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富山・石川エリア

砺波市寺脇　様 小矢部市藤沢　様 高岡市原田　様 高岡市尾山　様 富山市宮尾　様 富山市上埜　様 富山市広瀬　様
富山市梅田　様 舟橋村中田　様 入善町松原　様 金沢市中田　様 金沢市酒井　様 金沢市川宮　様 金沢市中田　様

かほく市長原　様 七尾市坡下　様 川北町大場　様 加賀市西坂　様

南砺市山田　様 南砺市山村　様 高岡市岡野　様 富山市中野　様 富山市八十島様 富山市原　様 富山市殿村　様
滑川市谷川　様 黒部市辻　様 小矢部市吉田　様 金沢市小島　様 金沢市山崎　様 金沢市岡本　様 七尾市山下　様
内灘町岡本　様 白山市釣谷　様 小松市尾田　様 小松市白方　様

砺波市松本　様 高岡市瀧根　様 氷見市星野　様 射水市坂東　様 富山市中谷　様 富山市鈴木　様 富山市安井　様
富山市藤井　様 黒部市高山　様 小矢部市赤倉　様 金沢市高　様 金沢市みらい様 金沢市千石　様 中能登町石端　様
内灘町坂元　様 白山市米田　様 白山市佐賀　様 小松市本村　様

砺波市林　様 高岡市梅原　様 射水市奥田　様 射水市五十嵐様 富山市西田　様 富山市森　様 富山市金井　様
富山市橋本　様 富山市竹内　様 魚津市中田　様 金沢市荒木　様 金沢市森　様 金沢市青木　様 金沢市神山　様
七尾市高田　様 津幡町嶋　様 白山市横林　様 加賀市清水　様

砺波市竹林　様 高岡市姿　様 高岡市杉山　様 高岡市境　様 富山市打越　様 富山市押川　様 立山町森　様
富山市若尾　様 朝日町水島　様 高岡市参納　様 金沢市西中　様 金沢市山本　様 金沢市番井　様 金沢市水本　様

中能登町古川　様 津幡町福田　様 能美市安川　様 小松市田中　様

南砺市土生　様 南砺市玉井　様 砺波市熊木　様 氷見市釜口　様 高岡市一刎　様 高岡市齋山　様 射水市打出　様
富山市栗原　様 射水市松井　様 富山市松越　様 富山市横山　様 富山市宇佐美様 富山市盛永　様 滑川市中市　様
富山市浅井　様 富山市山﨑　様 立山町桃井　様 黒部市中島　様 黒部市水島　様 砺波市佐々木様 金沢市供村　様
金沢市作内　様 金沢市落合　様 内灘町河二　様 内灘町深田　様 白山市高木　様 野々市市宮本　様 野々市市加茂野様

中能登町丹後　様 加賀市赤峰　様

砺波市嶋田　様 南砺市佐竹　様 氷見市谷川　様 高岡市山田　様 高岡市藪波　様 高岡市岩瀬　様 射水市高橋　様
射水市大平　様 富山市西川　様 富山市大野　様 富山市本田　様 富山市永森　様 富山市杉田　様 立山町黒崎　様
上市町藤田　様 富山市松原　様 立山町松原　様 黒部市広木　様 黒部市島﨑　様 砺波市谷川　様 金沢市鎌谷　様
金沢市小倉　様 金沢市田代　様 金沢市浅野　様 金沢市森　様 津幡町松田　様 白山市沖野　様 羽咋市宮下　様
小松市高野　様 小松市池上　様

南砺市北野　様 砺波市田原　様 砺波市大西　様 高岡市穴田　様 氷見市宮本　様 射水市山田　様 射水市望月　様
射水市作道　様 富山市高橋　様 富山市上田　様 富山市吉井　様 富山市舟辺　様 富山市宍戸　様 富山市中崎　様
上市町大井　様 富山市岡本　様 富山市石倉　様 入善町大井　様 魚津市伊東　様 小矢部市小萱　様 金沢市川嶋　様
金沢市駒井　様 金沢市大畠　様 金沢市横河　様 七尾市田村　様 内灘町下農　様 白山市瀧本　様 白山市石地　様
加賀市小森　様 加賀市中出　様

南砺市増山　様 南砺市斉藤　様 南砺市北堀　様 高岡市浦島　様 高岡市北山　様 高岡市狩谷　様 射水市小野田様
富山市佐々木様 高岡市糸岡　様 富山市おき様 富山市澤田　様 富山市野村　様 富山市大井　様 富山市尾島　様
富山市浜屋　様 立山町塩　様 富山市矢部　様 朝日町竹内　様 魚津市籠浦　様 高岡市松永　様 金沢市横井　様
金沢市早瀬　様 金沢市金原　様 金沢市喜多　様 金沢市浅井　様 津幡町亀井　様 白山市水上　様 羽咋市本田　様
小松市衛藤　様 小松市西川　様

南砺市石崎　様 南砺市東田　様 高岡市松本　様 高岡市安川　様 高岡市山本　様 高岡市奥　様 射水市尚和　様
富山市舟木　様 射水市金森　様 富山市渡木　様 富山市佐藤　様 富山市櫻田　様 富山市田中　様 富山市松田　様
富山市杉下　様 舟橋村長津　様 富山市池畑　様 入善町小澤　様 砺波市則島　様 小矢部市奥井　様 金沢市中村　様

かほく市宮崎　様 七尾市平山　様 金沢市太田　様 金沢市佐藤　様 金沢市吉野　様 白山市掛野　様 白山市原野　様
小松市北村　様 加賀市澤矢　様

1.電気圧力鍋（18名様）

2.ふとん乾燥機（18名様）

3.能登牛すき焼き用 約1kg（18名様）

4.富富富＆ひゃくまん穀　各10kg（18名様）

5.ヨシケイご利用券10,000分（18名様）

6.オーブントースター（30名様）

7.ネピネピ ティッシュ（30名様）

8.和豚もちぶたしゃぶしゃぶ用 約700g（30名様）

9.富富富＆ひゃくまん穀　各5kg（30名様）

10.サーティワンギフト券3,000円分（30名様）



たくさんのご応募をいただき、ありがとうございました！

南砺市芝井　様 南砺市田辺　様 砺波市松永　様 高岡市島崎　様 高岡市藪中　様 高岡市葛城　様 射水市橋本　様
富山市永山　様 富山市広幡　様 富山市河端　様 富山市見波　様 富山市北川　様 富山市米澤　様 富山市野原　様
富山市武島　様 富山市石黒　様 入善町金森　様 黒部市大懸　様 小矢部市上山　様 砺波市木村　様 金沢市市村　様

野々市市加藤　様 野々市市大藏　様 津幡町片岡　様 津幡町川渕　様 津幡町飛龍　様 七尾市藪根　様 羽咋市西村　様
金沢市高森　様 金沢市窪田　様 金沢市吉田　様 金沢市渡辺　様 金沢市小野　様 金沢市浅井　様 白山市宮﨑　様
白山市山下　様 白山市宮﨑　様 加賀市北村　様 加賀市八木　様 加賀市大宮　様

高岡市岡島　様 南砺市浦嶋　様 高岡市松井　様 高岡市山本　様 氷見市大西　様 高岡市堅田　様 射水市島田　様
射水市中村　様 高岡市吉川　様 富山市荒井　様 富山市三輪　様 富山市村井　様 富山市塚　様 富山市川村　様
富山市永江　様 滑川市中林　様 黒部市宮崎　様 魚津市村沢　様 魚津市田中　様 高岡市大村　様 野々市市石井　様
金沢市久場　様 金沢市松任　様 かほく市江川　様 内灘町美野　様 津幡町示野　様 志賀町飛騨　様 宝達志水町山本　様
金沢市上田　様 金沢市大崎　様 金沢市城山　様 金沢市石田　様 金沢市水上　様 金沢市矢島　様 白山市中川　様
能美市友安　様 能美市吉田　様 小松市四間丁様 小松市澤田　様 小松市桝井　様

砺波市小幡　様 砺波市北島　様 南砺市得永　様 氷見市余川　様 氷見市蔵田　様 高岡市上村　様 射水市高堂　様
射水市加藤　様 富山市吉田　様 富山市美谷　様 富山市市川　様 富山市紺野　様 富山市杉野　様 立山町立花　様
富山市彼谷　様 滑川市稲場　様 富山市山﨑　様 朝日町長井　様 魚津市更田　様 小矢部市吉田　様 金沢市市村　様
金沢市田中　様 野々市市中川　様 内灘町能登　様 内灘町吉島　様 七尾市平山　様 金沢市中狭　様 金沢市加茂　様
金沢市落合　様 金沢市田辺　様 金沢市敞　様 金沢市中野　様 金沢市松田　様 能美市坂元　様 能美市古内　様
能美市渡辺　様 小松市水内　様 小松市辰野　様 加賀市川本　様 小松市速水　様

南砺市長谷川様 砺波市南　様 高岡市角　様 高岡市西　様 高岡市中山　様 射水市西嘉山様 射水市島田　様
射水市木下　様 富山市笹木　様 富山市高岡　様 富山市太田　様 富山市中川　様 富山市斉藤　様 富山市室　様
滑川市松井　様 富山市福井　様 立山町石黒　様 入善町小森　様 黒部市漆間　様 小矢部市坂田　様 金沢市佐古田様
金沢市中田　様 野々市市田中　様 内灘町横井　様 津幡町小藪　様 七尾市藤沢　様 金沢市朝日　様 金沢市松田　様
金沢市中村　様 金沢市浦　様 金沢市大平　様 金沢市長田　様 金沢市清水　様 白山市木谷　様 白山市根崎　様
能美市平井　様 加賀市木根　様 加賀市池端　様 小松市前出　様 小松市時川　様

砺波市長田　様 砺波市橘　様 砺波市渋谷　様 高岡市二上　様 高岡市橘　様 高岡市島田　様 高岡市今枝　様
射水市和田　様 射水市飯野　様 富山市水橋　様 富山市錦織　様 富山市荒木　様 富山市山本　様 舟橋村前原　様
富山市梅井　様 富山市森内　様 富山市光岡　様 黒部市宮本　様 黒部市佐々木様 高岡市赤村　様 金沢市杉谷　様
金沢市福田　様 野々市市本田　様 かほく市山本　様 かほく市道下　様 七尾市藤田　様 宝達志水町中橋　様 金沢市喜多　様
金沢市志鷹　様 金沢市村　様 金沢市山口　様 金沢市橋場　様 金沢市北村　様 金沢市東嶺　様 白山市草別　様
能美市中西　様 能美市長谷川様 小松市西出　様 小松市浅田　様 小松市吉川　様

南砺市細川　様 砺波市松本　様 高岡市嶋　様 高岡市吉田　様 高岡市稲積　様 射水市松田　様 射水市温井　様
富山市平井　様 富山市山本　様 富山市酒井　様 富山市大道　様 富山市福森　様 富山市石岡　様 富山市黒木　様
富山市高森　様 立山町中川　様 入善町橋場　様 黒部市岩井　様 魚津市山澤　様 小矢部市生駒　様 野々市市岡本　様
金沢市石丸　様 野々市市東崎　様 津幡町安江　様 七尾市中田　様 宝達志水町木下　様 金沢市松本　様 金沢市辻　様
金沢市國本　様 金沢市宮本　様 金沢市油野　様 金沢市川田　様 白山市山口　様 白山市髙桑　様 白山市砂川　様
川北町西田　様 かほく市虎谷　様 小松市山井　様 加賀市木下　様 加賀市藤岡　様

南砺市竹山　様 砺波市斉藤　様 南砺市前野　様 高岡市本澤　様 高岡市日尾　様 射水市菊池　様 射水市金森　様
射水市渋谷　様 射水市川尻　様 富山市森　様 富山市金山　様 富山市小沼　様 富山市松本　様 富山市山形　様
富山市尾島　様 滑川市川上　様 富山市馬場　様 入善町高源　様 黒部市松田　様 小矢部市大浦　様 金沢市宮下　様
金沢市吉田　様 金沢市前野　様 かほく市辻　様 津幡町林　様 中能登町藤田　様 七尾市柴田　様 金沢市新宅　様
金沢市中村　様 金沢市楠　様 金沢市藤坂　様 金沢市岡山　様 金沢市今井　様 白山市小寺　様 白山市増井　様
能美市村田　様 能美市西尾　様 加賀市山本　様 小松市田中　様 加賀市松井　様

11.ご当地ラーメンセット（40名様）

12.ご当地カレーセット（40名様）

13.缶つまセット（40名様）

14.甘納豆詰め合わせ（40名様）

15.人生ゲーム（40名様）

16.QUOカード1,000円分（40名様）

17.越中富山の常備菓子（40名様）


