
9　14週
ヨシケイ富山

たくさんのご応募をいただき、ありがとうございました！

当選者発表当選者発表
高岡市竹本　様 小矢部市大谷　様 高岡市脇田　様 富山市安藤　様 富山市太田　様 富山市梅沢　様 入善町谷沢　様

南砺市中木　様 高岡市舟守　様 高岡市藤井　様 富山市石永　様 射水市川井　様 富山市林　様 富山市中川　様
富山市黒川　様 上市町片山　様 黒部市中山　様

砺波市中山　様 南砺市藤野　様 南砺市水落　様 南砺市吉村　様 高岡市佐野　様 高岡市関　様 高岡市佐山　様
高岡市牧野　様 高岡市釣谷　様 射水市宮本　様 射水市寺山　様 富山市濱野　様 富山市高坂　様 富山市菊地　様
富山市黒木　様 立山町埜林　様 富山市竹田　様 朝日町佐藤　様 朝日町柳沢　様 朝日町谷口　様

砺波市林　様 南砺市佐藤　様 南砺市荒井　様 小矢部市赤倉　様 高岡市西村　様 高岡市堀江　様 氷見市高田　様
射水市堀江　様 富山市池田　様 富山市酒井　様 富山市若林　様 富山市中島　様 富山市角　様 富山市筏井　様
富山市田口　様 富山市中川　様 富山市竹内　様 立山町中川　様 入善町稲垣　様 入善町渡辺　様

南砺市片山　様 南砺市森田　様 小矢部市平田　様 高岡市荒木　様 高岡市二上　様 高岡市縁山　様 高岡市清水　様
氷見市三浦　様 射水市中村　様 射水市池上　様 射水市柄戸　様 富山市村田　様 富山市段林　様 富山市森　様
富山市福島　様 富山市仲田　様 富山市殿村　様 富山市打越　様 黒部市林　様 黒部市桐田　様

砺波市小野　様 砺波市福島　様 南砺市中谷　様 小矢部市中家　様 高岡市渡辺　様 高岡市前田　様 氷見市釣岡　様
射水市五十嵐様 射水市津田　様 射水市宇波　様 富山市安川　様 富山市山崎　様 富山市山本　様 富山市能作　様
富山市高瀬　様 富山市小竹　様 富山市山口　様 富山市大門　様 滑川市板川　様 入善町宝田　様

砺波市吉田　様 砺波市砺波寮様 砺波市藤田　様 南砺市大塚　様 小矢部市荒永　様 高岡市草山　様 高岡市北野　様
高岡市鈴木　様 高岡市奥下　様 高岡市吉久　様 氷見市田中　様 射水市尾山　様 射水市出村　様 射水市森　様
富山市西井　様 富山市佐伯　様 富山市上埜　様 富山市宮下　様 富山市増山　様 富山市浦辻　様 富山市嘉藤　様
富山市日合　様 富山市松崎　様 富山市白川　様 立山町林　様 立山町森　様 黒部市高田　様 入善町米澤　様
入善町林　様 入善町小林　様

砺波市島田　様 砺波市寺脇　様 砺波市藤井　様 砺波市仙道　様 小矢部市中山　様 高岡市堀田　様 高岡市山田　様
高岡市千々石様 高岡市磯野　様 高岡市岩井　様 射水市田村　様 射水市砂田　様 射水市土合　様 富山市関　様
富山市伊野部様 富山市白石　様 富山市山田　様 富山市水持　様 富山市宮村　様 富山市酒井　様 富山市竹中　様
富山市古市　様 富山市永栄　様 富山市権平　様 富山市小竹　様 滑川市中村　様 滑川市沢田　様 魚津市松浦　様
入善町藤澤　様 入善町西川　様

砺波市鍋田　様 砺波市竹部　様 砺波市北島　様 砺波市窪田　様 小矢部市赤倉　様 高岡市金山　様 高岡市山本　様
高岡市安川　様 高岡市荒井　様 氷見市高崎　様 氷見市上野　様 射水市綾子　様 射水市坂東　様 富山市西村　様
富山市長谷川様 富山市立花　様 富山市高山　様 富山市寺林　様 富山市小柴　様 富山市内田　様 富山市中村　様
富山市高島　様 富山市馬場　様 富山市井村　様 富山市増山　様 富山市大村　様 滑川市鍋嶋　様 黒部市荻野　様
黒部市辻　様 黒部市経塚　様

砺波市土井　様 高岡市橋本　様 高岡市坂林　様 富山市梅谷　様 富山市酒井　様 舟橋村市川　様 魚津市小松　様

砺波市五十野様 南砺市中窪　様 小矢部市沼田　様 高岡市片山　様 高岡市原田　様 高岡市藤川　様 高岡市林　様
射水市東　様 射水市西村　様 射水市孫田　様 富山市内田　様 富山市池田　様 富山市中山　様 富山市岡崎　様
富山市正道　様 富山市松田　様 舟橋村前原　様 舟橋村西田　様 入善町岡本　様 黒部市黒田　様

南砺市芝井　様 高岡市牧　様 高岡市森　様 高岡市澤井　様 高岡市越前　様 高岡市川崎　様 射水市斉岡　様
射水市島倉　様 富山市加藤　様 富山市美浪　様 富山市杉木　様 富山市真鍋　様 富山市坂口　様 富山市岡崎　様
富山市横山　様 富山市鈴木　様 上市町山崎　様 立山町佐藤　様 入善町中野　様 黒部市大丸　様

砺波市小西　様 砺波市梅基　様 砺波市長田　様 高岡市布谷　様 高岡市高木　様 氷見市谷川　様 射水市三川　様
射水市直江　様 富山市夏野　様 富山市浦田　様 富山市外間　様 富山市山本　様 富山市小原　様 富山市佐々木様
富山市山本　様 富山市岡本　様 滑川市岩崎　様 立山町今井　様 入善町込尾　様 黒部市河村　様

砺波市櫻井　様 砺波市田嶋　様 小矢部市砂崎　様 高岡市立浪　様 高岡市久郷　様 高岡市嶋　様 射水市千越　様
射水市山本　様 射水市土居　様 富山市河端　様 富山市高岡　様 富山市北野　様 富山市熊南　様 富山市山野　様
富山市浦野　様 富山市仲辻　様 富山市車谷　様 滑川市近堂　様 朝日町稲垣　様 魚津市吉村　様

南砺市河合　様 南砺市土生　様 小矢部市柴田　様 高岡市中村　様 高岡市中島　様 高岡市谷内　様 射水市清澤　様
射水市松井　様 富山市麻生　様 富山市池本　様 富山市伍島　様 富山市前田　様 富山市大森　様 富山市本田　様
富山市上井　様 滑川市成瀬　様 立山町森川　様 立山町中川　様 入善町幾田　様 魚津市後藤　様

砺波市南部　様 砺波市西田　様 砺波市中神　様 砺波市野理　様 砺波市谷川　様 砺波市吉田　様 南砺市中井　様
南砺市長谷川様 南砺市豊川　様 南砺市五野　様 南砺市高木　様 南砺市英　様 小矢部市沼田　様 小矢部市川田　様

小矢部市宮西　様 高岡市島田　様 高岡市大谷　様 高岡市奥野　様 高岡市船橋　様 高岡市向郷　様 高岡市中村　様
高岡市野村　様 高岡市佐野　様 高岡市永原　様 高岡市山口　様 氷見市池永　様 氷見市角　様 射水市土井　様
射水市福田　様 射水市源明　様 射水市沼崎　様 射水市塩谷　様 射水市福田　様 富山市矢田　様 富山市酒井　様
富山市五十嵐様 富山市牧野　様 富山市山口　様 富山市杉田　様 富山市布澤　様 富山市石橋　様 富山市林　様
富山市山崎　様 富山市平坂　様 富山市宮田　様 富山市秋島　様 富山市吉田　様 富山市滝口　様 富山市美谷　様
富山市江畑　様 富山市北岡　様 富山市田辺　様 富山市畑野　様 富山市中山　様 立山町立花　様 立山町野﨑　様
上市町古本　様 上市町山崎　様 朝日町重野　様 朝日町野村　様 舟橋村佐伯　様 滑川市志鷹　様 滑川市山本　様
滑川市濱谷　様 滑川市木下　様 入善町浜瀬　様 入善町金森　様 入善町水野　様 黒部市朝野　様 魚津市黒田　様

砺波市村岡　様 小矢部市高嶋　様 氷見市東海　様 射水市林　様 富山市稲垣　様 富山市山崎　様 黒部市中西　様

南砺市広瀬　様 小矢部市吉田　様 高岡市北角　様 氷見市向柴　様 富山市港　様 富山市加賀　様 富山市村松　様
富山市平井　様 上市町岡部　様 入善町長島　様

砺波市林　様 高岡市大場　様 高岡市水口　様 射水市市橋　様 射水市中野　様 富山市出戸　様 富山市清水　様
富山市中田　様 富山市奥田　様 魚津市籠浦　様

砺波市島田　様 砺波市坪本　様 砺波市白江　様 南砺市武田　様 南砺市松本　様 小矢部市砂田　様 高岡市藤田　様
高岡市岡田　様 高岡市中田　様 高岡市岩瀬　様 高岡市山口　様 射水市吉岡　様 射水市八嶋　様 射水市山岸　様
富山市伊藤　様 富山市上田　様 富山市石田　様 富山市山本　様 富山市大田　様 富山市本田　様 富山市片岡　様
富山市池内　様 富山市神田　様 富山市掘　様 富山市手塚　様 富山市沢井　様 富山市大井　様 黒部市水島　様
朝日町住吉　様 黒部市斉木　様

砺波市末永　様 南砺市瀧川　様 南砺市土田　様 南砺市石井　様 小矢部市榊　様 高岡市串岡　様 高岡市樋下田様
高岡市篠原　様 高岡市岸本　様 射水市森田　様 射水市渡辺　様 射水市山西　様 射水市三富　様 射水市塚本　様
氷見市多地　様 富山市大場　様 富山市森　様 富山市久保　様 富山市酒井　様 富山市谷井　様 富山市山村　様
富山市中島　様 富山市尾島　様 富山市田島　様 上市町神保　様 滑川市岩崎　様 黒部市関口　様 黒部市芹沢　様
朝日町勝原　様 魚津市小林　様

1.アラジン　トースター（7名様）

2.芯なしトイレロール（10名様）

3.ビール券（20名様）

4.オイルギフト（20名様）

5.シュパット　コンパクトバッグ（20名様）

6.富富富　10kg（20名様）

7.ヨシケイご利用券5,000円分（30名様）

8.サーティワンギフト券5,000円分（30名様）

9.士幌黒牛　焼肉用700g（30名様）

10.プレスサンドメーカー（7名様）

11.士幌黒牛　焼肉用340g（20名様）

12.富富富　5kg（20名様）

13.ヨシケイご利用券3,000円分（20名様）

14.サーティワンギフト券3,000円分（20名様）

15.モダン和柄　ジャンプ傘（20名様）

16.ネピネピティッシュ10箱（70名様）

17.カセットコンロ（7名様）

18.士幌黒牛　焼肉用230g（10名様）

19.富富富　2kg（10名様）

20.ヨシケイご利用券500円分（30名様）

21.ネピネピティッシュ5箱（30名様）


