
令和2年スプリングキャンペーン「クレジット利用者抽選会」当選者リスト(2020.3～4)

当選品 当選者数 当選者名 住所 販売店

キャピクル賞
（10万円分旅行券）

1名 山口 様 神奈川県横浜市 ㈱ロペライオ

JU東京賞
（５万円分旅行券）

1名 福山 様　 東京都世田谷区 ㈲福井モータース

３万円賞
（選べるギフト３万円相当）

1名 池田 様 神奈川県川崎市 ㈱ロペライオ

1万円賞 松原 様　 東京都町田市 ㈱イスズスポーツ

（選べるギフト１万円相当） ㈱インディヴィ様 東京都渋谷区 ㈱ACCELE SPEED

５千円賞 15名 星野 様　 千葉県船橋市 ツチヤ自動車㈱

（選べるギフト５千円相当） 鈴木 様　 東京都青梅市 ㈲マイスター

鈴木 様　 東京都羽村市 ㈱あおやぎ

山根 様　 埼玉県戸田市 ㈲中古車太郎

小林 様　 東京都あきる野市 ㈲マイスター

富樫 様　 神奈川県横浜市 ㈱ケイズコーポレーション

下屋敷 様 埼玉県加須市 ㈱オートセレクション

大島 様　 東京都日野市 カープラザ日本自動車㈱

山崎 様　 東京都世田谷区 ㈱ロペライオ

笠原 様　 埼玉県朝霞市 ㈱ロペライオ

金城 様 埼玉県戸田市 ㈱ロペライオ

村山 様　 埼玉県川口市 ㈱上条自販

神永 様 東京都足立区 ヤオキン商事㈱

平賀 様　 東京都江東区 寿自動車㈱

石川 様　 埼玉県桶川市 ㈱イスズスポーツ

グルメ賞 80名 小嶋 様　 千葉県市川市 ツチヤ自動車㈱

（選べるグルメギフト券３千円） 村松 様　 埼玉県さいたま市 ㈱オートセレクション

黒田 様　 東京都葛飾区 ㈲江沢自動車販売

㈲ファスト商事 様 埼玉県川口市 ㈲ドロップイン

㈲大宇園緑地 様 東京都三鷹市 ㈲福井モータース

山崎 様　 東京都葛飾区 ㈲江沢自動車販売

セイズ㈱ 様 東京都葛飾区 ㈲江沢自動車販売

長竹 様 埼玉県日高市 ㈲ドロップイン

下田 様 茨城県古河市 ㈱オートセレクション

鈴木 様　 茨城県水戸市 ㈱オートセレクション

柴田 様 茨城県取手市 ㈱オートセレクション

針ヶ谷 様 埼玉県久喜市 ㈱オートセレクション

市川 様 山梨県上野原市 ㈱オートセレクション

佐藤 様 埼玉県草加市 ㈱オートセレクション

山口 様 東京都葛飾区 ㈲江沢自動車販売

田中 様 東京都あきる野市 ㈲マイスター

嶋本 様 東京都調布市 ㈱ケイズコーポレーション

菊池 様 千葉県市川市 ツチヤ自動車㈱

松井 様 東京都西多摩郡 ㈲西昇自動車

石塚 様 東京都江戸川区 ㈲エーシーモーション

町田 様 群馬県前橋市 ㈲19 [ じゅうきゅう」

自由民主党千葉県 市川市第六支部 様 千葉県市川市 ツチヤ自動車㈱

阿部 様 埼玉県坂戸市 山一自販㈱

㈱SHUMEI FOODS 様 東京都中央区 ㈲エーシーモーション

石原 様 東京都青梅市 ㈱あおやぎ

北島 様 千葉県市川市 ㈲エーシーモーション

北條 様 静岡県富士市 ㈱ケイズコーポレーション

今井 様 東京都八王子市 ㈲西昇自動車

大国 様 東京都東大和市 ㈲マイスター

2名
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グルメ賞 松崎 様 東京都青梅市 ㈲マイスター

（選べるグルメギフト券３千円） 中野 様 東京都葛飾区 ㈲江沢自動車販売

濱田 様 東京都東村山市 MPI

吉行 様 埼玉県上尾市 ㈱オートセレクション

城間 様 千葉県柏市 ㈱オートセレクション

工藤 様 埼玉県越谷市 ㈱オートセレクション

鈴木 様　 東京都足立区 ㈲ドロップイン

坂本 様 千葉県千葉市 ㈱日輪商会

山本 様 東京都葛飾区 カープラザ日本自動車㈱

佐藤 様 東京都足立区 カープラザ日本自動車㈱

藤本 様 宮城県仙台市 ㈱イスズスポーツ

高畑 様 千葉県市原市 ㈱プロスタッフ

新井 様 東京都青梅市 ㈲オートスポーツ

岡田 様 神奈川県川崎市 ㈲オートスポーツ

宇都宮 様 東京都文京区 ㈲清光モータース

カ）ネクサスプラウドインベストメント 様 東京都港区 ㈱新日本モーター

㈲山口興業 様 東京都練馬区 ㈲山口興業

やまねこキャピタル(合) 様 東京都港区 ㈱ロペライオ

建友㈱ 様 神奈川県横浜市 ㈱ロペライオ

松下 様 東京都練馬区 ㈱ロペライオ

ゼンシン工業㈱ 様 東京都稲城市 ㈱ナポレオンオート

尾崎 様 東京都国分寺市 ㈱オート・マックス

星 様 神奈川県横浜市 ㈱ロペライオ

柏井 様 兵庫県西宮市 ㈱ロペライオ

斉藤 様 福島県いわき市 ㈱ロペライオ

山本 様 千葉県松戸市 ㈱ロペライオ

村瀬 様 岐阜県岐阜市 ㈱IDモータース

佐々木 様 宮城県宮城郡 ㈱IDモータース

平田 様 熊本県山鹿市 ㈱インテレスト

高桑 様 東京都世田谷区 ㈱インテレスト

三竿 様 大分県大分市 ㈱インテレスト

ホームケアプランニング㈱ 様 東京都八王子市 ㈱WANNA DRIVE

国重 様 東京都港区 ㈱WANNA DRIVE

濱口 様 東京都世田谷区 ㈱WANNA DRIVE

木川 様 東京都北区 土屋自動車㈱

加川 様 石川県小松市 ㈱ACCELE SPEED

加川 様 石川県小松市 ㈱ACCELE SPEED

中村 様 石川県能美市 ㈱ACCELE SPEED

林 様 東京都足立区 ㈱ACCELE SPEED

宮崎 様 埼玉県八潮市 ㈱ACCELE SPEED

小池 様 東京都江戸川 ツチヤ自動車㈱

近藤 様 東京都江戸川 ツチヤ自動車㈱

石井 様 東京都葛飾区 ツチヤ自動車㈱

大和 様 秋田県仙北郡 ㈱スマートオート

内海商店㈱ 様 埼玉県さいたま市 ㈱スマートオート

森元 様 東京都江戸川区 ㈱スマートオート

忠地 様 山形県天童市 ㈱クラシック

齊藤 様 山形県新庄市 ㈱クラシック

㈱ワールド・レップ・インターナショナル 様 東京都中央区 ㈱クラシック

㈱クオーレジャパン 様 東京都台東区 ㈱クラシック

㈲オーパスナイン  様 東京都新宿区 ㈱ケイズコーポレーション


	Sheet1

