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たくさんのご応募をいただき、ありがとうございました！

砺波市 石黒　様 高岡市 林　様 射水市 大門　様 富山市 舩坂　様 立山町 渡辺　様

小矢部市 大野　様 高岡市 水野　様 富山市 伊藤　様 富山市 田中　様 黒部市 荻野　様

砺波市 藤井　様 小矢部市 中島　様 富山市 伊東　様 富山市 吉田　様 富山市 丸岡　様

南砺市 山田　様 高岡市 畑山　様 富山市 宮部　様 富山市 菅　様 滑川市 妻木　様

南砺市 中川　様 南砺市 中山　様 砺波市 斉藤　様 砺波市 小幡　様 砺波市 川渕　様
砺波市 島　様 高岡市 中川　様 小矢部市 上山　様 氷見市 澤森　様 高岡市 中居　様
高岡市 荒井　様 高岡市 岡野　様 高岡市 堀田　様 高岡市 大越　様 射水市 徳永　様
射水市 川崎　様 射水市 竹内　様 射水市 川筋　様 富山市 安部　様 射水市 利田　様
富山市 横山　様 富山市 宮下　様 富山市 林　様 富山市 大屋　様 富山市 鍋田　様
富山市 谷　様 富山市 宮崎　様 富山市 山崎　様 富山市 山本　様 立山町 林　様
富山市 浅井　様 上市町 石川　様 富山市 児島　様 富山市 村田　様 富山市 浅野　様
舟橋村 中田　様 黒部市 伊東　様 朝日町 道下　様 黒部市 沢田　様 入善町 立塚　様

南砺市 藤﨑　様 南砺市 松岡　様 南砺市 金谷　様 南砺市 髙野　様 砺波市 田中　様
砺波市 三井　様 高岡市 眞舘　様 高岡市 金森　様 高岡市 笠谷　様 氷見市 竹田　様
高岡市 林　様 高岡市 岩井　様 高岡市 河島　様 高岡市 佐賀　様 射水市 舟崎　様
射水市 富沢　様 射水市 藤野　様 富山市 中川　様 富山市 神保　様 高岡市 泊　様
富山市 竹内　様 富山市 山岸　様 富山市 酒井　様 富山市 新名　様 富山市 河原　様
富山市 澤井　様 富山市 林　様 富山市 藤澤　様 富山市 木場　様 富山市 仲辻　様
富山市 小林　様 富山市 藤井　様 富山市 小川　様 富山市 小松　様 滑川市 大原　様
滑川市 釜谷　様 魚津市 杉山　様 黒部市 長谷川　様 入善町 山下　様 魚津市 佐々木　様

小矢部市 坪野　様 高岡市 岩黒　様 射水市 尾山　様 富山市 吉田　様 魚津市 富川　様

南砺市 若林　様 高岡市 髙木　様 富山市 花岡　様 富山市 谷内　様 黒部市 上野　様

高岡市 山岡　様 富山市 野呂　様 富山市 木村　様 富山市 品川　様 朝日町 桑畑　様

高岡市 山崎　様 高岡市 長田　様 富山市 上野　様 富山市 けやき　様 朝日町 大島　様

南砺市 東田　様 小矢部市 荒木　様 高岡市 参納　様 氷見市 酒井　様 射水市 笹島　様
高岡市 西部　様 射水市 北村　様 富山市 高森　様 富山市 河除　様 富山市 稲積　様
滑川市 山田　様 富山市 藤井　様 立山町 清水　様 入善町 南保　様 入善町 水野　様

砺波市 亀田　様 砺波市 南　様 小矢部市 作田　様 高岡市 柳沼　様 氷見市 茨木　様
富山市 佐々木　様 富山市 中川　様 富山市 釣　様 富山市 斉藤　様 富山市 木下　様
富山市 中谷　様 富山市 松井　様 富山市 篠田　様 上市町 山谷　様 黒部市 宮崎　様

1.　ハマー 折りたたみ自転車（5名様）

2.　アラジン グラファイトトースター（5名様）

3.　アイリスオーヤマ 衣類乾燥除湿機（5名様）

4.　アイリスオーヤマ 電気圧力鍋（5名様）

5.　焼肉用お肉セット1kg（40名様）

6.　ヨシケイご利用券5,000円分（40名様）

7.　マルチスモークレスグリル（5名様）

8.　ネスカフェゴールドブレンドバリスタW（5名様）

9.　スターバックスオリガミドリップコーヒー（5名様）

10.　ネピネピティッシュ（5名様）

11.　焼肉用お肉セット600g（15名様）

12.　ヨシケイご利用券3,000円分（15名様）


