
会員番号 会員番号 会員番号

1006 1102 4005

2049 3063 4008

3206 1126 2158

2158 3026 4007

3012 1140 4008

1090 1102 1145

2018 1111 1102

1127 2012 2049

3206 3040 1017

3075 2150 3185

2031 1056 3012

3138 1145 1153

2026 1037 2158

3138 1165 1174

3193 3123 1140

2031 4005 1037

3026 3185 1090

2074 3075 3077

1127 3012 1145

3013 3206 1137

3193 3028 1090

3206 1013 2012

2062 4008 1102

2158 1013 1126

1013 1102 3063

1090 3012 1006

3012 3028 2049

2049 3077 2062

1013 1165 1017

3063 3013 3026

1174 1137 3206

1174 3193 2049

3012 3063 3026

1090

嘉陽 様 宜野湾市

エスティオート 西原 様 浦添市

(有)西平自動車商会 仲村凛 様 南城市

(有)ナカダ自動車商会 西平 様 うるま市 （株）カーステーションBAN BAN 与久田 様 読谷村 (有)アズマックス

(株)東部自動車 比嘉 様 豊見城市 (有)花まるリース 金城 様 うるま市

(株)東部自動車 比嘉 様 豊見城市 与古田自動車販売(株) 東野 様 与那原町 オート・イージス（株） 城間 様 北谷町

（株）カーステーションBAN BAN 仲座 様 豊見城市 (株)又吉自動車商会 真栄田 様 名護市 (有)アズマックス 佐々木 様 浦添市

カーショップＨｉｒｏ 渡慶次 様 宜野湾市

(株)ラッキー自動車商会 大城 様 南城市 (株)Pride　ｶｰｽﾏｲﾙ1号店 仲村 様 沖縄市 (株)海邦物産　海邦オートサービス

(有)西平自動車商会 吉里 様 浦添市 オートZEN 瀬名波 様 沖縄市

井上 様 糸満市

(有)ナカダ自動車商会 照屋 様 宜野湾市 ヒロオートセールス 上原 様 沖縄市 (有)西平自動車商会 石垣 様 名護市

エスティオート 新城 様 那覇市 (有)ナカダ自動車商会 武田 様 読谷村 (有)サン・オキナワ自販 永田 様 中城村

CAR STATION プラスONE 狩俣 様 宜野湾市

(株)ラッキー自動車商会 安里 様 名護市 (有)三広自動車 岸本 様 那覇市 （株）カーステーションBAN BAN

(株)東日産自動車 與那嶺 様 浦添市 (株)ラッキー自動車商会 宮平 様 南風原町

平安名 様 沖縄市

カーショップＨｉｒｏ 木下 様 宜野湾市 (有)大城オートサービス 比嘉 様 名護市 (有)三広自動車 岸本 様 那覇市

オート・イージス（株） 城間 様 沖縄市 (株)ラッキー自動車商会 新垣 様 南城市 丸真自動車商会 山城 様 うるま市

与古田自動車販売(株) 塩竃 様 浦添市

(有)花まるリース 志堅原 様 うるま市 ヒロオートセールス 小出 様 沖縄市 エスティオート

(株)又吉自動車商会 渡嘉敷 様 沖縄市 オート・イージス（株） 幸地 様 沖縄市

宮城 様 西原町

(有)タワタ自動車 とよみステージ 平井 様 糸満市 (有)ナカダ自動車商会 崎原 様 宜野座村 (株)アロハオート 北林 様 糸満市

(株)SPECIAL CARS 宇久村 様 宜野湾市 (有)上原自動車 仲松 様 浦添市 オートZEN 我喜屋 様 沖縄市

TCカーフレンド 仲村凛 様 豊見城市

(有)アズマックス 島袋 様 浦添市 比嘉自動車 仲村凛 様 うるま市 エスティオート

大栄自動車 名城 様 浦添市 屋部自動車商会 宮城 様 名護市

比嘉 様 中城村

(有)花まるリース 金城 様 うるま市 屋富祖自動車 石川 様 うるま市 オートビジネスＷＩＳＥ 古波 様 那覇市

古堅モータース(株) トープ 様 読谷村 (株)Pride　ｶｰｽﾏｲﾙ1号店 大城 様 糸満市 (株)東部自動車 比嘉 様 うるま市

合同会社 ライフ自動車 上原 様 那覇市

くるまのまるく 金城 様 那覇市 TCカーフレンド 大城 様 沖縄市 (株)東日産自動車

古堅モータース(株) 知念 様 読谷村 (株)アロハオート 武島 様 那覇市

上里 様 那覇市

大栄自動車 仲本 様 那覇市 豊橋自動車(株) 上地 様 うるま市 (有)ナカダ自動車商会 崎原 様 宜野座村

(有)上原自動車 上原 様 沖縄市 オートガレージフラップ 宮城 様 宜野湾市 比嘉自動車 伊芸 様 金武町

(有)西平自動車商会 小橋川 様 うるま市

オート・イージス（株） 源河 様 沖縄市 (有)琉朝自動車商会 新屋 様 読谷村 (株)海邦物産　海邦オートサービス

(有)タワタ自動車 とよみステージ 呉屋 様 西原町 丸真自動車商会 新里 様 うるま市

謝花 様 豊見城市

正自動車商会 田崎 様 うるま市 スピードオート 岩本 様 沖縄市 (有)三広自動車 比嘉 様 西原町

エスティオート 多和田 様 北谷町 (有)三広自動車 比嘉 様 西原町 (株)アロハオート 上地 様 豊見城市

(有)ヒサシ自動車 古城 様 宜野湾市

(有)ナカダ自動車商会 津波 様 読谷村 オートビジネスＷＩＳＥ 仲村凛 様 南風原町 (有)大城オートサービス

(株)東日産自動車 下地 様 那覇市 (有)アズマックス 下地 様 沖縄市

宮城 様 国頭村

オート・イージス（株） 島袋 様 沖縄市 CAR STATION プラスONE 川田 様 宜野湾市 (株)東日産自動車 城間 様 那覇市

(有)西平自動車商会 安谷屋 様 浦添市 （株）カーステーションBAN BAN 玉村 様 那覇市 (有)大城オートサービス 玉城 様 名護市

(有)サン・オキナワ自販 永田 様 中城村 (有)三広自動車 金城 様 西原町 屋部自動車商会 宮城 様 名護市

御菓子御殿 紅いもタルト ＆ りゅうせき商品券￥3,000分　100名様　11月受付分

販　売　店 お　客　様　名 ご　住　所 販　売　店 お　客　様　名 ご　住　所 販　売　店 お　客　様　名 ご　住　所


