
会員番号 会員番号 会員番号

3040 1145 1102

1102 3040 3212
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1126 3206 1013

1013 1037 3012

1090 2158 2060

1017 1006 1090

1102 4007 1126
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2060 1013 1145

1111 3077 3040

2049 3063 2025
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1017 2062 1037

3075 2001 2158
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4008 1137 1013

1090 3063 3077

2060 1056 3063

1102 2001 3012

2001 1006 2062

3212 4007 1171

3012 1037 1056

1013 1111 2001

4008 2159 1037

1102 3123 1111

2074 3075 1006

1126 1017 3206

2159 2049 1013

1102 1111 2018

1056 2060 1102

3193

瀬尾 様 浦添市

(有)花まるリース 宮平 様 那覇市

正自動車商会 富名腰 様 北谷町

豊橋自動車(株) 前里 様 名護市 (有)昭南自動車商会 黒宮 様 宜野湾市 (有)三広自動車

(有)三広自動車 上地 様 宜野湾市 スピードオート 比嘉 様 南城市

オートビジネス沖縄 東恩納 様 沖縄市 (有)西平自動車商会 新垣 様 浦添市 (株)ラッキー自動車商会 呉屋 様 南城市

カーステーション プラスONE 徳元 様 浦添市 (株)海邦物産 大城 様 恩納村 オート・イージス株式会社 國吉 様 那覇市

スピードオート 玉城 様 名護市

(株)SPECIAL CARS 都澤 様 浦添市 (有)上原自動車 新垣 様 中城村 (有)サン・オキナワ自販

(有)三広自動車 安里 様 南風原町 屋富祖自動車 金城 様 沖縄市

諸見 様 宜野湾市

(有)大城オートサービス 棚原 様 名護市 オートビジネス沖縄 崎濱 様 沖縄市 TCカーフレンド 平良 様 南風原町

(株)ラッキー自動車商会 新垣 様 南城市 スピードオート 仲本 様 那覇市 (有)伊佐中古車センター 瑞慶覧 様 宜野湾市

カーチェンジA１沖縄 知念 様 うるま市

(有)ナカダ自動車商会 儀間 様 読谷村 TCカーフレンド 大庭 様 南城市 豊橋自動車(株)

PEACH AUTO 浦崎 様 沖縄市 (有)ヒサシ自動車 大城 様 名護市

富山 様 南城市

(有)伊佐中古車センター 新里 様 中城村 (有)サン・オキナワ自販 島袋 様 西原町 カーショップＨｉｒｏ 本永 様 読谷村

(有)三広自動車 亀山 様 南城市 (有)伊佐中古車センター 伊佐 様 宜野湾市 (有)ナカダ自動車商会 富平 様 沖縄市

オートZEN 仲宗根 様 沖縄市

(有)昭南自動車商会 与那嶺 様 西原町 豊橋自動車(株) 仲宗根 様 那覇市 （株）カーステーションBAN BAN

エスティオート 伊佐 様 中城村 （株）カーステーションBAN BAN 大城 様 沖縄市

岡野 様 沖縄市

(有)大城オートサービス ザキシ 様 名護市 与古田自動車販売(株) 神村 様 北谷町 (株)ラッキー自動車商会 玉寄 様 那覇市

屋富祖自動車 金城 様 沖縄市 カーチェンジA１沖縄 コープランド 様 宜野湾市 (有)ナカダ自動車商会 富平 様 北谷町

TCカーフレンド 玉城 様 宜野湾市

(有)上原自動車 新垣 様 中城村 (有)伊佐中古車センター 幸地 様 宜野湾市 (株)東日産自動車

(株)海邦物産 神谷 様 読谷村 カーショップＨｉｒｏ 山城 様 うるま市

山川 様 西原町

(株)ラッキー自動車商会 野原 様 那覇市 (株)ラッキー自動車商会 外間 様 那覇市 オート・イージス株式会社 金城 様 沖縄市

(有)西平自動車商会 宮城 様 宜野湾市 （株）カーステーションBAN BAN 伊吉 様 南城市 原自動車 比嘉 様 浦添市

(株)アロハオート 新里 様 南風原町

スピードオート 阿波根 様 浦添市 オートZEN 瀬名波 様 沖縄市 (有)琉朝自動車商会

(有)昭南自動車商会 小谷 様 うるま市 (株)ラッキー自動車商会 小倉 様 八重瀬町

比嘉 様 うるま市

(株)ラッキー自動車商会 神里 様 八重瀬町 オートガレージフラップ 比嘉 様 北中城村 豊橋自動車(株) 田村 様 那覇市

(有)昭南自動車商会 伊波 様 今帰仁村 (有)ナカダ自動車商会 渡慶次 様 読谷村 オートビジネス沖縄 比嘉 様 名護市

カーステーション プラスONE 玉城 様 本部町

(有)西平自動車商会 安谷屋 様 南城市 カーチェンジA１沖縄 下地 様 浦添市 (株)SPECIAL CARS

(有)三広自動車 上地 様 宜野湾市 (有)ヒサシ自動車 上原 様 名護市

松川 様 与那原町

(株)海邦物産 赤嶺 様 豊見城市 (有)サン・オキナワ自販 新城 様 中城村 エスティオート 普天間 様 西原町

エスティオート 佐久川 様 浦添市 (株)東日産自動車 前田 様 宜野湾市 (有)昭南自動車商会 金城 様 八重瀬町

(株)ラッキー自動車商会 新垣 様 南城市

(株)ラッキー自動車商会 嘉数 様 那覇市 TCカーフレンド 識名 様 南風原町 (有)ナカダ自動車商会

カーステーション プラスONE 宮城 様 名護市 オート・イージス株式会社 糸洲 様 うるま市

池原 様 北谷町

オートビジネス沖縄 上地 様 宜野湾市 原自動車 小橋川 様 浦添市 (有)伊佐中古車センター 新里 様 中城村

(有)三広自動車 パグズーリー 様 宜野湾市 (有)琉朝自動車商会 伊集 様 うるま市 PEACH AUTO 外間 様 豊見城市

(有)琉朝自動車商会 金城 様 沖縄市 (株)アロハオート 幸地 様 那覇市 (有)三広自動車 儀間 様 豊見城市

沖縄こどもの国 満喫セット　100名様　4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


