード価格 6,300円
モーツァルト ： 交響曲第41番ハ長調「ジュピター」K.551
R.シュトラウス ： 「ばらの騎士」組曲
R.シュトラウス ： 楽劇「サロメ」より“七つのヴェールの踊り”
指揮 ： ペーター・シュナイダー

第763回
オーチャード定期演奏会

1/10（土）
申込締切

1957年の初演当時、未曾有の動員数を記録した傑作悲劇
が京都劇場に登場。現代性をもった人間と宿命の壮麗なドラ
マは創作より70年以上経つ今でも
色あせることなく人々を魅了します。

日時 ： 3月11日（水）13:30、3月14日（土）17:30
3月15日（日）13:00

場所 ： 京都劇場　価格 ： Ｓ席 7,000円
　慶應カード特典 ： ソフトドリンクチケットつき

作 ： ジャン・ジロドゥ　演出 ： 浅利慶太

トロイ戦争は
起こらないだろう

2/20（金）
申込締切

プリマドンナの代役になり成功を収
めたクリスティーヌ。彼女を愛し音楽

の天使を名乗り夜ごと歌を教えていた怪人が彼女をオ
ペラ座の地下に連れ去る。

日時 ： 2月  8日（日）13:00
2月14日（土）17:30
2月25日（水）13:30

場所 ： 大阪四季劇場
価格 ： Ｓ席 9,800円

　慶應カード特典 ： ソフトドリンクチケットつき

オペラ座の怪人1/15（木）
申込締切

大きな鼻ゆえに心を隠しながらひた
むきに一人の女性を愛し続けた男、

シラノを作曲家が惚れこんで指名した鹿賀丈史が熱演。

ブロードウェイ初演で話題
沸騰！誰も知らない、もうひ
とつのオズの物語。とてつ
もない魔法の感動と熱狂
をお楽しみください。

日時 ： 2月14日（土）17:30　
3月15日（日）13:00　

場所 ： 電通四季劇場 〔海〕
価格 ： S席 9,800円

　慶應カード特典 ： ソフトドリンクチケットつき
作詞・作曲 ： スティーヴン・シュワルツ
脚本 ： ウィニー・ホルツマン　演出 ： ジョー・マンテロ

ウィキッド

2月公演分

1/20（火）
申込締切

3月公演分

2/20（金）
申込締切

25年間のロングラン、
ミュージカルのトップを走
り続けている感動もいよ
いよ千秋楽。人と人の心
をつなぐ物語をお楽しみ
ください。

日時 ： 2月14日（土）17:30、2月22日（日）13:00、
2月28日（土）17:30、3月6日（金）18:30、
3月14日（土）17:30

場所 ： キャッツ・シアター
価格 ： S席 9,800円　慶應カード特典 ： ソフトドリンクチケットつき
曲 ： アンドリュー・ロイド＝ウェーバー　詞 ： T.S.エリオット
製作・演出 ： 浅利慶太

キャッツ

2月公演分

1/31（土）
申込締切

3月公演分

2/15（日）
申込締切

大阪四季劇場

第 1部は新版
歌祭文。
第２部は花競
四季寿、増補忠
臣蔵、曲輪　を
上演。
新春を彩る初
芝居の雰囲気をお楽しみください。

日時 ： 1月22日（木）第1部　11:00
1月22日（木）第2部　16:00
1月24日（土）第1部　11:00
1月24日（土）第2部　16:00

場所 ： 国立文楽劇場（大阪）
価格 ： １等席 5,800円→慶應カード価格 4,900円
出演 ： 竹本住太夫、竹本綱太夫、鶴澤寛治、鶴澤清治、

吉田文雀、吉田蓑助　ほか

初春文楽公演12/25（木）
申込締切

京都劇場

撮影：荒井 健

新名古屋ミュージカル劇場

結婚式のバージンロード
を父親と歩きたい。本当
の父を見つけるべく母の
昔の恋人３名を結婚式に
招待したソフィと母ドナ
の前に３人が現れる。

日時 ： 2月15日（日）13:00　
2月21日（土）17:30
2月25日（水）13:30

場所 ： 新名古屋ミュージカル
劇場

価格 ： A席 9,800円
　慶應カード特典 ： ソフトドリンクチケットつき

マンマ・ミーア！1/20（火）
申込締切

「レ・ミゼラブル」
「ミス・サイゴン」
の作詞・作曲コン
ビが贈る新作
ミュージカル。
ナチス占領下のパリ。ドイツ人将校から寵愛を受ける
フランス人歌姫とバックバンドの青年に芽生えた激し
い恋と悲しい結末とは…。

日時・場所 ： 
梅田芸術劇場（大阪）
2月26日（木）18:30、3月3日（火）14:00

日生劇場（東京）
3月12日（木）19:00、3月22日（日）16:30
3月24日（火）14:00、3月28日（土）16:30

価格 ： Ｓ席 13,300円→慶應カード価格 12,750円
出演 ： 春野寿美礼、田代万里生、寺脇康文　ほか

マルグリット1/20（火）
申込締切

シラノ

世界で最も多く演奏され、多くの解釈が存在する交響
曲の一つ、ショスタ
コーヴィチの交響曲
第５番。指揮者渡邊
一正の解釈とアプ
ローチをお楽しみく
ださい。

日時 ： 3月8日（日）15:00
場所 ： オーチャードホール
価格 ： S席 7,500円→慶應カード価格 6,300円
武満徹 ： 鳥は星型の庭に降りる
エルガー ： チェロ協奏曲ホ短調 op.85
ショスタコーヴィチ ： 交響曲第5番 op.47
指揮 ： 渡邊一正　チェロ ： 長谷川陽子

第767回
オーチャード定期演奏会

1/31（土）
申込締切

チョン・ミョンフンが推薦
する世界の一流ソリスト
が集結する２月定期演奏
会。豪華プログラムで今
期一番の注目演奏会をぜ
ひお聴きください。

日時 ： 2月22日（日）
15:00

場所 ： オーチャードホール
価格 ： S席 11,000円→慶應カード価格 10,400円
ヴェルディ ： レクイエム
指揮 ： チョン・ミョンフン
ソプラノ ： カルメラ・レミージョ　アルト ： 藤村実穂子
テノール ： キム・ウキョン　バス ： ロベルト・スカンディウッツィ
合唱 ： 東京オペラシンガーズ

第765回
オーチャード定期演奏会

1/31（土）
申込締切

大阪 名古屋

大阪東京大阪京都

東京 東京

1月開催 2月開催 3月開催

進路をご登録ください
　今後、カード会社から今年度ご卒業を予定されている方へお手紙を出させていただきます。お手元に手紙が届きましたら
必ず中味をご覧頂き、今後の進路につきましてお早めにご登録をお願いします。
　また、都合により卒業を延期される方は、お早めにお持ちのカード会社のインフォメーションセンターまで、ご連絡くださ
い。なお、学部をご卒業後、大学院に進まれる方、前期博士課程を修了後、後期博士課程に進まれる方は、塾生カードの延長で
はなく、塾員カードへとお切り替えとなり、年会費が必要となります。あらかじめご了承ください。
　ご卒業後も図書館の入館証機能や様々な独自サービスをご利用いただける慶應カードをどうぞ引き続きご利用ください。

ご卒業後図書館へ入館ご希望の方へ

　ご卒業後、慶應カード独自サービスと
して、慶應義塾図書館への入館証機能が
ございます。このサービスは「塾員カード
（地紋が図書館（旧館）・ＯＭＣカードの場
合は大学院校舎）」をお持ちの方のみへ
のサービスご提供となります。
　右記のような塾生用券面（地紋がエン
ブレム）をお持ちの方で、ご卒業後カード
更新までに図書館への入館をご希望の方
はお手続きの必要があります。お手続き
には時間がかかる場合がございますの
で、お早めにご連絡ください。

慶應義塾（慶應学術事業会）慶應カード事務局お問合せ先
〒108-8345 東京都港区三田二丁目15番45号
TEL ： 03-3453-3854　FAX ： 03-3457-9633
http://www.keiocard.com/　E-mail info@keiocard.com

1

2

カード裏面の発行会社が
三井住友カード
DCカードまたは三菱UFJニ
コスでDCブランドのカード
をお持ちの方

→各カード会社インフォメーションセン
ターにご連絡いただき「図書館利用のた
め、早期切替希望」の旨をお伝えください。

カード裏面の発行会社が
UCカードまたは、クレディ
セゾンのカードをお持ちの方

→慶應カード事務局までご連絡ください。
Tel.03-3453-3854

その他のカード会社のカードを
お持ちの方

→基本的にご卒業までに塾員用券面に
切り替わりますので、お手続きは不
要です。

このデザインのカードではご入館いただけません

四季倶楽部

人気のリゾート地をはじめ全国に24の直営施設を運営している「四季倶楽部」はオールシーズン1泊朝食付5,250円、夕食3,150円（強羅
スタイルのみ4,200円）でご利用いただけるこれまでにない新しいスタイルのリゾートホテル。四季折々の景観と、湯量豊富な温泉、そして
時代を偲ばせる史跡の数々。のんびり寛げる広さと贅を凝らした客室・施設。過剰なサービスを避けることでハイグレードかつ低価格を実
現し、長期滞在プランも立てやすい料金を設定しています。それぞれの個性溢れる施設にてご家族、ご夫婦やご友人とゆったりとした時
間をご自由にお過ごしください。
優待内容
四季倶楽部直営24施設の利用料を1,050円割引。
【対象期間】
2008年12月1日～12月26日（除：土曜日）、2009年1月
4日～2月27日（除：土曜日、1月11日、2月中のテルマーレ
湯河原）。電話予約の際には「優待プランでの宿泊希望」とオ
ペレーターにお伝えください。オンライン予約の際は備考欄
にお書き添えください。お申し出・ご記入のない場合には通
常価格となります。
対象施設一覧はこちらから 
▶http://www.keiocard.com/data/shiki_club_list.pdf 
※優待期間はシーズンによって異なります。最新の情報は
メールマガジン（P.7）またはWebサイトにてお知らせいたし
ます。 

リゾートホテル

にごり湯が人気の強羅彩香（さいか） スキーも楽しめるコンフォート裏磐梯

塾生会員のページ ---来年３月にご卒業を予定されている方へのお知らせ塾生

慶應カードでは、会員の皆様への特典の一つにカードの呈示で
会員特典が受けられる「慶應カード協力店」制度がございます。
慶應カード事務局では、現在会員の皆様により多くの場所で便
利にご利用いただくために「慶應カード協力店」としてご協力

いただけるお店を募集しております。ご関心がございましたら、右記事務局までご連絡いただければ幸いで
す。よろしくお願いいたします。

慶應カード事務局からのお願い

慶應カード協力店募集中
＜お問合せ先＞
お手紙・FAX・メールでお願いします。
株式会社慶應学術事業会 慶應カード事務局 協力店担当
〒108-8345 東京都港区三田2-15-45

慶應義塾三田キャンパス内
FAX：03-3457-9633　E-mail：info@keiocard.com
※なお、基準によりご希望に添えない場合もございますことをご了承ください。

プレゼントがあります 詳細は8ページをご覧ください。 プレゼントがあります 詳細は8ページをご覧ください。

千秋楽決定！

千秋楽決定！
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関西でもどんどん便利に  広がりゆく絆の一枚

＜お問合せ先＞
プレミアムクラブオフ受付センター
0120-934-244（承り時間 10:00～18:00 年末年始除く）

同封の申込書もしくは　http://www.keiocard.com/shop/ からお申込いただけます。

舞台芸術の魔術師ジャン＝ク
リストフ・マイヨーが率いるバ
レエ団が、待望の再来日！独特
の手法で魅力的な作品を
次々と生み出す演出家による
新作をお楽しみください。

予定演目・日時 ： 
2月  6日（金）19:00　La Belle（美女）　
2月  7日（土）19:00　La Belle（美女）
2月  8日（日）15:00　La Belle（美女）
2月10日（火）19:00
ミックスプロ（日本初演作「Altro Canto」ほか）
2月11日（水・祝）15:00
ミックスプロ（日本初演作「Altro Canto」ほか）

場所 ： オーチャードホール
価格 ： S席 10,000円およびA席8,000円

→慶應カード価格 5,000円
（トライアルシートのため、席種の指定はできません。）

出演 ： モナコ公立モンテカルロ・バレエ団
※未就学児入場不可

モナコ公立
モンテカルロ・バレエ団

1/10（土）
申込締切 しなやかで柔らか

い音色を紡ぐウィー
ン放響とモスクワ・フィルを育て上げた
キタエンコ。ウィーンとロシアを結ぶすば
らしい顔合わせが実現します！

予定演目 ： 
プログラムA
グリンカ　歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
チャイコフスキー　ピアノ協奏曲第1番 変ロ短調
チャイコフスキー　交響曲第4番 ヘ短調　

プログラムB
ウェーバー　歌劇「オベロン」序曲
ベートーヴェン　交響曲第5番 ｢運命｣ ハ短調
ブラームス　交響曲第1番 ハ短調　

日時・会場・予定演目 ： 
2月28日(土) 14:00 横浜みなとみらいホール プログラムA 
3月  1日(日) 14:00 東京オペラシティ プログラムA  
3月14日(土) 14:00 東京オペラシティ プログラムB

価格 ： S席 15,000円→慶應カード価格 13,000円
出演 ： 指揮者：ドミトリー･キタエンコ

ピアノ：ヘルベルト･シュフ(プログラムAのみ出演)
管弦楽：ウィーン放送交響楽団

※未就学児入場不可

ウィーン放送交響楽団1/31（土）
申込締切

花売り娘が社交界の花
として成長する世界で
一 番 愛 さ れ て い る
ミュージカル。大地真
央の息をのむ美しさと
歌唱力で日本中を魅
了します。

日時 ： 4月12日（日）12:00
4月19日（日）12:00

場所 ： 帝国劇場
価格 ： S席 12,500円→慶應カード価格 11,800円
出演 ： 大地真央、石井一孝　ほか

マイ・フェア・レディ1/25（日）
申込締切

カードニュースにご紹介できなかった最新の公演情報は、Ｗｅｂサイトやメールマガジンでもご紹介しています。
Ｗｅｂサイトのみでご紹介している公演やメールマガジン読者限定の公演ご招待・ご優待情報もご案内しておりますので、
是非Ｗｅｂサイト・メールマガジンをご活用ください。

・メールマガジンはパソコンのメールアドレスでご登録ください。また、メールアドレスをお持ちでない方はご登録いただけません。
・ご登録にあたっては、Ｗｅｂサイトでご案内しているプライバシーポリシーをご確認の上、お申込ください。

塾員会員の方 → http://www.keiocard.com/mag/
塾生（学生）会員の方 → http://www.keiocard.com/smag/

Ｗｅｂサイト

メールマガジンの
配信登録

http://www.keiocard.com/shop/

元ＯＬの元子が入手し
た一冊の黒革の手帳を
もとに銀座でクラブを
開く。元子の美貌に群
がる男達、のし上がろう
とする彼女を待ち受け
ていたものとは･･･。

『サウンド・オブ・ミュージック』『王様と私』など、数々の傑作ミュージカルの生みの親、作曲家リチャー
ド・ロジャースと脚本家オスカー・ハマースタイン二世のゴールデン・コンビが、最も愛した作品と言わ
れる『回転木馬』。亡くなった若者が生前抱き上げるチャンスがなかった我が子を助けるため、天国から
1日だけ地上へ戻ることを許されるという愛の物語に、観る者は大きな感動を与えられます。
今回は東京湾屈指の豪華クルーザー、レディクリスタルのサンセットクルーズがセットになった特別企
画（出航時間：16時15分）。上演時期はちょうど桜の季節に重なります。ミュージカルの感動と船上か
らのお花見をお楽しみください。
作曲 ： リチャード・ロジャース　　　脚本・作詞 ： オスカー・ハマースタイン二世　　　演出 ： ロバート・マックイーン
出演 ： 笹本玲奈、浦井健治、坂元健児、はいだしょうこ、風花舞、安原義人、川﨑麻世、安奈淳　ほか

日時 ： 5月10日（日）11:00
5月23日（土）16:00　

場所 ： 明治座
価格 ： S席 12,000円→慶應カード価格 10,800円
出演 ： 米倉涼子、永井大、萬田久子、松本莉緒、横山めぐみ、

左とん平、田山涼成、渡辺哲 ほか

黒革の手帖2/5（木）
申込締切

世界的なサーカス集団
の演出スタッフらによ
る新たな西遊記が誕生！
スピィーディーなアクロ
バットシーンと京劇的な
要素と歌を駆使し、ダイ
ナミックなストーリーが
展開します。

日時 ： 2月5日（木）
13:00／18:30
2月7日（土）
12:00／17:30
2月8日（日）17:30
2月9日（月）13:00　

場所 ： 日生劇場
価格 ： S席 10,000円→慶應カード価格 7,500円
出演 ： 中川晃教、和央ようか、阿部力、Shoo、

ジュディ・オング　ほか

SUPER MONKEY
～西遊記～

1/10（土）
申込締切

男娼におぼれてゆく女優の性の目醒めと崩壊を美し
く、哀しく、そして熱く描いた物語。

日時 ： 3月13日（金）19:00
3月19日（木）14：00
3月21日（土）14:00　

場所 ： PARCO劇場
価格 ： S席 8,000円→慶應カード価格 7,500円
出演 ： 麻実れい、江波杏子、団時朗、今井朋彦、パク・ソヒ

鈴木信二　ほか
※未就学児入場不可

日時 ： 3月26日（木）13:30　クルーズ付　※4歳以上入場可
3月27日（金）13:30　※4歳以上入場可
4月11日（土）13：00　※未就学児入場不可
4月12日（日）13：00　クルーズ付　※未就学児入場不可

場所 ： 天王洲 銀河劇場
価格 ： 観劇のみ S席 12,000円→慶應カード価格 10,200円

観劇＋サンセットクルーズ（船上フリードリンク付）
→慶應カード価格 11,800円

※桜の見頃は 日程と一致しない場合があります。予めご了承ください。

ストーン夫人の
ローマの春 

1/10（土）
申込締切

銀河劇場企画制作ミュージカル初主催記念
１階１０列目以内のお席にてのブロードウェイ・ミュージカル「回転木馬」観劇と
豪華クルーザー・レディクリスタルでの東京湾クルーズをセットでお楽しみください

ブロードウェイの感動ミュージカルが登場 東京湾屈指の豪華クルーザー、レディクリスタル レインボーブリッジもくぐります ベイエリアの景色をフリードリンクとともに

同封の申込用紙もしくは　http://www.keiocard.com/shop/　よりお申込ください

サービスも生活もワンランクアップ『プレミアムクラブオフ』　
慶應ＯＭＣ ＧＯＬＤカード会員様への新サービス

国内外の宿泊施設22,000ヵ所の中からお好きなホテルをおトクにご利用できる他、映画、レジャー施
設、スポーツクラブやビューティなどライフスタイルをワンランクアップさせるメニューが盛りだくさん。

「プレミアムクラブオフ」なら
提携の宿泊・グルメ・レジャーなどが特別料金でご利
用いただけます。
国内で、海外で。いつもの予算で、ワンランク上の休
日を過ごしてみてはいかがですか？ 
詳しくは premium club off ホームページから
http://www.club-off.com/premium/
※会員登録はWebからとなります。
※ご登録時にメールアドレスを必ずご記入ください。

プレミアムクラブオフの優待例

このサービスは株式会社リラックス･コミュニケーションが提供するサービスです。

ホテル・旅館

ホテル阪神
大阪市福島区福島5-6-16
Tel.06-6344-1661
客室基本料金10～30％以上割引※1

梅田ＯＳホテル
大阪市北区曽根崎2-11-5
Tel.06-6312-1271
客室基本料金10～30％以上割引※1

大阪新阪急ホテル
大阪市北区芝田1-1-35
Tel.06-6372-5101
客室基本料金10～30％以上割引※1

くらま　大阪店
大阪市北区大深町1-1 ヨドバシカメラ梅田ビル8F
Tel.06-6374-3553
慶應カード提示による現金決済で、飲食代の
5％を割引（入店時に提示してください）※3

教育・文化施設

大阪四季劇場　　　（P.6）
大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスプラザＥＮＴ７F
Ｔｅｌ．06-4796-6700
チケット優待あり
国立文楽劇場　　　（P.6）
大阪市中央区日本橋1-12-10 
Tel.06-6212-2531
チケット優待あり
デジタルハリウッド大阪校　　　（P.5）
大阪市北区西天満6-5-17 デジタルエイトビル1F
Tel.0120-655-810
授業料10％割引

専門店

地球の歩き方　ヨーロッパ鉄道カウンター大阪
大阪市北区梅田2-5-25 ハービスプラザ３F 
Tel.06-6345-4401
航空券、パッケージ商品の割引（Web申込時のみ）

ミズノ　大阪店
大阪市中央区北浜4-1-23
Tel.06-6202-1171
お買い上げ代金10％割引※4

ミズノ　阪急三番街店
大阪市北区芝田1-1-3 阪急三番街 B1F
Tel.06-6372-9022
お買い上げ代金10％割引※4

ミズノウェルネスショップ　ウメダ
大阪市北区曽根崎2丁目梅田地下街5-3 ホワイティうめだB1F
Tel.06-6312-0697
お買い上げ代金10％割引※4

ミズノウェルネスショップ　ナンバ
大阪市中央区千日前1丁目 なんばウォーク5-23番街南通り
Tel.06-6213-6414
お買い上げ代金10％割引※4

セントラルフィットネスクラブ都島　　　（P.5）
大阪市都島区友渕町1-5-97
Tel.06-6921-1201
ビジター料金5,250円を2,100円に割引

リーガロイヤルホテル大阪
大阪市北区中之島5-3-68
Tel.06-6448-1121
客室基本料金5％割引

ラマダホテル大阪
大阪市北区豊崎3-16-19
Tel.06-6372-8181
客室料金10%割引、レイトチェックアウト15時まで

料飲施設・婚礼

太閤園
大阪市都島区網島町9-10
Tel.06-6356-1110
披露宴の料理・飲物料金の割引
中国料理　北京　ホテルグランヴィア大阪店
大阪市北区梅田3-1-1 ホテルグランヴィア大阪19Ｆ
Tel.06-6347-1317
料理・飲物利用料金10％割引※2

中国料理　北京　ホテル阪神店
大阪市福島区福島5-6-16
Tel.06-6454-8666
料理・飲物利用料金10％割引※2

庄屋　梅田新道ビル店
大阪市北区堂島1-1-5
梅田新道ビルB2F
Tel.06-6344-1075
慶應カード提示による現金決済で、飲食代の
5％を割引（入店時に提示してください）※3

庄屋　近鉄堂島ビル店
大阪市北区堂島2-2-2 近鉄堂島ビルB1F「フォレスタ21」
Tel.06-6345-4380
慶應カード提示による現金決済で、飲食代の
5％を割引（入店時に提示してください）※3

庄屋　新阪急ビル店
大阪市北区梅田1-12-39 新阪急ビルB2F
Tel.06-6344-4148
慶應カード提示による現金決済で、飲食代の
5％を割引（入店時に提示してください）※3

彩箸　ハービスPLAZA ENT店
大阪市北区梅田2-2-22 ハービスプラザ ENT 5F
Tel.06-4796-2080
慶應カード提示による現金決済で、飲食代の
5％を割引（入店時に提示してください）※3

ニュートーキヨー　第一生命ビル店
大阪市北区梅田1-8-17 第一生命ビルB2F
Tel.06-6346-7451
慶應カード提示による現金決済で、飲食代の
5％を割引（入店時に提示してください）※3

大阪第一ホテル
大阪市北区梅田1-9-20
Tel.06-6341-4411
客室基本料金10～30％以上割引※1

大阪東急イン
大阪市北区堂山町2-1
Tel.06-6315-0109
インターネット料金よりさらに割引
新阪急ホテルアネックス
大阪市北区芝田1-8-1
Tel.06-6372-5101
客室基本料金10～30％以上割引※1

三井ガーデンホテル大阪淀屋橋
大阪市中央区高麗橋2-5-7
Tel.06-6223-1131
客室正規料金10％割引（通年）

※1 各ホテルによりサービス内容が異なりますのでお確かめください。　　※2 一部施設のランチを除く。
※3 平日ランチタイムは除く 、一部ご利用いただけない店舗もございます。
※4 特別価格（セール品）および一部特定商品（公式野球ボール、金券、書籍類等）、修理、加工代を除く。
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慶應大阪リバーサイドキャンパス
福澤諭吉誕生地

適塾

大阪四季劇場

大阪市立美術館

デジタルハリウッド大阪校

NEW

ホテル阪神

NEW

国立文楽劇場

NEW

NEW

NEW

セントラルフィットネス
クラブ都島
セントラルフィットネス
クラブ都島

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

１月１５日（木
）

締切

創立150年の節目の年に、福澤諭吉生誕の地に慶應大阪リバーサイドキャンパスが開設され社中の注目度が高まる大阪エリア。これまでも
ホテルやレストラン、専門店と20軒以上の慶應カード独自協力店がありましたが、このたび、阪神ホテル、劇団四季や文楽などの文化施設、
クリエイター養成スクールのデジタルハリウッド、セントラルスポーツクラブの5軒が新規協力店となりました。今回は大阪市中心部の協力店を
一挙にご紹介いたします。日常生活はもちろんのこと、ご出張や、三田会、忘年会や新年会などをはじめとしたお集まりにも慶應カードの独
自協力店をご利用ください。

一覧に掲載の協力店の地図はこちらからもご覧いただけます。 ▶▶▶ http://www.keiocard.com/osakamap/

©1976,2008 SANRIO CO.,LTD. 
  APPROVAL NO. S9120109
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慶應大阪リバーサイドキャンパスを開設 ---ゆかりの地に広がる社中の絆

インフォメーション

大阪（大坂）が「天下の台所」と呼ばれた江戸時代、中之島周辺には全国諸藩の蔵屋敷が立ち並んでいました。中津藩、長岡藩、
秋田藩などの蔵屋敷が存在したエリアからは、当時の茶碗や人形が出土しています。福澤諭吉はこの中津藩の蔵屋敷に生まれま
した。後に官庁や学校用地、病院として市民に親しまれたこの土地が「“水の都”復活につながる、魅力的な水辺のまちを創造す
る」をコンセプトとした「水都・OSAKA αプロジェクト」の下で2008年5月2日に生まれたのが「ほたるまち」です。

慶應義塾は「福澤諭吉誕生地記念碑」が設置されているこの地に慶應大阪リバーサイドキャン
パスを開設、2008年5月3日の午前10時から記念式典が行われました。約80名が出席した式典
では、安西祐一郎慶應義塾長の挨拶に続き来賓の塩川正十郎東洋大学総長、錢高一善関西
合同三田会会長、塚本邦彦大阪芸術大学学長の皆様からご祝辞をいただきました。続いて
テープカットが行われ新しいキャンパスの門出を祝いました。

ほたるまちの堂島リバーフォーラム内にあるキャンパスでは、オープンキャンパスや入学説明会の
ほか、現在2つの講座を開講しています。今後は大学院プログラム、セミナーや講座を開講してゆく予定です。また、関西地域におけ
る社中の絆を深める拠点として、塾員、三田会や保護者の交流の場にご利用いただけます。福澤が生まれ、青年期には適塾で学
び、明治6年11月から同8年6月の間には大阪慶應義塾を開設していた地、大阪。慶應義塾創立150年という節目の年に、中之島 ・
梅田・福島と、大きく表情の違う街の接点部分にあり、敷地内には放送局、ホールをはじめ、商業施設や住宅と多彩な表情と機能を
持つ「ほたるまち」が福澤生誕の地に、そして「ほたるまち」の中に慶應義塾の教育・研究・社会貢献の実践の場となる慶應大阪リ
バーサイドキャンパスが生まれたということに、慶應義塾のもつ使命そしてさらに深まりゆくであろう社中の絆を感じました。（編集部）

現在開催中の講座
▶慶應義塾大学主催　慶應義塾福澤研究センター講座「『学問のすゝ め』を読む」
（2008年11月1日（土）～2009年3月14日（土）全6回、講座ごとの申込も可能です。）
▶慶應大阪リバーサイドキャンパス「夕学（せきがく）講座」
（2008年10月17日（金）～2009年2月2日（月）全17回、講座ごとの申込も可能です。）
講座詳細はこちらから→　慶應大阪リバーサイドキャンパス　http://www.korc.keio.ac.jp/

堂島リバーフォーラムのある「ほたるまち」

福澤諭吉誕生地記念碑

慶應義塾大学出版会より
慶應カレンダー2009年を10名様にプレゼント

創立150年記念事業室より
未来をひらく福澤諭吉展（東京開催分）のご招待券を
10組20名様にプレゼント

慶應義塾ワグネル・ソサィエティー・オーケストラ
第197回定期演奏会に20組40名様をご招待
2009年3月1日（日）　14:00開演
会場：サントリーホール
曲目 ワーグナー：オペラ『タンホイザー』序曲

マーラー  ：交響曲第10番 嬰ヘ長調
ブラームス：ピアノ四重奏曲第1番 ト短調 op.25（シェーンベルク編曲版）

指揮：飯守泰次郎

創立150年記念事業室より
記念式典参加者に配布されたネックストラップ（非売
品）を5名様にプレゼント

◆プレゼント各種　応募方法：官製はがきにてご応募ください。
必要記入事項：ご希望のプレゼント名、住所、氏名、電話番号、塾員番号（カード券面左下の番号9桁）、カード会社名
応募先：〒108-8345　東京都港区三田2-15-45　慶應義塾（慶應学術事業会）　慶應カード読者プレゼント係
応募締切：2009年1月10日（土）（当日消印有効）
●当選の発表は、商品の発送をもって代えさせていただきます。
●ご応募いただいた方には、プレゼント提供元より各種情報をお送りする場合がございます。

◆「チケットプレゼント」応募方法：往復はがきにてご応募ください。往信用に住所、氏名、塾員番号、カード会社名を、返信用には宛先住所、氏名をご記入のうえ、
お申込ください。お１人様１通のみのご応募となります。２通以上お申込の場合無効となりますので、ご注意ください。 
応募先： 〒108-8345　東京都港区三田2-15-45　慶應義塾（慶應学術事業会）の（該当のチケット名）係
応募締切：2009年1月10日（土）（ワグネル・ソサィエティー・オーケストラ　必着）　2009年3月31日（火）（アメリカンフットボール　必着） 
●当選の発表は返信はがきの発送（ワグネル・ソサィエティー・オーケストラ：1月15日頃、アメリカンフットボール：4月10日頃）をもって代えさせていただきます。

　維持会は、明治34年の福澤先生逝去の折に、義塾の教育・研究活動を財政面から支援する目的で設立された伝統ある組織です。会員
の皆様からの醵出金およびその運用益は、塾生への奨学支援を事業の中核に、義塾の教育・研究活動の充実のために幅広く有効に活用
させていただいております。平成19年度からは「慶應義塾維持会奨学金」を新設し、地方出身者を優先採用とした維持会独自の奨学金と
して、成績優秀な塾生に対し奨学金を支給することとし、義塾の奨学金制度をよりいっそう充実させることとしました。
　カード会員の皆様には、義塾が21世紀の先導者にふさわしい学塾として発展していくために、義塾との絆をさらに深めていただきたく、
維持会へのご加入をお願い申し上げます。なお、維持会にご入会いただきますと、義塾機関誌『三田評論』を芳名掲載号からご加入期間贈呈
いたします。すでに維持会員としてご協力いただいている皆様には、引き続きあたたかいご支援を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

お問合せ先　　慶應義塾基金室  維持会担当　　〒108-8345　東京都港区三田2-15-45
　　　　　　　TEL ： 03-5427-1545（平日9:00～17:00）　FAX ： 03-5427-1546
　　　　　　　Webサイト　http://www.kikin.keio.ac.jp/ijikai.html　　E-mail  :  kikin-box@adst.keio.ac.jp

慶應義塾維持会のご案内

慶應義塾塾員センター・慶應カード事務局より住所・改姓名の変更届はお早めに
登録内容が変更になった場合は以下のA・B2箇所に届け出る必要があります。カードのご利用等にご不便が生じることもありますので、お早めにお届けください。

B. 各カード発行会社インフォメーションセンター

住所変更案内ページ　http://www2.jukuin.keio.ac.jp/reg.html
上記のページもご参照の上、氏名（漢字･フリガナ）、卒業年、学部、生年月日、
変更事項を次のいずれかの方法により必ず塾員ご本人がお届けください。
1.郵便 〒108-8345 東京都港区三田2-15-45
2.FAX 03-5427-1546
3.E-mail infoalumni@info.keio.ac.jp
4.慶應オンラインより

慶應義塾
塾員センター  宛

JCBインフォメーションセンター 東京 0422-76-1700　大阪 06-6941-1700
三井住友カード 変更受付デスク 東京 03-5392-7411　大阪 06-6228-1222
UCカード  UCコミュニケーションセンター 東京 03-5531-6200　大阪 06-6226-0981
DCカード  コールセンター 東京 03-3770-1177　大阪 06-6533-6633
UFJカード　コールセンター 東京 03-3242-3611　名古屋 052-251-1220
NICOSカード　NICOSコールセンター 東日本 03-5940-1122　西日本 06-6616-0520
ダイナースクラブ　コールセンター 0120-074-024
OMCカード  OMCサービスセンター 東京 03-5638-3411　大阪 06-6339-4071

Ａ. 各地区の学事センターまたは塾員センター
塾生カード　　　　　塾員カードをお持ちの学部生・大学院生の方

→各地区の学事センターにお届けください。

上記以外の塾員カードをお持ちの方

→慶應義塾塾員センターにお届けください

お待たせいたしました。慶應カードニュースをお
届けいたします。今回は大阪エリア、創立150

年記念式典についてご紹介することができました。慶應カードも皆様のお役に
立てる「絆の一枚」としてますますがんばりますのでよろしくお願いいたします。
では、次回の慶應カードニュースでお会いいたしましょう。　　　　（すがわら）

慶應カードニュース 2008.12 Vol.20
2008年12月15日　発行
発行人：茂木愛一郎　編集：慶應カード事務局
株式会社慶應学術事業会　慶應カード事務局
〒108-8345　東京都港区三田2-15-45 慶應義塾 三田キャンパス内
TEL: 03-3453-3854　FAX: 03-3457-9633

塾生 塾員

塾生 塾員

塾生 塾員

慶應カード事務局より
創立150年記念の記念乗車券を3名様にプレゼント

慶應カード事務局より
創立150年記念の記念切手帳（消印入り）を5名様にプ
レゼント

慶應カード事務局のたけもとより
出張時に購入したマンマ・ミーア、オペラ座の怪人のパン
フレットを各１名様にプレゼント（お申込の方に自動抽選）

塾生 塾員

塾生 塾員

塾生 塾員

塾員 慶應義塾体育会アメリカンフットボール部
アメリカンフットボール対抗戦に20組40名様をご招待
2009年の春季を彩る試合のチケットを抽選で20組（40名様）に
プレゼントいたします。
試合は、5月～6月の土曜日、日曜日または祝祭日に開催予定です。
詳細は3月1日以降お電話で事務局までお問合せください。

塾員

塾員

塾生 塾員…塾生カードをお持ちの方対象のご案内です …塾員カードをお持ちの方対象のご案内です

塾生 塾員

塾員
2008年11月8日（土）、慶應義塾創立150年記念式典が日吉キャンパス陸上競技場において開催されました。日吉キャンパスに約8,300名、
中継会場の三田キャンパスに約3,100名、湘南藤沢キャンパスに約600名、大阪会場（堂島リバーフォーラム）に約700名の来賓・招待者、
塾生、塾員、保護者、教職員等が集い、またインターネット配信を通じてご覧になった方も多いと思います。出席者が続 と々入場する中、会
場内大型ビジョンには慶應義塾の歩みや学生生活の様子などが映し出されました。12時からの式典前プログラムでは、各会場からの中
継、「日本の近代化150年と慶應義塾社中の絆」をテーマとしたプログラムや慶應義塾祝典曲の演奏などが行われました。慶應義塾創立
150年記念式典ファンファーレの演奏とモーターグライダーによる会場上空の記念飛行から始まった式典には、天皇皇后両陛下の御親臨

を仰ぎ、国内・海外の大学の学長をはじめ多くの来賓が登壇しました。開会の辞、安西塾長の式辞に続
き、天皇陛下よりおことばを賜りました。その後、国内・海外の大学の学長、塾員代表からの祝辞、塾生代
表2名による誓いの言葉の後、慶應義塾塾歌を参加者全員が斉唱し閉会の辞が述べられました。その後、普通部生徒によ
る和太鼓演奏に続いて幼稚舎から大学院までの各校代表、各界で活躍する塾員の方々が未来先導宣言として未来への
力強いメッセージを発表。それを受けて、應援指導部による未来へのエールと呼びかけのもと、出席者全員が肩を組みなが
ら若き血と慶應讃歌を力強く大合唱、日吉会場そして各中継会場ともに笑顔と熱気に包まれながらフィナーレを迎えすべて
のプログラムが終了しました。（編集部）

創立150年記念式典を挙行

式辞を述べる安西塾長

メイン会場となった日吉キャンパス



慶應義塾は2008年、創立150年を迎えました。これを記念して東京、大阪、福岡で「未来をひらく福澤諭吉展」が開催されます。慶應義
塾の創立者・福澤諭吉は、幕末明治の激動の時代にあって思想家として革新的な活動を展開しました。当時の知識人がこぞって官
職を求めたなかで、福澤は生涯、無位無冠の一市民であることを貫き、常に批判精神を以って「異端」として排斥されることをも恐れ
ず、権威や世論の大勢に抗して、自分の信ずるところに従いました。本展覧会では、慶應義塾の原点となる理念を述べた「山口良蔵書
簡」が初公開となるのをはじめ、遺品、遺墨、書簡、自筆草稿、著書、および福澤の門下生が収集した美術コレクションや慶應義塾ゆか
りの名品などを体系的に紹介し、福澤の多方面にわたる先導的な活動を捉えなおします。

東京展：2009年1月10日（土）～3月8日（日）　
東京国立博物館 表慶館

福岡展：2009年5月2日（土）～6月14日（日）　
福岡市美術館 

大阪展：2009年8月4日（火）～9月6日（日）
大阪市立美術館

公式Webサイト　
http://www.fukuzawa2009.jp/
なお、2009年8月22日（土）から9月23日（水・祝）まで、福澤諭吉と神
奈川、横浜に焦点をあてた展覧会を神奈川県立博物館で開催します。

「未来をひらく福澤諭吉展」を開催 

開催期間･会
場 東京国立博物館 表慶館（2009年1月10日（土）～3月8日（日））への入場券

を団体料金でお求めいただけますのでぜひご利用ください。
慶應カードWebサイト　http://www.keiocard.com/shop/ もしくは同
封の申込書にてお申込いただけます。

一般当日料金　　1,200円　→　慶應カード価格　900円
大学生当日料金　1,000円　→　慶應カード価格　700円
高校生当日料金　    800円　→　慶應カード価格　500円
※中学生以下は無料

プレゼントがあります 詳細は8ページをご覧ください。

プレゼントがあります 詳細は8ページをご覧ください。

塾員メールアドレス（○○＠卒業年.jukuin.keio.ac.jp）をお持ちの方は、簡単にご入会いただけますので、ぜひご登録ください！！

「KEIO BOOK CLUB」で人とつながる、本とつながる
KEIO BOOK CLUBとは、塾員の皆様に慶應義塾大学出版会の書籍をはじめ会
員限定の読み物、大学研究機関や一貫教育校で刊行している様々な慶應義塾に関
する書籍、ジャーナルなどの情報をお届けするウェブサイトです。また毎月、各分野
でご活躍の塾員や先生方からの寄稿もご覧いただけます。

入会無料 塾員専用の読書クラブ「KEIO BOOK CLUB」がオープン！

読書に嬉しい特典もございます！
KEIO BOOK CLUBでは会員の皆様に次のようなサービスをご提供します。

塾員や教職員からの寄稿文、卒業生の活躍、慶應義塾や福澤諭吉に関す
る情報をご覧いただけます。

ご購入いただいた書籍を送料無料でお届けします。
（ただし、特別商品および海外への発送に関わる送料は別に定めます。）

ご注文から24時間以内に発送いたします。
（ただし、土日祝日および当社にて定めた年末年始休暇を除きます。）

当クラブ内の割引対象書籍に対し5%割引を実施いたします。
（慶應カードでご購入の方はさらに5％割引となります。）

※詳細は以下をご覧ください・・・
　KEIO BOOK CLUB会員規約　http://www.keio-up.co.jp/kbc/rule.html

お問合せ先
運営 ： 慶應義塾大学出版会株式会社
電話 ： 03-3451-6926　E-mail : kbcsupport@keio-up.co.jp

特典1

特典2

特典3

特典4

無期限にポイントをため続けられる、夢のポイントプログラム「永久不滅ポイント」。
今なら、20,000ポイント分のアイテムをプレゼントするキャンペーンを実施中です。アイテムは1点でも複数でも
20,000ポイント以内なら組み合わせは自由。カードをご利用すればするほど、当せんのチャンスもアップします！

「永久不滅ポイント」アイテムの中から、お好きなアイテム
20,000ポイント分をプレゼント

対象：期間中にご応募いただき、UCカードまたは《セゾン》
カードのご利用金額合計が5万円（税込）以上の方
※5万円（税込み）を1口として抽せんいたします。

■インターネットで　www.uccard.co.jp
「アットユーネット！」ログイン後、「キャンペーン応募」からご応募ください。
※「アットユーネット！」へのユーザー登録（無料）が必要です。
●「アットユーネット！」からのご応募なら当せんチャンスが2倍！

■お電話で
キャンペーン専用ダイヤル（24時間・自動音声受付）
東京　03-5531-6633　　大阪　06-6228-5757
キャンペーン専用ダイヤルへ電話▶キャンペン番号01を入力▶UCカード会員番号（16桁）を入力

UCカードを使って当てよう　　　  20,000ポイント分のアイテムをプレゼント

※期間中、1回のご応募でキャンペーン終了（2009年3月31日）まで有効。※期間中のご利用金額を合算し、5万円（税込）を1口として抽せんいたします。※UCカードと《セゾン》カードのご利用金額は合算されませ
ん。また、複数枚のUCカードのご利用金額は合算されません。※年会費、キャッシングサービス、カードローン、各種手数料などは抽せんの対象となりません。※プレゼントは20,000ポイント分を上限とし、20,000ポイ
ントに満たない場合の端数は切り捨てとさせていただきます。※一部、プレゼント対象外となるアイテム（各種ギフトカードなど）があります。※「永久不滅ポイントアイテムカタログ」記載のアイテムは、予告なく変更させ
ていただく場合があります。※（株）クレディセゾンが実施する他のキャンペーンとの重複当せんはありません。※当せん者の発表は、当せんのご案内の発送（2009年6月頃）をもってかえさせていただきます。

期　間
2008年10月1日（水）～
2009年3月31日（火）　

特典
「リボ」「分割払い」なら当せんチャンス5倍！
店頭でカードご利用の際に、「リボ」もしくは「分割払い」をご指定、または事前
に「リボ宣言サービス」をご登録いただいた方は、ご利用金額5万円（税込）を
5口として抽せんいたします。
※ご利用後のリボ変更は対象外となります。

抽せんで
500名さま

応
募
方
法

http://www.keio-up.co.jp/kbc/無料で簡単に
ご入会頂けます

Webページ右上の「新規登録の方はこちら」をクリック
し、登録手続きをお願いいたします。
※会員登録には、「慶應オンライン」（運営：慶應義塾塾員センター）
で、塾員を対象に発行される「塾員メールアドレス＊」が必要です。
＊○○＠卒業年.jukuin.keio.ac.jp

塾員メールアドレスの発行はこちら
　　慶應オンライン ： https://www.jukuin.keio.ac.jp/



※1 カード番号

※2 有効期限

※4 カード名義

※3 カード
左下番号

カード会社
〈塾生カード〉 〈塾員カード〉

□JCB □三井住友 □UC □DC
□UFJ □NICOS □Diners □OMC

カード番号 ※1

カード有効期限 ※2

カード左下番号 ※3

カード名義 ※4

FAX：（03）3457-9633　慶應カード事務局行
下記の注意事項をご確認いただき、本紙に必要事項をご記入の上、お申込ください。

■お問合せ先　慶應カード事務局（慶應学術事業会）Tel:（03）3453-3854　（月）～（金）8：30～17：00（11：30～12：30は除く）
　E-mail:info@keiocard.com　URL:http://www.keiocard.com/　　冬期休業 2008年12月27日～2009年1月5日

◆お申込は慶應カード会員の方に限らせていただきます。
◆先着順に受付し、予定数になり次第締め切らせていただきます。チケットがお取りできない場合のみ、Fax受信後5日以内にお申込者あてにご連絡いたします。冬期休業
中の受付分は1月6日以降のご連絡となります。あらかじめご了承ください。

◆席番は主催者提供席を受付順に配布させていただきますのでご了承ください。
◆お申込後のキャンセル・変更をお受けできません。
◆チケットは公演日の約2週間前までの発送を予定しております。また、いかなる事情（紛失・消失・破損等）があってもチケットの再発行はいたしません。
◆チケット代金および発送手数料は、通常カードご利用代金と同様に自動引き落としとなります。お支払いは慶應カードでの一括払いのみとさせていただきます。お席を確保
した時点でお支払い請求をたて、チケットご送付前にお支払いいただくことになりますのでご了承ください。なお、掲示価格には消費税等が含まれております。

◆ご提供いただきました個人情報はチケット代金の決済およびチケットの送付に利用いたします。また一部公演につきましてはサービスのご提供に必要な場合に限り主催者
と共有する事がございます。

チケット関連注意事項

お支払いについて　　必ずご記入ならびに該当するものにチェックをお願いします4

お申込される方についてご記入ください1

ご希望の公演名とご希望枚数をご記入ください2

ふりがな TEL

E-mail様

FAX

お申込日 年　　月　　日

氏　　名

ご 住 所
アパート・マンション名

事務局からご連絡する場合のご希望の連絡方法　　□TEL　　　□FAX　　　□E-mail

公　演　名 公　演　日　時

月　　日　　：　　～ 円/枚
① ② ③ ①x②+③

枚 400円 円

月　　日　　：　　～ 円/枚
① ② ③ ①x②+③

枚 400円 円

月　　日　　：　　～ 円/枚
① ② ③ ①x②+③

枚 400円 円

月　　日　　：　　～ 円/枚
① ② ③ ①x②+③

枚 400円 円

月　　日　　：　　～
●1公演につき発送手数料として別途400円ご負担いただきます。

円/枚
① ② ③ ①x②+③

枚 400円

合　計
円

円

慶應カード価格 枚数 発送手数料 小計

ご希望枚数をご記入ください3
公　演　名 開催期間・会場

東京国立博物館
2009年1月10日（土）～3月8日（日）未来をひらく福澤諭吉展

一般 当日 1,200円
→900円/枚

大学生 当日 1,000円
→700円/枚

高校生 当日 800円
→500円/枚

① ② ①x②

枚 円
① ② ①x②

枚 円
①

③

② ①x②

上記+

枚 円

円

●1回のお申込につき発送手数料として別途200円ご負担いただきます。

合　計
発送手数料　　　200円 200円

慶應カード価格 枚数 小計
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