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東京六大学野球 2011春季リーグ戦で33回目の優勝
東京六大学野球2011春季リーグ戦は4月9日（土）に開幕し、
5/30（月）
に慶應義塾が優勝を飾り終了となりました。勝ち点５、
２季ぶり33回目の優勝、全ての大学から勝ち点を奪う完全優勝
は1992年秋以来37季ぶりとなる快挙でした。優勝を決めたの
は5月30日の2回戦。3回表に伊藤選
手（環境情報学部４年）と宮本選手
（法学部政治学科４年）のタイムリー
で先制、投げては竹内（大）選手（環
境情報学部3年）
と福谷選手（理工学
部電子工学科３年）のリレーで早稲田大学の追い上げを振り切
り4対3で勝利しました。平日にもかかわら
ず、試合開始前から三塁側の応援席、内野席、
外野席には多くの塾生や塾員が駆けつけ、
スタンドが一体となって応援しました。

打撃成績
2位 伊藤 隼太

試合後には神宮外苑絵画館前から三田キャンパスまで約2時
間かけての優勝パレードが催され、提灯や優勝小旗を手に1,500

投手成績
1位 福谷浩司
4位 竹内大助

人がパレードに参加しました。
三田キャンパス中庭での優勝祝賀会では、清家篤塾長や江藤

ベストナイン
伊藤 隼太（外野手）
山崎 錬 （三塁手）

省三監督の挨拶、鏡割り、應援指導部のステージなどが行われ、
パレードの参加者に加え到着を三田山上で待ち構えていた塾
生や塾員、地元の方々など約3,000人が野球部の優勝を祝いま
した。祝賀会では「丘の上」
、
「慶應讃歌」
、
「若き血」
を歌い、三

「ファンが選ぶMVP」
1位 伊藤 隼太（外野手）
3位 山崎 錬 （三塁手）
5位 福谷 浩司（投 手）
8位 竹内 大助（投 手）

田山上は優勝の歓びに包まれました。
東日本大震災など暗い話題が多い中で、胸がすくような爽や
かで明るいニュースとなりました。2011年秋期リーグに向けて、
野球部のますますの活躍をお祈りしています。

写真提供：慶応スポーツ新聞会

熱いご声援ありがとうございました

東京六大学野球とは

2010年秋季リーグ戦、私たちは齊藤祐樹擁する宿敵・早稲田大学を

東京六大学野球連盟は、早稲田・慶應義塾・明治・法政・東京・立教

あと一歩というところまで追い詰めましたがわずかに届かず、2位と

の6つの大学で構成される野球リーグです。明治36年（1903年）に

いう結果に終わりました。今年は昨年4番を務めた伊藤隼太(環境情

第1回 の早慶戦が挙行され、大正3年
（1914年）に早慶明の三大学に

報学部・4年)が主将を務め、
『日本一・連覇・全勝優勝』という目標を

よって初めてリーグ戦として試合を行うようになりました。その後、

掲げ春のリーグ戦に臨みました。結果は皆さんご存知の通り、37季

法政、立教、東大が加入し、大正14年
（1925年）9月20日の明大対立

ぶりの完全優勝。その後の第60回全日本大学野球選手権では決勝

大第1回戦が連盟創設初試合となりました。大正15年（1926年）に

戦で東洋大学(東都大学野球連盟代表)に敗れ日本一のタイトルを逃

は連盟の協力のもと完成した明治神宮野球場で全ての試合を行って

してしまいました。しかし、悔しさと同時に秋に向けての課題が見つ

きました。第二次世界大戦による中断や、戦後の明治神宮野球場の

かる大会でした。秋には再び社中が一つになり目標が達成できるよ

米軍接収などの紆余曲折を経て、昭和27年（1952年）より春秋リー

う、これから頑張って参ります。引き続き、ご声援の程よろしくおね

グ戦、新人戦の全試合を再開し、現在まで中断なく続いています。大

がいいたします。

学最古のリーグとして、日本のアマチュア野球の発展に寄与し、103
慶應義塾体育会野球部

主務

永家 伸洋

名*の連盟関係者が野球殿堂入りしています。（*平成21年2月現在）
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慶應カード新規協力店のご案内
慶應カードの趣旨にご賛同いただいた協力店をご紹介いたします。

株式会社トッパントラベルサービス

旅行

トッパントラベルサービスでは、慶應カード会員様専用のツアーデスク
『慶應
カードトラベルデスク』を開設いたしました。国内・海外のパッケージツアー
が３～５％割引になるお得なサービスです。慶應カード会員様だけではなく、
ご同行者様も割引になりますので、グループ旅行には最適です。
電話・FAX・専用webでお申込みいただけますので、わざわざ店頭にお並び頂
かなくてもご予約が可能です。ご旅行がお決まりになりましたら、まずはお
問合わせください。
※一部お取扱いできない商品がございますので、予めご了承ください。

オーストラリア・ビーチ

※読者プレゼントがございます。P8をご覧下さい。

サン・ピエトロ寺院

優待内容

[所在地] 東 京都港区浜松町2-6-2 藤和浜松町ビル７階
[電話] 03-5403-9272 [営業時間] 10：00～18：00
[定休日] 年末年始12月29日～1月3日

◆国内・海外パッケージツアーが３～５％割引
慶 應カード会員様だけでなく、ご同行者様も割引になります。
（一部除外商品あり。）
※ご予約の際は、
『慶應カード会員』である旨をお伝えください。
※詳細は、http://kcd.bz/toppanにてご確認ください

blossom39*代官山

専門店

※詳細は、http://kcd.bz/toppanにてご確認ください。
※短縮URLサービスを利用しています。

blossom39*みなとみらい

おしゃれで実用的なベビーグッズが見つかる

一 味 ち が う ベ ビ ー グ ッズ が 揃 って い る

お店。ベコバタフライ2やマンジュカ、その

blossom39*が横浜みなとみらいにオープン。

他多くのベビーキャリアがご試着いただけま

ご出産準備や、必ず喜ばれる出産祝いのアイ

す。スマートに二人乗りができるベビーカー、

テムを自信を持っておすすめいたします。特

フィルアンドテッズや人気の三輪ベビーカー、

におすすめなのがフラワーアーティストの店

ゾロガルバやマウンテンバギーなどベビーグ

長が作るダイパーケーキ。実用性、ファッシ

ッズ専門店ならではの品揃え。日々の育児を

ョン性共にイチオシです。ご予算やイメージ

楽しみたいトレンディママ＆イクメンパパに

に合わせてお作りいたします。その他インポ

ご満足いただけるアイテムを豊富に取り揃え

ートブランドのベビーキャリーやベビーカー

ております。

もぜひご覧ください。

優待内容

会計時の慶應カード提示で
５％割引
＊オンラインショップは除く
＊セール品などの一部除外品あり
＊他のサービスとの併用不可

優待内容

専門店

会計時の慶應カード提示で
５％割引
＊オンラインショップは除く
＊セール品などの一部除外品あり
＊他のサービスとの併用不可

[所在地] 東京都渋谷区代官山町17-4 代官山アドレス・プロムナード2F
[電話] 03-6416-9323 [営業時間] 11:00〜20:00

[所在地] 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-2 クイーンズイースト4F
[電話] 070-5519-1939 [営業時間] 11:00～20:00

[定休日] 年末年始
[URL] http://www.blossom39.com/

[定休日] クイーンズイーストに準ずる
[URL] http://www.blossom39.com/

スタジオファンタジスタ

専門店

スタジオ ファンタジスタは、ブライダル・成人式・七五三・お宮参り等、お
子様からお年寄りの方までご利用いただけるトータルフォトスタジオで
す。 衣装・ヘアーセット・メーク・着付・撮影・お写真選びのプロセスをすべ
て店内で行います。 最新の画像処理機器を使用し豊富なバックスクリー
ンと効果的なライティングで専門スタジオならではのお写真をお撮りし
ます。カメラマンをはじめ、接客は全て女性スタッフが行いますので小さ
なお子様も安心です。スクリーンや小物、ポーズなどお客様のご希望がご
ざいましたら何なりとおっしゃってください。多くのポーズを納得のいく
までお撮りします。 大切なご家族の記念撮影に、思い出に残る1ページ
をお手伝いさせていただければ幸いです。

優待内容
◆会計時の慶應カード提示で通常価格より10％割引
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[所在地] 神奈川県相模原市南区 相模大野４−５−１７
ロビーファイブ２Ｆ
[電話] 042-740-1661 [フリーダイアル] 0120-283-243
[営業時間] 10:00～18:00 [定休日] 火曜
[URL] http://www.studio-fantasista.com/

慶應カード協力店の検索は • • • http://www.keiocard.com/search/

グランデスク

教育

会員制有料自習室グランデスクは、新宿御苑前
と日本橋にある会員制の有料自習室です。グラ
ンデスク新宿は新宿御苑前駅直結ビルにあり、

グランデスク東京

またグランデスク東京は日本橋駅徒歩２分のと

●日本橋駅B1出口より徒歩2分

ころにあるので、通勤や学校の行き帰りに気軽

●東京駅八重洲北口・八重洲中央口より徒歩4分
●三越前駅6番出口・茅場町駅12番出口より徒歩6分

に立ち寄れるアクセスの良さが魅力です！資格

[所在地] 東京都中央区日本橋3-7-7日本橋アーバンビル3階

試験や語学の勉強、仕事の整理、読書、執筆な

[電話] 03-3358-7774

どにも使え、都心の一等地に自分専用の勉強場

[営業時間] 6:00～23:30

[定休日] 無休

[URL] http://www.grandesk.net/grandesk_tokyo.html

所をリーズナブルな価格で確保できます。お仕
事帰りの時間を有効に使って、資格試験や語学

グランデスク新宿

などの勉強をされてはいかがでしょうか。

●JR新宿駅東口、南口より徒歩9分
●都営新宿線新宿三丁目駅徒歩4分
●丸の内線新宿御苑駅直結

優待内容

[所在地] 東京都新宿区新宿2-1-13 フーバー新宿御苑ビル8階
[電話] 03-3358-7774 [営業時間] 6:00～23:30 [定休日] 無休
[URL] http://www.grandesk.net/grandesk_shinjuku.html

◆契約時の慶應カード提示で利用契約期
間中、有料自習室の利用料金を５％割引
※現金でお支払下さい。

レンタル自習室  
「サクセス・ロード茅場町」

教育

東京・茅場町のレンタル自習室。資格取得試験や昇進試験などに向け、学
習している方々にご利用頂いております。
月極契約の他、１日間の利用等、コースも多彩。早朝6：00～24：00まで
利用可能・年中無休・全席指定席・ＬＡＮ完備なので、通勤・通学の途中に立
ち寄り、学習スケジュールに合ったご利用が可能です。
ご利用の方は、20～30代の社会人が中心ですが、40代以上の方も３割
を占め、更なるステップアップを目指し学んでおられる意欲的な方々にお
越し頂いております。人形町・水天宮前・日本橋・浜町駅からも徒歩数分です。

優待内容

●茅場町徒歩４分、人形町・水天宮前徒歩５分、日本橋徒歩７分
[所在地] 東 京都中央区日本橋小網町11-4 日東ビル3Ｆ

◆お申込時の慶應カード提示で、月極コースの初回利用期間に一週
間
（約4,000～5,000円相当）をプラスします。

[電話] 03-6661-1069 [営業時間] 6：00～24：00
[URL] http://www.success-road.biz/
[E-mail] mail@success-road.biz

※現金でお支払下さい。

慶應JCBゴールドカード
間限定

期

[定休日] 無休

期間中、慶應JCBゴールドカードにご入会・お切り替えいただくと

ご入会キャンペーン
お申込み方法

下記URLより申込書をご請求ください。

http://kcd.bz/keiojcb

お申し込み受付分まで
※2012年1月31日
（火）
までにカードが発行された方が対象となります。
※カード発行には
「必要書類」のご返送が必要です。
※書 類をご返送いただいてからカード発行の手続きとなりますので、
お早めにお申し込みください。
※カード発行には4～6週間ほどかかる場合もございます。

※すでに
「慶應JCBゴールドカード」
にご入会
いただいている方は対象となりません。※カ
ードのご入会に際しましては所定の審査がご
ざいますので、あらかじめご了承ください。
審査によりゴールドカードが発行されず自動
的に一般カードへのお申し込みとなった場合

も対象となりませんのでご了承ください。※
カード発行手続きに際し、お勤め先またはご
自宅へ連絡させていただく場合がございます
のでご了承ください。※本紙はカード発送時
に同封いたしかねますので、キャンペーン終
了後まで大切に保管してください。

対象：ご入会後、指定期間中にショッピング合計10万円以上ご利用いただいた方全員

キャンペーン詳細
特典付与時期

2011年6月1日
（水）
～12月31日
（土）

・特典付与時点
（キャッシュバック日）
で退会されている場合
・特典付与時点
（キャッシュバック日）
でカードをお切り替えされている場合
・家族会員追加の場合
・お振り込み時点で口座のご登録がない場合は、キャッシュバックの対象となりません。

対象：期間中に慶應JCBゴールドカードにご入会いただいた方全員

【特典2】5,000円キャッシュバック!!

【特典1】初年度年会費
（10,500円／税込）をキャッシュバック！

キャンペーン期間

■ご注意事項
【下記の場合は本キャンペーンの対象となりません。】

【特典1】初年度年会費
（10,500円／税込）
をキャッシュバック!!

①2011年6月1日（水）～9月30日（金）入会の方 ➡ 2011年12月12日（月）振替分にて
②2011年10月1日（土）～2012年1月31日（火）入会の方 ➡ 2012年4月10日（火）振替分にて

【特典2】5,000円キャッシュバック
（ご利用条件付き）
ご入会日

ショッピングご利用対象期間

キャッシュバック日

1 2011年6月1日（水）～9月30日（金） ご入会～2011年12月15日（木）締切 2012年2月10日（金）振替分
2 2011年10月1日（土）～2012年1月31日（火） ご入会～2012年4月15日（日）締切

2012年6月11日（月）振替分

【特典1】
【特典2】
・一旦年会費を全額お振り替え後、キャッシュ
・年会費、ショッピングリボ払い・分割払い手数料、キャッシングサービスなどはご利用金額の対象となりません。
バック対象月のお振替分の「カードご利用代
・キャンペーン期間内にご利用加盟店から届いた売上票が対象となります。
金明細書」上の「ご利用金額」欄および会員
・一旦カードのご利用額を全額お振替後、ご利用条件を満たした方のみ、キャッシュバック対象月お振替分の
「カードご
専用WEBサービス「MｙJCB（マイジェーシ
利用代金明細書」
上の
「ご利用金額」
欄に5,000円をマイナス表示いたします。
ービー）
」の「カードご利用代金明細」画面へ
・当月お振り替えのない場合は、ご登録の口座にお振り込みさせていただきます。
10,500円
（税込）をマイナス表示いたします。 ・売上票の到着時期によって、対象とならない場合がございます。
・当月お振り替えのない場合は、ご登録の口
・家族カードのご利用分もキャッシュバックの対象となります。
座にお振り込みいたします。
・本キャンペーンのご利用分は、JCBが同時期に実施する他のキャンペーンの対象となりません。

ご入会に関する
お問い合わせ

ゴールドデスク
（入会ご案内専用）0120-800-978
9：00AM〜5：00PM 年中無休
（年末年始を除く）

※電話番号は、お間違いのないようおかけください。
お問い合わせ番号：11-021 ※お問い合わせの
際は
「お問い合わせ番号」
をお知らせください。
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鑑賞ご優待チケット
慶應カード会員の皆様に、お芝居、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。

様々なエンターテイメントチケット取扱開始!

最新情報はWebサイト・メールマガジンで!

キョードー東京チケット
取扱開始

アトリエ・ダンカン
チケット取扱開始

サンリオピューロランド
チケット取扱開始

tvk
（テレビ神奈川）
の
チケット取扱開始

国内外のアーティストのコンサー

様々な才能を持つアーティス

ハローキティをはじめ、シナモン、

神奈川県内でのコンサートや

トや演劇から、ミュージカル、イ

ト の マ ネ ジメント、演 劇、

シュガーバニーズ、ジュエルペット

スポーツ観 戦などを中心に

ベントや各種パフォーマンスなど

ミュージカルやコンサートの

など憧れのキャラクターと楽しい

様々なエンターテイメントチ

様々なエンターティメントチケッ

プロデュースを行うアトリエ・

時間を過ごせる全天候型屋内テー

ケットを提供するtvk（テレビ

トを提供するキョードー東京の
チケット取り扱いを開始しました。

ダンカンのチケット取り扱い
を開始しました。

マパーク、サンリオピューロランド
のチケット取り扱いを開始しました。

神奈川）のチケット取り扱い
を開始しました。

今回ご紹介できなかった最新の公演情報は、Web・携帯サイトやメールマガジンでもご紹介しています。Web・携帯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。

チケットのお申込には
Webサイトでの
会員登録が必要です。

オンラインショップトップページ

メールマガジンの配信登録

http://keiocard.com/shop/

一度ご登録頂くと住所等の情報を毎回

携帯サイト

ご入力いただく必要がなくなります。ま

http://www.keiocard.com/

塾員会員の方 ▼

http://www.keiocard.com/mag/
塾生
（学生）会員の方 ▼

http://www.keiocard.com/smag/

た、登録時と決済時に慶應カードの情
報が必要となりますので、お手元に慶應
カードをご用意のうえ、ご登録・ご注文

右のQRコードからもアクセスできます。
外出先等でご活用ください。

いただきますようお願いいたします。

10／10
（月）
締切

アルゼンチンタンゴショー
『ロコへのバラード』

10／30
（日）
締切

・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、お申し込みください。

ミュージカル
『ア・ソング・フォー・ユー』

Show Creatorとしてマルチ
な才能を発揮する小 林香、
日本 のタンゴ 界 の 一 端を
担ってい る 小 松 亮 太をス
タッフとして迎え、彩 吹 真
央・石井一孝他実力派出演
者が魅せる、今までにない、
新しいタンゴ・ショー。

脚本鈴木聡、演出栗山民也。
日本を舞台に、70年代の青
春を駆け抜けた人々の姿を、
カーペンターズの珠玉のメ
ロディで綴る、完全オリジ
ナルストーリー。
ＴＶや舞台で活躍中の川平
慈 英と、2007年 に 宝 塚を
退 団した 春 野 寿 美 礼の 豪
華初共演も見どころ。

日時：11月 18日
（金）14：00
11月 20日
（日）17：00
11月 21日
（月）19：00
会場：東京グローブ座
価格：Ｓ席 8,500円▶ 7,900円
出演：彩 吹真央・中河内雅貴、宮菜穂子、CHIZUKO HUGO、
西島千 ・石井一孝

日時：12月 8日
（木）
19：00
12月 10日
（土）
18：00
12月 16日
（金）
14：00
撮影：野口博
会場：新国立劇場 中劇場
価格：Ｓ席 9,500円▶ 8,500円
出演：川平慈英／松本紀保、吉沢梨絵、大和田美帆、杜けあき
羽場裕一、尾藤イサオ、上條恒彦／春野寿美礼 ほか

8／7

（日）
締切

サンリオピューロランド

慶應カード夏休みスペシャルデー
パスポート

有効期間 2011年8月13日
（土）〜8月31日
（水）
一般料金 大 人 4,400円▶ 2,400円
中小人共通 4,000円▶ 2,300円
※3歳以下は無料

10／2
（土）
締切

一般料金

サンリオピューロランド

会員特別価格の
パスポート
大 人 4,400円▶ 3,600円
中人 4,000円▶ 3,300円
小人 3,300円▶ 2,700円

※3歳以下は無料

暑い日でも雨の日でも楽しく遊べるサン
リオピューロランドでは、2011年の夏限
定のイベントやショーを企画しています。
スペシャルデーや特別価格のパスポート
を賢く利用してめいっぱい遊んで下さい。

©CAPCOM CO.,LTD.2010,2011 ALL RIGHTS RESERVED.
©2011 SANRIO APPROVAL No.P0306201

※10月31日
（月）まで有効です。

2011年夏のイベント＆ショー
①ジュエルペットの夏祭り
（7/16〜8/31）
大
 人気のジュエルペット達と盆踊り！縁日ゲームやオシャレコーナーなど踊って！
笑って！楽しい夏休みイベントを開催します！
②アイルー×ハローキティ ぽかぽかフェスタ
（7/16〜8/31）
“アイルー”

と”
ハローキティ”
とのコラボレーションが実現しました！
アイルーと一緒にオリジナルライブショーやゲームなどで夏休みを盛り上げます！
③マイメロディの星と花の伝説
6
 /25スタートのニューショー。
「愛するこころがキセキを生む ちょっとせつなくて
… でも素敵な妖精の恋物語」
④The Next Hello Kitty
７つの難関をクリアして、
キティの座を手に入れろ！

9／1

（木）
締切

高嶋ちさ子
BUGGY CONCERT Vol.4

「情操教育のために生の
音楽を聞かせたい。
」そ
んなママたちの声にこ
たえて、ヴァイオリニス
トの高 嶋ちさ子がお届
けする、親子で一緒に楽
しめるコンサートです。
日時：10月8日
（土）
11：30、
14：00、16：30
会場：東京ミッドタウンホール
価格：全席指定：5,000円
出演：高嶋ちさ子 ほか
※定価での販売となります。予めご了承ください。※3歳以下のお子様は保
護者1名につき1名まで入場無料、
但しお席の必要な方は有料。※プレイエリ
ア／ブース展示会場入場券付。※プレイエリア、
ブース展示会場は、
コンサー
トの開演時間に関わらず、チケットをお持ちの方どなたでもお楽しみ頂けます。
※ベビーバギーのままご入場頂けます。但し、所定の場所に置いて頂きます。

9／2

（金）
締切

平成23年度 松竹特別公演
松竹喜劇まつり

藤山直美が父・寛美譲
りのアホ役で大爆笑と
涙を誘う「大 阪ぎらい
物語」
、落とした財布の
行方を追って大人たち
が会場狭しと走り回る
大爆笑傑作喜劇「お祭
り提灯」
の2本立て。泣
いて笑って元気が出る
こと間違いなしです。

日時：10月2日
（日）
13：00
10月2日
（日）
17：30
会場：神奈川県民ホール 大ホール
価格：Ｓ席 8,500円▶ 7,000円
出演：藤山直美、田村亮 ほか

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。
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塾生
（学生）
会員の方もお申込みいただけます。

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。
8／31
（水）

大奥

第一章

10／10
（月）

締切

日時：9月24日
（土）
18：30
9月28日
（水）
18：30
9月30日
（金）
18：30
会場：紀 伊國屋サザンシアター
価格：全
 席指定 7,350円▶ 6,700円
出演：麻実れい、三田和代、秋山菜津子、大和田美帆
木場勝己、古河耕史、浅野和之
（台本順）

9／5

「クレイジー・フォー・ユー」

劇場いっぱいにあふれる喜び
が、あなたを最高に幸せにする
ミュージカル・コメディの決定
版。思わず口ずさんでしまうよ
うなガーシュウィンの陽気な名
曲。予想を裏切る演出で、身近
な道具がダンスの小道具に早
変わり。テクニック抜 群 の軽
快なタップダンスに乗って、あ
なたの心も踊りだす。さあ、大
好きな人といっしょに劇場へ！

撮影：下坂敦俊

日時：9月 8日
（木）13：30
9月 9日
（金）18：30
9月10日
（土）13：00
会場：四季劇場
［秋］
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

（日）

締切

炎の人

締切

（月）
締切

10／5
（水）

「キャッツ」

すべてが 猫の目線 のサイ
ズ に 再 現された 空 間 に、
次々と個 性 豊かな 猫たち
が現れて、歌い、踊る、それ
ぞれの人生。
歌と踊りで表現される猫た
ちの生命力は、私たちに力
強いメッセージを送ってく
れます。

（日）
締切

アマデウス

締切

1982年 の日本 初 演 以 来、
400回を数えた傑 作舞台。
松本幸四郎が7年ぶりに挑
む！天才モーツァルトの死を
巡る謎を基に、トニー賞、ア
カデミー賞のダブル受賞に
輝いた空前の傑作！
撮影：下坂敦俊

日時：10月 1日
（土）
17：30
10月 5日
（水）
18：30
10月23日
（日）
13：00
会場：キヤノン・キャッツ・シアター
（横浜）
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

10／30

こまつ座第九十五回公演

『キネマの天地』

女優松井チエ子、謎めいた
死から一年。築地東京劇場
に集められた四人のスター
女優たち！！果たしてこの中
に彼女を殺した犯人はいる
のか・・・？ 映画をこよな
く愛した井上ひさしのもう
一つの
『キネマの天地』

日時：11月 6日
（日）
11：00
11月13日
（日）
11：00
会場：明治座
価格：Ａ席 12,000円▶ 10,800円
出演：川中美幸 ほか

8／21

9／25

（水）

幕末から明治にかけて、長崎で日
本茶の海外貿易の先駆者として活
躍した女性貿易商、大浦慶の物語
です。

日時：10月9日
（日）11：00
10月10日
（月・祝）11：00
会場：明 治座
価格：Ａ席 12,000円▶ 10,800円
出演：松下由樹、木村多江
原田龍二、田中幸太朗、上原美佐
鷲尾真知子、山口香緒里
近藤正臣 ほか

締切

8／25

締切

大奥の黎明期 ―三代将軍家光の
乳母・春日局と実母・お江与の、女
の戦いと波乱の生涯を描いた豪華
絢爛の時代絵巻。

（日）

川中美幸特別公演

ラ・カージュ・オ・フォール
〜籠の中の道化師たち〜

日時：11月11日
（金）13：30
11月15日
（火）18：30
11月19日
（土）17：30
11月23日
（金・祝）
12：30
会場：ル テアトル銀座
価格：S席 12,000円▶ 9,000円
出演：松本幸四郎、武田真治、内山理名

8／28
（日）
締切

ほか

森の石松外伝
石松と土佐のよばれたれ

ヴィンセント・ヴァン・ゴッ
ホの生涯、再演決定！前作
に引き続き、市村正親主演。

君は、
「ラ・カージュ」
を見たか！！！
豪華絢爛な衣裳に身をつつみ、ダ
イナミックにそして優美に魅せる！
総 勢20名の踊り子をオール男 性
キャストが演じる！！

あの石松がまた帰って来た！四国の山
中をさまよう石松が出会ったのは、謎
の忍びに襲われている若侍と姉、そし
て、浮世離れした娘。どうやら姉弟は、
娘を何処かに送り届ける密命を帯び
ている様子。助っ人を買って出る石松。
娘の命を賭した使命、そして襲い来る
忍びの正体は？森の石松と幕末を駆
け抜けた
「あの男」
の運命は？

日時：11月 6日
（日）12：30
11月 9日
（水）13：30
11月12日
（土）17：30
会場：天王洲 銀河劇場
価格：Ｓ席 9,000円▶ 8,100円
出演：市 村正親、益岡徹、富田靖子、中嶋しゅう、
大鷹明良、今井朋彦、銀粉蝶 ほか
本公演の受付開始日は8月7日
（日）
となります。予めご了承下さい。

日時：2012年1月14日
（土）
17：30
1月18日
（水）
13：30
1月24日
（火）
18：30
会場：日生劇場
価格：Ｓ席 12,600円▶ 11,300円
出演：市村正親、鹿賀丈史／原田優一、愛原実花／香寿たつき／
真島茂樹、新納慎也／今井清隆、森久美子／ほか
本公演の受付開始日は9月11日
（日）
となります。予めご了承下さい。

日時：9月21日（水）19：00
9月22日（木）15：00／19：00
9月23日（金）13：00／17：00
9月24日（土）13：00／17：00
会場：銀座 博品館劇場
通常価格（前売り）
：5,000円▶ 4,200円
出演：岸野幸正、三石琴乃、福圓美里、大倉正章、
志賀克也 ほか 劇団岸野組

8／31
（水）

朱雀家の滅亡

締切

9／25
（日）

イロアセル

締切

10／5
（水）

撮影：真下裕

天守物語

締切

太平洋 戦争末 期のある華 族の
滅亡を描く三島由紀夫晩年の名
作。国家に忠誠を捧げる男と、
現実を生き、愛し、生身をさらけ
出す女が織りなす壮大な滅びの
物語が、流麗な文体にのせて描
かれる。

劇団ペンギンプルペイルパイル
ズを主宰し、劇団のみならず広く
脚本家・演出家として活躍する
倉持裕の書き下ろし作品。それ
ぞれに固有の色彩の声や文字を
もつ、とある島の人々。そのため
彼らは慎重な発言をしウソをつ
かない。ところがそこに無色透
明の会話をする男が現れ・・・。

圧倒的な言葉で夢幻の世界を描
いた、泉鏡花の傑作。白鷺城に
棲む美しい妖怪・富姫と、若く
凛々しい鷹匠・図書之助との恋
物語が、細やかで丁寧な作品づ
くりで定評の白井晃の演出によ
り新たな魅力を発揮する。

日時：10月2日
（日）12：00
10月4日
（火）12：00
10月6日
（木）18：30
会場：新国立劇場 小劇場
価格：Ａ席 6,300円▶ 5,800円
出演：國村 隼、香寿たつき、柴本 幸、木村 了、近藤芳正

日時：10月26日
（水）
14：00
10月28日
（金）
19：30
10月30日
（日）
13：00
会場：新国立劇場 小劇場
価格：Ａ席 5,250円▶ 4,800円
出演：藤井隆 ほか

日時：11月 6日
（日）
13：00
11月10日
（木）
19：00
11月12日
（土）
13：00
会場：新国立劇場 中劇場
価格：Ａ席 7,350円▶ 6,700円
出演者：篠井英介、江波杏子 ほか
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塾生
（学生）
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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。
9／5

（月）

細雪

8／31
（水）

締切

締切

昭 和41年 初 演 より上
演回数1364回を数え
る名作。大阪・船場で
徳川の時代から続く木
綿問屋の暖簾を守る長
女、分家し妹をやさし
く見守る次女、数多の
縁談を断り続ける三女、
手に職をつけ自立の道
を切り開く四女の、美
しき4姉妹の物語。

9／5
締切

東京フィルハーモニー交響楽団
午後のコンサート

日曜の昼下がり、
都心の文化スポット
“東京オペラシティ”の明るく豪華な
コンサートホールで、これまでオーケ
ストラメンバーしか知りえなかった音
楽づくりの秘訣やマエストロたちの
国民性・人間性にふれてみませんか？
日時：10月16日
（日） 14：00
会場：東京オペラシティ コンサートホール
演奏予定曲：
ロベルト・シュトルツ／行進曲
「ウィーンからようこそ」
ヨハン・シュトラウスⅡ／ワルツ「ウィーンの森の物語」／ワルツ
「酒、女、唄」
アントン・カラス／映画
「第三の男」
より
「ハリー・ライムのテーマ」
／
「カフェ・モーツァルト・ワルツ」
ベートーヴェン／交響曲第６番「田園」
価格：Ｓ席 5,500円▶ 5,200円 ※未就学児入場不可
出演：指
 揮／大町陽一郎 ツィター／河野直人

8／30
（火）
締切

9／5

（月）

国立能楽堂
10月普及公演

美しく伝 統が息づくプラハ国立歌 劇
場が、人気演目「トスカ」で来日！ 甘
美な旋律と名アリアに酔う、感動の舞
台。
「歌に生き、恋に生き」
「星は光り
ぬ」
プッチーニの名旋律が響き渡る！
＊全3幕
（原語上演・字幕付き）

日時：10月8日
（土）
14：00 Cプログラム
10月8日
（土）
18：30 Dプログラム
会場：東京オペラシティ コンサートホール
演奏予定曲：
Cプログラム チャイコフスキー
ピアノ協奏曲第1番、交響曲第5番 ほか
Dプログラム チャイコフスキー 交響曲第6番「悲愴」
、
ドヴォルザーク 交響曲第9番「新世界より」
ほか
価 格：Ｓ席 10,000円▶ 6,500円

日時：10月15日
（土）
17：00
10月16日
（日）
15：00
会場：東京文化会館
価格：Ｓ席 21,000円▶ 14,800円
※未就学児入場不可

演目：
「トスカ」
出演：指 揮／ジョルジョ・クローチ ソプラノ／エヴァ・マルトン
（10/15）
、ノルマ・ファンティーニ
（10/16） テノール／ピ
エロ・ジュリアッチ
（10/15・16）
管弦楽／プラハ国立歌劇場管弦楽団
合唱／プラハ国立歌劇場合唱団

※未就学児入場不可

出演：指 揮／レオシュ・スワロフスキー
ピアノ／ヴィタリー・ピサレンコ
（14:00の回）

9／30
（金）
締切

ダイアログ・イン・ザ・ダーク
（ＤＩＤ）
暗闇体験

ＤＩＤは、真っ暗闇のエンターティメ
ント。参加者は完全に光を遮断し
た空間の中へ、何人かとグループを
組んで入り、暗闇のエキスパートで
あるアテンド
（視覚障害者）
のサポー
トのもと、様々なシーンを体験しま
す。その過程で視覚以外の様々な
感覚の可能性と心地よさに気付き、
そしてコミュニケーションの大切さ、
人の温かさを思い出します。

注意事項：チケットは発行後3ヶ月間有効です。会員様ご本人よりお電話
にて予約いただきます。手続方法詳細は慶應カード事務局よ
り送付する資料もしくはWebサイトにてご確認下さい。

（水）
締切

国立劇場
10月歌舞伎

日時：10月8日
（土）13：00
会場：国立能楽堂
価格：正面 4,800円▶ 4,600円
演目：解説、狂言「痿痺
（しびり）」
、能「阿漕
（あこぎ）
」
出演：狂言 山本東次郎
（大蔵流）
、能 渡邊荀之助
（宝生流）

設

概

ラウンジ

［営業日・営業時間］月曜日から土曜日 11：00〜21：00（ラストオーダー20：45）
［定休日］日曜日、祝祭日、夏季及び年末年始一斉休暇、大学入試期間等の義塾が定め
た休業日、福澤先生誕生日、開校記念日 ［電話］03-3453-5661
（内線：24050）
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日時：11月13日
（日）
12：00
11月19日
（土）
12：00
会場：国立劇場大劇場
価格：1等A席
9,200円▶ 7,800円
演目：
『日本振袖始

（にほんふりそではじめ）
』
『曽根崎心中
（そねざきしんじゅう）
』
出演：坂田藤十郎、中村魁春、中村翫雀、中村梅玉

ほか

慶應ダイナースカードは
平成23年12月31日をもって
サービスを終了させていただきます。
慶應ダイナースカードはシティーカード
ジャパン株式会社様のご都合により誠に
遺憾ながら平成23年12月31日をもって
サービスを終了させていただきます。

要

［URL］http://www2.jukuin.keio.ac.jp/banraisha.html

国立劇場
11月歌舞伎

振 袖の起 源と素 盞 鳴 尊の
八岐大蛇退治を描く『日本
振 袖始』
、近松心中物の最
高傑作 お初徳兵衛の悲恋
が胸を打つ
『曽根崎心中』
。
江戸時代の日本を代表する
劇作家近松門左衛門の、時
代物と世話物の傑作をお送
りいたします。

４月１日に竣工した三田キャンパス・南校舎の３階に塾員の皆様向けのラウンジ、
社中交歡 萬來舍
（しゃちゅうこうかん ばんらいしゃ）
がオープンしました。
落ち着いた雰囲気のラウンジ施設となっており、軽食等
（有料）
もご提供します。
お一人でも気軽にご利用でき、歓談・待ち合わせ等にご利用いただけます。
また、ラウンジ施設の他に少人数で利用できる個室3室
（有料）
も併設しております
ので、各三田会をはじめ塾員同士の会合・打合せ・勉強会等にご利用いただけます。

施

国立文楽劇場
錦秋文楽公演

日時：11月５日
（土）
第１部・第２部
11月６日
（日）
第１部・第２部
第1部11：00 第2部16：00
会場：国立文楽劇場
（大阪）
価格：１等一般席 5,800円▶ 4,900円
演目：第1部「鬼一法眼三略巻」
第2部「恋女房染分手綱」
「伊賀越道中双六」
「紅葉狩」
出演：竹 本住大夫、竹本源大夫、鶴澤寛治、鶴澤清治、吉田簑助、
吉田文雀 ほか

締切

日時：10月 8日
（土）
12：00
10月16日
（日）
12：00
会場：国立劇場大劇場
価格：1等A席 9,200円▶ 7,800円
演目：
『開幕驚奇復讐譚
（かいまくきょうきあだうちものがたり）
』
出演：尾上菊五郎、尾上松緑、尾上菊之助、中村時蔵 ほか

ご入館時にご提示いただくことにより、お名前のご記入等が不要となります。
飲食代金の５％を割引
（個室利用料等には適用されません）

締切

（日）

三田キャンパスのラウンジ、社中交歡 萬來舍をご利用下さい

慶應カード
特
典

（木）

9／25

解説・能楽あんない
「椿説弓張月」
「南総里見
狂言「痿痺（しびり）」
（大蔵流）：使いを
八犬伝」と並ぶ曲亭馬琴
国立能楽堂提供
命じられた太郎冠者は、痺れて歩けない
の傑作小説「開巻驚奇侠
と嘘をつきます。仮病を見抜いた主人は、
振舞いに呼ばれたのに、 客 伝 」
、待 望 の 舞 台 化。
病気ならば連れて行けないと太郎冠者を騙します。治ったと立
波乱に富んだ展開と壮大
ち上がり、それならば使いに行けと主人に言われ、また痛くなっ
なスケールで描く、新たな
《馬琴歌舞伎》
の誕生！
たと座り込む太郎の振舞いがこの上なく滑稽。
能「阿漕（あこぎ）」
（宝生流）：伊勢の阿漕浦を訪れた旅の僧に、
この殺生禁断の地で毎夜網を下ろし、縛られ沖に沈められた男
の霊が現われます。僧の弔い後、凄まじい地獄の苦しみを目の
当りに示し、一層の弔いを願い姿を消すのでした。殺生とその
報いである地獄を徹底して陰惨に描写した作品。

9／15

第1部は、少年時代の源義経
（牛若丸）
をめぐる物語。
第2部は、文楽の名作を選りすぐった
プログラムでお送りします。
ユネスコ無形文化遺産の文楽をたっ
ぷりお楽しみ下さい。

会場：渋谷区神宮前2－8－2 レーサムビルB1
（最寄駅：東京メトロ銀座線・外苑前）
価格：1名 5,000円▶ 4,300円

8／31

プラハ国立歌劇場オペラ

締切

透明感溢れる弦楽器の音色、華や
かに響き渡る管 楽 器！チェコ名門
オーケストラによる豊かな情感と大
地に満ちた迫力あるハーモニー！！

日時：10月8日
（土）12：00／10月15日
（土）
12：00
会場：帝国劇場
価格：Ｓ
 席 12,000円▶ 11,600円
慶應カードスペシャルプラン
（お土産付き）
出演：高 橋惠子、賀来千香子、水野真紀、中越典子、篠田三郎、
磯部勉、太川陽介、新藤栄作、橋爪淳 ほか

（月）

チェコ国立ブルノ・フィル
ハーモニー管弦楽団

会員の皆様には大変なご迷惑をおかけい
たしますが、同封の案内をご確認いただ
き、引き続き慶應カードをご愛顧いただ
きますようお願い申し上げます。
※なお、新規入会受付はすでに終了いたしております

個室

お申込日

年

月

日

FA X：
（ 03 ）3457-9633 慶 應 カード 事 務 局 行

観 賞ご 優 待 チ ケット 申 込 書

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。

1.お 申 込される方につ いてご 記 入ください
ふりがな

TEL （

ご氏名

様

）

FAX （

）

E-mail

〒
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

2 .ご 希 望 の 公 演 名とご 希 望 枚 数 をご 記 入ください
公演名

公演日時
月
月
月
月
月

日
日
日
日
日

慶應カード価格
：

〜

：

〜

：

〜

：

〜

：

〜

①

枚

数

②

円／枚
①

枚
②

円／枚
①

枚
②

円／枚
①

枚
②

円／枚
①

枚
②

円／枚

枚

発送手数料

小

③

①×②＋③

③

①×②＋③

③

①×②＋③

③

①×②＋③

③

①×②＋③

400 円
400 円
400 円
400 円
400 円

＊一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。

合

計

枚

数

計
円
円
円
円
円
円

3.ご 希 望 枚 数 をご 記 入ください
公演名

期間

サンリオピューロランド
慶應カード夏休みスペシャルデー
パスポート

慶應カード価格

2011年
8月13日
（土）〜 8月31日
（水）

サンリオピューロランド
会員特別価格パスポート

2011年
10月31日
（月）
まで有効

① 大人4,400円

②

① 大人4,400円

②

→2,300 円／枚

①中人4,000円

① 共通：5,000円
チケットは発行から３ヶ月有効
開催日・テーマはDID事務局までご確認下さい。

→3,600 円／枚
→3,300 円／枚
→2,700 円／枚
→4,300 円／名

＊一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。 ③発送手数料

小

計

①×②

枚

①中小人共通4,000円

① 小人3,300円

ダイアログ・イン・ザ・ダーク

→2,400 円／枚

②

円
①×②

枚

円
①×②

枚
②

円
①×②

枚
②

円
①×②

枚
②

円
①×②

名

円

200 円

上記+200 円

合

計

円

4 .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
□JCB
□UFJ

カード会社
カード番号

□三井住友
□NICOS

□UC
□Diners

□DC
□AMEX
□OMC

塾員・教職員カード

※1

カード有効期限 ※2

月

年（カード表記と同様にご記入ください）

カード左下番号 ※3
カード名義

カ ード の見 方
塾生カード

※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

※4

お問い合わせ先

（金）8：30〜17：00
（11：30〜12：30は除く）
慶應カード事務局
（慶應学術事業会） TEL／03-3453-3854 （月）〜
E-mail／info@keiocard.com URL／http://keiocard.com/
夏期休業 2011年8月11日
（木）〜2011年8月17日
（水）

チ ケット の 販 売に関 するご 注 意 事 項
■お申込は慶應カード会員の方
（本人会員・家族会員）に限らせていただきます。
■ FAXでお申込いただいた方には、受信後5日以内に受信確認の連絡をさせていただ
きます。万一、受信確認の連絡がなかった場合にはお申込受付をしていない可能性
がありますので、必ず慶應カード事務局までご連絡ください。なお、夏期休業中の
受付分は8月18日
（木）以降のご連絡となります。あらかじめご了承ください。
■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
できない場合は、FAX受信確認の際にお申込者宛にご連絡いたします。
■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・変更はいかなる場合でもお受けできません。
■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、通常のカードご利用代金と同様に自動引き落と
しとなります。お支払いはご本人様の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、提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ご利
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
主催者およびチケット提供元と共有する事がございます。
■ダイアログ・イン・ザ・ダークのチケットは発行より３ヵ月有効です。開催テーマと日時
をwebサイトでご確認のうえ、ご予約下さい。なお、未使用チケットの払い戻しはいた
しません。
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塾生カード

塾員カードをお持ちの方対象のご案内です

読者プレゼント
『トラベルクーポン』5,000円分

5 名様に

プレゼント

慶應カードトラベルデスク（トッパントラベルサー
ビス）
でご利用いただける5,000円分のトラベルク
ーポンです。ツアー割引と併用可能でさらにお特
にご旅行いただけます。
（発行日から1年間有効）
提供：㈱トッパントラベルサービス

唐代の宮廷で愛飲された
蘭の古典茶
「玉蘭帝王香」

11月23日の早慶ラグビー戦に抽選で
10組20名様をご招待いたします。

1名様に

プレゼント

しんふぁ

慶應カード協力店で有機中国茶の専門店馨 華
では、上品な薫りの霊薬として唐代の宮廷で愛
飲されるも、手間がかかることから廃れた、蘭
を使った古典茶を中国の人間国宝・国家級茶技
師の協力のもとに3年の月日をかけて再現し、
高円宮久子親王妃殿下の宴席にて献上しました。

【試合日時・場所】
11月23日
（祝日）
・秩父宮ラグビー場

応募方法

往復はがきにてご応募ください。

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。

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、

応募先

塾員番号（カード券面左下の番号9桁）、カード会社名

応募締切

10 組
20 名様

必要記入事項 往信用に住所、氏名、塾員番号、カード会社名を、返信用には

提供：有限会社馨華

応募先

50 組
100 名様

伝統の一戦に50組100名様をご招待いたします。
ご招待するのは第2回戦となります。

慶應義塾体育会蹴球部
早慶ラグビー戦へのご招待

新規協力店のご案内
（2P）もご覧下さい。

応募方法

慶應義塾体育会野球部
秋季早慶野球戦へご招待

 108-8345  東京都港区三田2-15-45 
〒
慶應義塾三田キャンパス内
慶應義塾（慶應学術事業会） 慶應カード読者プレゼント係

 108-8345  東京都港区三田2-15-45 
〒
慶應義塾三田キャンパス内
慶應義塾（慶應学術事業会） 慶應カード事務局
（該当チケット名）係

応募締切

2011年8月31日
（水）
（必着）

2011年9月30日
（金）
（必着）

●当選の発表は、10月5日
（水）
頃の返信はがきの
発送をもって代えさせていただきます。
●宛名の間違いが増えております。お確かめのうえご応募ください。

●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。

慶 應 義 塾 維 持 会 の ご 案 内
維持会は、明治34年の福澤先生逝去の折に、義塾

これまでに42都道府県・213名を採用いたしました。

の教育・研究活動を財政面から支援する目的で設立

カード会員の皆様には、義塾が21世紀の先導者に

された伝統ある組織です。

ふさわしい学塾として発展していくために、義塾との

会員の皆様からの醵出金およびその運用益は、塾生

絆をさらに深めていただきたく、維持会へのご加入を

への奨学支援を事業の中核に、義塾の教育・研究活

お願い申し上げます。なお、維持会にご入会いただき

動の充実のために幅広く活用させていただいており

ますと、義塾機関誌『三田評論』を芳名掲載号からご

ます。平成19年度には
「慶應義塾維持会奨学金」を新

加入期間贈呈いたします。すでに維持会員としてご

設し、地方出身者を優先採用とした維持会独自の奨

協力いただいている皆様には、引き続きあたたかいご

学金として、成績優秀な塾生に対し支給することとし、 支援を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

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

各地区の学生部学事担当

塾員カードをお持ちの学部生・大学院生の方
上記以外の

塾員カードをお持ちの方

にお届けください

慶應義塾塾員センター
にお届けください

住所変更案内ページ http://www2.jukuin.keio.ac.jp/reg.html
上記ページをご参照の上、氏名
（漢字、フリガナ）
、卒業年、学部、生年月日、変更事項を次の
①〜④いずれかの方法により慶應義塾塾員センター宛に必ず塾員ご本人がお届けください。
①メールフォーム ②慶應オンライン ③FAX 03-5427-1546
④郵送 〒108-8345 東京都港区三田2-15-45 慶應義塾塾員センター

慶應カード事務局からの
お願い

店
ード協力
カ
應
慶
募集中

編 集
後 記
8

B 各カード発行会社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 FOR YOUデスク

東  京 03-5392-7411

大  阪 06-6445-3501

UCカード UCコミュニケーションセンター

東  京 03-6893-8200

大  阪 06-7706-8555

DCカード コールセンター

東  京 03-3770-1166

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コールセンター

東日本 03-5940-1122

西日本 06-6616-0520

0120-074-024

ダイナーズクラブ コールセンター

東  京 03-5638-3211

OMCカード アンサーセンター
MUFGカード・プラチナ・
アメリカン・エキスプレス・カードデスク

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。
よろしくお願いします。

店、新規取り扱いチケットのご紹介を中心にお届けしました。より便利にお使いいただ
けるよう事務局一同頑張りますので、より一層のご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いい
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JCBインフォメーションセンター

お待たせしました。慶應カードニュースVol.25をお届けいたします。今回は、新規協力

たします。

（維持会担当）
慶應義塾 基金室

登録内容が変更になった場合は以下A・Bの2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。

A 各地区の学生部学事担当または塾員センター
塾生カード または

お問合せ先

大  阪 06-6339-4074

0120-773-711 または 03-5489-3351

お手紙・FAXでお待ちいたしております。
［お問合せ先］
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
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