
ご当選おめでとうございます！

当選者さま 都道府県 店舗名 ご成約の会員店さま

石川 様 北海道 標茶店 東部ダイハツ 株式会社

五味澤 様 北海道 ニセコ倶知安店 株式会社 カーオフィス北海道

大橋 様 北海道 ニセコ倶知安店 株式会社 カーオフィス北海道

三上 様 青森県 弘前店 シー・エス・ジェー 株式会社

山田 様 青森県 青森東バイパス店 有限会社 ビックジャパン

佐藤 様 青森県 北つがる店 中野ヂーゼル整備 株式会社

高橋 様 岩手県 滝沢店 有限会社 山忠モータース

中村 様 岩手県 水沢東京自動車店 東京自動車 株式会社

杉本 様 宮城県 大河原2号店 株式会社 川村自動車販売

池谷 様 宮城県 仙台東店 株式会社 オートリーグ

伊藤 様 宮城県 仙台東店 株式会社 オートリーグ

結城 様 宮城県 宮城蔵王店 株式会社 オートパル

大崎 様 宮城県 仙台太白店 有限会社 ステージワン

髙橋 様 宮城県 宮城利府店 株式会社 東日本産業

田山 様 秋田県 大館店 木村自動車工業 株式会社

五十嵐 様 山形県 酒田店 有限会社 奥山自動車整備工場

佐藤 様 山形県 山形店 株式会社 カーサービス山形

佐藤 様 山形県 天童店 株式会社 カーサービス山形

荒木 様 福島県 南相馬店 株式会社 川村自動車販売

金子 様 茨城県 取手店 株式会社 ニチエイ・カーマックス

舘野 様 茨城県 古河店 有限会社 安喰商会

田野 様 栃木県 宇都宮北店 有限会社 Ｔ．Ｔ．ファクトリー

新里 様 栃木県 那須塩原店 株式会社 おまかせオート石川

片平 様 群馬県 沼田店 有限会社 沼北自動車

吉越 様 群馬県 桐生みどり店 荒川自動車

内田 様 埼玉県 杉戸西店 有限会社 相馬モータース

高野 様 埼玉県 杉戸西店 有限会社 相馬モータース

髙島 様 埼玉県 １２２店 株式会社 オートガレージイチニイニイ

山本 様 埼玉県 １２２店 株式会社 オートガレージイチニイニイ

野原 様 埼玉県 新座店 横山自動車販売 株式会社
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大木 様 埼玉県 東松山店 有限会社 こづち商会

波多野 様 埼玉県 ナカジマ所沢店 中嶋自動車工業 株式会社

渡邊 様 埼玉県 新所沢店 有限会社 ケイアンドケイ自動車

黒川 様 埼玉県 上尾店 株式会社 カーライフ・ラボ

加瀬 様 千葉県 土気あすみが丘店 株式会社 カーアシスト千葉

東郷 様 千葉県 土気あすみが丘店 株式会社 カーアシスト千葉

佐藤 様 千葉県 宮野木店 株式会社 オートウェーブ

桒原 様 千葉県 宮野木店 株式会社 オートウェーブ

堀口 様 千葉県 新柏店 株式会社 Ｙ＆Ｆ

佐藤 様 東京都 足立店 株式会社 カネコ自販

新山 様 東京都 調布飛田給店 有限会社 オートガレージＲＯＭ

中村 様 東京都 葛飾四つ木店 有限会社 三鈴自動車

松田 様 神奈川県 海老名店 株式会社 トータス

松本 様 神奈川県 愛川店 有限会社 ミナミ

鹿田 様 神奈川県 川崎店 株式会社 ツーウィン

佐々 様 神奈川県 秦野店 株式会社 ヨシオカ

大島 様 神奈川県 秦野店 株式会社 ヨシオカ

有水 様 神奈川県 小田原鴨宮店 株式会社 ウィル

小林 様 神奈川県 仲町台店 株式会社 ＭＩＣ

藤井 様 神奈川県 オートキヨスク寒川店 株式会社 ＭＩＣ

諏訪間 様 神奈川県 オートキヨスク寒川店 株式会社 ＭＩＣ

髙山 様 新潟県 新発田店 カイツ自動車 株式会社

大島 様 新潟県 上越店 有限会社 北日本自販

藤崎 様 新潟県 紫竹山店 紫竹山自動車 株式会社

村山 様 新潟県 紫竹山店 紫竹山自動車 株式会社

長谷川 様 新潟県 燕三条店 株式会社 丸山自動車

山本 様 新潟県 燕三条店 株式会社 丸山自動車

高橋 様 新潟県 燕三条店 株式会社 丸山自動車

西脇 様 富山県 南富山店 株式会社 インディオ富山

織田 様 富山県 南富山店 株式会社 インディオ富山
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橋谷 様 石川県 能登店 有限会社 三栄自動車工業

片山 様 石川県 金沢駅西店 ＣＬＴ金沢 株式会社

富永 様 福井県 福井西店 株式会社 東和自動車

瀧野 様 福井県 福井西店 株式会社 東和自動車

高田 様 福井県 東小浜店 小浜マイカー販売 株式会社

秋山 様 山梨県 甲府店 株式会社 近藤モータース

五味 様 山梨県 山梨豊富店 株式会社 辰己モータース

掛川 様 長野県 長野安茂里店 株式会社 富士ホンダ

押鐘 様 長野県 長野エムウェーブ店 有限会社 風間車輌販売

清水 様 長野県 しおだ野店 有限会社 竹内オートカラー

並木 様 長野県 上田店 徳竹自動車 株式会社

髙木 様 長野県 塩尻店 有限会社 杉浦自動車

市村 様 長野県 飯山店 有限会社 松山オート

清水 様 長野県 飯山店 有限会社 松山オート

石田 様 長野県 南信州いいだ店 有限会社 じどうしゃ屋

曽我 様 岐阜県 郡上八幡店 有限会社 カーボイス

髙原 様 岐阜県 郡上八幡店 有限会社 カーボイス

竹内 様 岐阜県 駄知店 株式会社 中根モータース

石井 様 静岡県 ホンダショップ御殿場店 株式会社 ホンダショップ御殿場

山本 様 静岡県 湖西古見店 有限会社 スギモトコーポレーション

内山 様 静岡県 浜松西店 有限会社 ショップフジタ

後藤 様 静岡県 浜松西店 有限会社 ショップフジタ

豊田 様 静岡県 磐田店 有限会社 飯田商会

大石 様 静岡県 御前崎店 株式会社 松井モータース

増田 様 静岡県 御前崎店 株式会社 松井モータース

河津 様 愛知県 半田花園店 有限会社 ガレージハタ

佐藤 様 愛知県 千代田街道店 株式会社 ウェイクアップ

小土井 様 愛知県 千代田街道店 株式会社 ウェイクアップ

山田 様 愛知県 あま中央道店 ゆーずどかぁ本舗 株式会社

金子 様 愛知県 あま中央道店 ゆーずどかぁ本舗 株式会社



ご当選おめでとうございます！
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相馬 様 愛知県 尾張旭店 門前自動車販売

松原 様 愛知県 尾張旭店 門前自動車販売

寺西 様 愛知県 尾張旭店 門前自動車販売

平山 様 三重県 松阪店 株式会社 トモエ自動車商会

上村 様 三重県 松阪店 株式会社 トモエ自動車商会

伊藤 様 三重県 四日市生桑店 有限会社 カーオーダーＭ

新島 様 三重県 四日市生桑店 有限会社 カーオーダーＭ

鈴木 様 三重県 四日市生桑店 有限会社 カーオーダーＭ

加藤 様 三重県 四日市生桑店 有限会社 カーオーダーＭ

矢野 様 三重県 四日市生桑店 有限会社 カーオーダーＭ

山田 様 滋賀県 長浜北店 株式会社 アルファオート

田栗 様 滋賀県 湖北店 有限会社 ヴィンテージ

宮村 様 滋賀県 栗東辻店 正和自動車販売 株式会社

棚池 様 滋賀県 彦根インター店 株式会社 エス・エス商会

濱村 様 京都府 京都南店 有限会社 大薮自動車工業

中江 様 京都府 京都南店 有限会社 大薮自動車工業

西本 様 京都府 京都南店 有限会社 大薮自動車工業

齋藤 様 大阪府 南河内店 株式会社 タモツ自動車

花城 様 大阪府 南河内店 株式会社 タモツ自動車

木村 様 大阪府 松原店 有限会社 オートステーションＫＡＮＳＡＩ

辻井 様 大阪府 MONDAY関空泉佐野店 株式会社 マンデー

土居 様 大阪府 MONDAY関空泉佐野店 株式会社 マンデー

髙田 様 大阪府 大阪住之江店 株式会社 エムアンドワイカーシステム

門馬 様 大阪府 四條畷店 株式会社 ＧＲＥＳ

北川 様 大阪府 富田林店 株式会社 三浦石油

平松 様 兵庫県 神戸北須磨店 株式会社 カーショップ神戸

永田 様 兵庫県 神戸北須磨店 株式会社 カーショップ神戸

野村 様 兵庫県 スバルショップ豊岡店 トヨオカ自動車工業 株式会社

中津 様 兵庫県 大倉山店 竹内油業 株式会社

磯貝 様 兵庫県 大倉山店 竹内油業 株式会社
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廣瀬 様 兵庫県 西明石店 株式会社 松尾モータース

佐野 様 兵庫県 西明石店 株式会社 松尾モータース

大西 様 兵庫県 多可店 有限会社 橋詰信石油

河内 様 兵庫県 加古川西インター店 株式会社 ブランニューワン

岡野 様 兵庫県 加古川西インター店 株式会社 ブランニューワン

竹田 様 奈良県 奈良秋篠店 有限会社 大薮自動車工業

河村 様 奈良県 奈良秋篠店 有限会社 大薮自動車工業

山田 様 奈良県 広陵店 株式会社 荒市商店

辻岡 様 奈良県 郡山インター店 株式会社 カークリニック９９

山下 様 和歌山県 橋本店 石橋自動車 株式会社

前田 様 和歌山県 田辺店 大和自動車整備 株式会社

山川 様 和歌山県 御坊店 有限会社 日高オート

奈良井 様 鳥取県 米子店 有限会社 大栄自動車

国本 様 鳥取県 鳥取中央店 株式会社 オートフレンド

山崎 様 鳥取県 鳥取中央店 株式会社 オートフレンド

藤村 様 鳥取県 鳥取店 株式会社 ケイハピネス

安田 様 島根県 出雲店 有限会社 わこう自動車

粒﨑 様 岡山県 岡山店 株式会社 カートップ

嵜上 様 岡山県 東岡山店 双葉車輌 株式会社

山本 様 岡山県 東岡山店 双葉車輌 株式会社

牧 様 岡山県 東岡山店 双葉車輌 株式会社

葛原 様 岡山県 倉敷中央店 双葉車輌 株式会社

山本 様 岡山県 備前店 備前スズキ販売 株式会社

山下 様 岡山県 高梁店 島自動車 有限会社

佐原 様 広島県 尾道店 株式会社 カープランニング広島

山下 様 広島県 廿日市店 株式会社 ベストカーヤマナカ

渕上 様 広島県 福山北店 有限会社 井上カードック

吉田 様 広島県 西条インター店 株式会社 ハピセ

吉冨 様 山口県 宇部インター店 株式会社 ガレージコトシバ

多谷 様 山口県 宇部インター店 株式会社 ガレージコトシバ
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山根 様 山口県 周南櫛ケ浜店 東洋ボデー 株式会社

山田 様 山口県 下関北店 有限会社 切田モータース

上種 様 山口県 下関北店 有限会社 切田モータース

池尾 様 徳島県 徳島空港店 有限会社 岡野商会

細川 様 徳島県 徳島空港店 有限会社 岡野商会

河野 様 徳島県 徳島空港店 有限会社 岡野商会

別宮 様 徳島県 徳島空港店 有限会社 岡野商会

下垣 様 香川県 高松東店 株式会社 丸久自動車

多田 様 香川県 志度店 株式会社 ドルチェ三共

篠原 様 香川県 小豆島店 有限会社 宮山モータース

好永 様 愛媛県 松山保免店 三原産業 株式会社

高木 様 愛媛県 東温店 株式会社 ガリレオコーポレーション

源 様 愛媛県 衣山店 衣山自動車 株式会社

門田 様 高知県 高知中央店 株式会社 カーパルコ長﨑屋

中村 様 高知県 室戸店 有限会社 仙頭車輌

岡村 様 高知県 香南店 有限会社 マルオカ

王 様 高知県 四万十店 株式会社 ウイング

濵田 様 高知県 高知西店 有限会社 桂自動車

堀本 様 福岡県 筑豊田川店 株式会社 見藤商会

松本 様 福岡県 福岡南店 株式会社 Ｇ－ＣＲＯＳＳ

杉山 様 福岡県 八幡やつえ店 株式会社 下山自動車

中村 様 福岡県 大牟田店 株式会社 オートサルーン羽山

奥薗 様 福岡県 八幡西店 株式会社 ネクスト

吉武 様 福岡県 久留米南店 有限会社 千代島自動車整備工場

江口 様 福岡県 久留米インター店 株式会社 くるま村

小松 様 佐賀県 佐賀兵庫店 株式会社 ＶＥＲＹ

井上 様 長崎県 長崎多良見インター店 有限会社 フリーウェイ

山田 様 長崎県 長崎多良見インター店 有限会社 フリーウェイ

森下 様 長崎県 昭和町店 有限会社 昭豊モータース

片渕 様 長崎県 大村富の原店 有限会社 竹内モータース
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奥野 様 熊本県 熊本菊陽店 有限会社 カーパルコ熊本

石橋 様 熊本県 熊本宇城店 有限会社 カートップ熊本

矢野 様 熊本県 熊本はません店 株式会社 オートトレーディング・クルー

上野 様 熊本県 熊本インター店 株式会社 住永企業

藤川 様 熊本県 熊本インター店 株式会社 住永企業

能田 様 熊本県 南阿蘇・高森店 株式会社 オートリファインショウジ

長尾 様 大分県 大分東店 有限会社 明豊マイカーセンター

吉原 様 大分県 中津大貞公園店 オートクラブ

森田 様 宮崎県 宮崎イオンモール店 株式会社 グランドライン

安富 様 鹿児島県 鹿児島紫原店 株式会社 カーシティー鹿児島

古賀 様 鹿児島県 鹿児島与次郎店 株式会社 カーライフ鹿児島

松山 様 鹿児島県 喜入店 株式会社 エイトリング

薗田 様 鹿児島県 喜入店 株式会社 エイトリング

金城 様 沖縄県 もとぶ店 有限会社 宇根自動車

岸本 様 沖縄県 もとぶ店 有限会社 宇根自動車

稲垣 様 沖縄県 ヒラタ東浜店 株式会社 平田自動車商会

永井 様 沖縄県 うるま店 有限会社 兼城自動車整備工場

東浜 様 沖縄県 うるま店 有限会社 兼城自動車整備工場

玉榮 様 沖縄県 うるま店 有限会社 兼城自動車整備工場

山川 様 沖縄県 浦添店 株式会社 エムワイオート


