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ヨシケイ石川エリア限定企画 当選発表当選発表
金沢市 寺本　様 金沢市 加藤　様 内灘町 米田　様 かほく市 小西　様 小松市 土田　様
加賀市 矢嶋　様 宝達志水町 梅田　様 金沢市 棒田　様 金沢市 内田　様 白山市 原田　様

金沢市 秋山　様 金沢市 萩原　様 金沢市 荒木　様 津幡町 酒井　様 小松市 若山　様
小松市 若林　様 七尾市 伊藤　様 金沢市 髙田　様 金沢市 竹本　様 白山市 北田　様

金沢市 寺松　様 金沢市 浜崎　様 金沢市 荒木　様 かほく市 柿本　様 加賀市 中出　様
小松市 東　様 七尾市 森下　様 金沢市 高島　様 川北町 新谷　様 白山市 鬼頭　様

金沢市 中田　様 野々市市 田脇　様 金沢市 玉作　様 内灘町 岡部　様 小松市 橋川　様
小松市 口田　様 志賀町 中川　様 金沢市 桐田　様 金沢市 武藤　様 白山市 西海　様

野々市市 小西　様 金沢市 松本　様 金沢市 石崎　様 かほく市 杉本　様 小松市 津田　様
志賀町 小杉　様 金沢市 米山　様 金沢市 堀　様 白山市 櫻井　様 白山市 北村　様

野々市市 崎田　様 野々市市 高木　様 野々市市 井戸　様 金沢市 高橋　様 金沢市 細田　様
かほく市 酒井　様 内灘町 中谷　様 津幡町 山本　様 小松市 林　様 小松市 新屋　様
小松市 山本　様 七尾市 澤田　様 中能登町 荒井　様 金沢市 中村　様 金沢市 田辺　様
金沢市 青木　様 能美市 本田　様 白山市 中尾　様 金沢市 山岸　様 白山市 髙田　様　

金沢市 吉田　様 金沢市 中川　様 野々市市 渡辺　様 金沢市 金原　様 金沢市 浅香　様
金沢市 岡本　様 津幡町 野口　様 かほく市 林　様 小松市 牧　様 加賀市 白崎　様
小松市 北出　様 七尾市 姥浦　様 七尾市 安井　様 金沢市 若槻　様 金沢市 中野　様
金沢市 前橋　様 白山市 加木　様 白山市 江場田　様 能美市 辻　様 白山市 山口　様

野々市市 金森　様 金沢市 松田　様 金沢市 斉藤　様 金沢市 松村　様 金沢市 石元　様
金沢市 山岸　様 津幡町 大西　様 内灘町 齋藤　様 小松市 出口　様 小松市 魚屋　様
小松市 北川　様 加賀市 浜野　様 七尾市 福島　様 宝達志水町 松田　様 金沢市 吉田　様
金沢市 千石　様 金沢市 神山　様 白山市 山下　様 白山市 中敷　様 白山市 近藤　様

金沢市 髙橋　様 金沢市 能村　様 金沢市 平岡　様 金沢市 熊田　様 金沢市 奥原　様
金沢市 浜田　様 金沢市 堀岡　様 津幡町 中川　様 津幡町 藤田　様 小松市 越後　様
小松市 安田　様 小松市 竹林　様 七尾市 濱田　様 宝達志水町 立中　様 金沢市 渡辺　様
金沢市 若山　様 金沢市 元尾　様 白山市 松川　様 白山市 塩田　様 能美市 宮岸　様

金沢市 須磨　様 金沢市 中田　様 金沢市 吉田　様 金沢市 山本　様 金沢市 供村　様
金沢市 織田　様 内灘町 山田　様 かほく市 和田　様 小松市 中村　様 小松市 水谷　様
加賀市 森山　様 志賀町 野崎　様 宝達志水町 安達　様 金沢市 岡本　様 金沢市 今井　様
金沢市 森山　様 金沢市 山本　様 白山市 達本　様 白山市 上田　様 白山市 和田　様

1.烏鶏庵　烏骨鶏かすていら＆プリンセット（10名様）

2.加賀麩不室屋　麩詰合せ（10名様）

3.富富富＆ひゃくまん穀（10名様）

4.甘納豆かわむら　甘納豆詰合せ（10名様）

5.ヤマト醤油味噌　糀からの贈り物（10名様）

6. 8番らーめん堪能セット（20名様）

7.まつや　とり野菜みそ詰合せ（20名様）

8.いしかわ地サイダー6本セット（20名様）

9.竹内のみそまんじゅう本舗　詰合せセット（20名様）

10.ボローニャ　デニッシュ食パン（20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！

野々市市 安本　様 野々市市 成田　様 金沢市 向嶋　様 金沢市 田中　様 金沢市 今井　様
金沢市 干場　様 かほく市 宮本　様 津幡町 国田　様 津幡町 小藪　様 小松市 斉藤　様
小松市 宮　様 小松市 土屋　様 羽咋市 嵯峨井　様 金沢市 角　様 金沢市 吉田　様
金沢市 島谷　様 能美市 高橋　様 白山市 平林　様 白山市 山野　様 白山市 砂川　様

野々市市 長田　様 金沢市 中田　様 金沢市 松下　様 金沢市 坂下　様 金沢市 稲津　様
金沢市 稲本　様 金沢市 飯田　様 内灘町 山田　様 津幡町 山田　様 小松市 前田　様
小松市 石田　様 加賀市 大西　様 志賀町 坂本　様 七尾市 杉江　様 金沢市 柳梅　様
金沢市 中越　様 金沢市 三木　様 能美市 渡辺　様 能美市 笹木　様 能美市 中西　様

金沢市 素谷　様 金沢市 竹田　様 金沢市 山岸　様 金沢市 中山　様 金沢市 北村　様
内灘町 米田　様 内灘町 長谷　様 津幡町 川尻　様 かほく市 梶川　様 加賀市 北野　様
小松市 山西　様 小松市 通次　様 七尾市 髙辻　様 宝達志水町 片原　様 金沢市 峯越　様
金沢市 背久保　様 金沢市 酒井　様 白山市 山西　様 白山市 米永　様 川北町 山黒　様

金沢市 越村　様 金沢市 加藤　様 金沢市 本間　様 金沢市 川崎　様 金沢市 倉　様
金沢市 池島　様 津幡町 三野　様 内灘町 小倉　様 加賀市 北野　様 小松市 杉山　様
小松市 七尾　様 七尾市 木森　様 宝達志水町 中谷　様 金沢市 小坂　様 金沢市 本西　様
金沢市 奥村　様 金沢市 岸　様 白山市 酒屋　様 川北町 廣田　様 能美市 友安　様

金沢市 元尾　様 金沢市 濱本　様 金沢市 宮一　様 かほく市 小玉　様 小松市 吉田　様
小松市 渡辺　様 羽咋市 澗口　様 金沢市 寺口　様 金沢市 香倉　様 川北町 池田　様

野々市市 堅田　様 白山市 大黒　様 金沢市 久岡　様 白山市 安原　様 金沢市 髙橋　様
金沢市 石動　様 金沢市 表　様 金沢市 田辺　様 金沢市 駒井　様 金沢市 宮越　様
金沢市 太田　様 金沢市 西尾　様 津幡町 岩井　様 かほく市 紺谷　様 かほく市 村上　様
内灘町 孫八　様 かほく市 北村　様 小松市 山越　様 小松市 角　様 小松市 池田　様
小松市 宮川　様 小松市 山崎　様 小松市 森　様 加賀市 飯田　様 羽咋市 田中　様
志賀町 飛騨　様 志賀町 森田　様 金沢市 西島　様 金沢市 中村　様 金沢市 東　様
金沢市 山本　様 金沢市 金岡　様 金沢市 多賀　様 金沢市 北道　様 白山市 大倉　様
能美市 村元　様 白山市 寺澤　様 能美市 中西　様 白山市 吉岡　様 白山市 永瀬　様

金沢市 増田　様 金沢市 石松　様 金沢市 荒井　様 金沢市 綾　様 金沢市 東　様
金沢市 河畑　様 津幡町 太田　様 津幡町 昇塚　様 津幡町 川上　様 小松市 牧本　様
加賀市 北野　様 加賀市 小西　様 七尾市 土倉　様 金沢市 河原　様 金沢市 島田　様
金沢市 中嶋　様 能美市 久保田　様 能美市 東　様 白山市 小寺　様 能美市 吉田　様

金沢市 中島　様 金沢市 前野　様 金沢市 小酒　様 金沢市 土田　様 金沢市 村田　様
金沢市 大島　様 内灘町 笹川　様 津幡町 山岸　様 加賀市 梶井　様 加賀市 宮本　様
小松市 孫崎　様 七尾市 箕田　様 志賀町 赤地　様 金沢市 岡山　様 金沢市 藤田　様
金沢市 中西　様 金沢市 本間　様 能美市 古内　様 白山市 伴　様 白山市 宮下　様

金沢市 矢木　様 金沢市 西嶋　様 金沢市 田村　様 金沢市 津田　様 金沢市 相川　様
金沢市 川村　様 内灘町 杉本　様 津幡町 山越　様 津幡町 松本　様 小松市 王生　様
小松市 宮崎　様 加賀市 荒家　様 加賀市 大宮　様 七尾市 篠崎　様 金沢市 恒川　様
金沢市 神田　様 金沢市 近辻　様 白山市 南野　様 白山市 蔵本　様 能美市 山崎　様

11.金澤やまぎし養蜂場　柚子みつ（20名様）

12.和豚もちぶた600g（20名様）

13.ご当地レトルトカレーセット（20名様）

14.サーティワンギフト券2,000円分（20名様）

15.ルービックキューブ（10名様）

16.カルピス20本セット（40名様）

17.六星 豆板餅（20名様）

18.小松うどん（20名様）

19.永谷園　おとなのふりかけ（20名様）


