
問題番号 賞品 氏名
Q01 現金10,000円 埼玉県 八ツ田和伯

Q02 フィリップス　ヌードルメーカー 奈良県 藤谷れい子

Q03 キヤノン電子辞書ワードタンク 福島県 橘敦子

Q04 アネロ　ミニメッセンジャーバッグ 北海道 千葉登美子

Q05 ヨーグルトメーカー 静岡県 今村公宏

Q06 抱き枕クッション 北海道 小林秋菜

Q07 マイボトルブレンダー 三重県 小濱愛

Q08 油を使わないノンフライヤー 香川県 福永久子

Q09 クオカード1,000円分 宮城県 西山洋子

鳥取県 西村進

東京都 半田忠

Q10 ワンダフルドリームパソコン 滋賀県 川﨑光子

Q11 どうぶつスポンジ 青森県 藤田彩子

宮崎県 野瀬イウ子

千葉県 小関幸子

Q12 どうぶつスポンジ 東京都 三好徹也

青森県 林真智子

静岡県 長﨑有美

Q13 どうぶつスポンジ 千葉県 藤井佳子

福井県 青山一美

岡山県 松本恵子

Q14 千趣会オリジナルギフトカタログ 愛知県 本間絹枝

Q15 バランスゲーム 広島県 大石栄二

愛知県 中島重哲

岡山県 鳥家日登美

Q16 個人情報保護スタンプ 高知県 山下恵

Q17 クオカード1,000円分 沖縄県 宇地原静子

山形県 小林泉

静岡県 佐野忠

Q18 図書カード1,000円分 石川県 寺家谷れい子

広島県 古庄潤二

埼玉県 大野富子

Q19 ブラウン　ハンドブレンダー 佐賀県 江口茂

Q20 キヤノン電子辞書ワードタンク 京都府 川上尚

Q21 個人情報保護スタンプ 宮城県 早坂智

Q22 個人情報保護スタンプ 福井県 玉川実幸

Q23 個人情報保護スタンプ 青森県 小向育子

Q24 切手シート 北海道 毛利喜美江

青森県 三上潔

鹿児島県 桑水流むつみ

Q25 千趣会オリジナルギフトカタログ 愛知県 小橋三子

Q26 クオカード1,000円分 岡山県 名合明日香

埼玉県 金子陽子

長野県 後藤沙知

Q27 ヨーグルトメーカー 大分県 小野美子

Q28 個人情報保護スタンプ 福岡県 稲田奈緒美

Q29 図書カード1,000円分 沖縄県 具志堅梨絵

青森県 岡田惠美子

長崎県 小林尚子

Q30 液晶付マルチコンポ 愛媛県 土釜千恵

Q31 切手シート 熊本県 興梠美幸

岡山県 片岡征栄

栃木県 斎川富雄

Q32 図書カード1,000円分 鹿児島県 本川みどり

新潟県 村山富美代

島根県 長川麻射

Q33 防水ポータブルテレビ 福井県 井上治美

Q34 クオカード1,000円分 沖縄県 伊礼美智子

香川県 宮崎育子

大阪府 中川和己

Q35 フィリップス　ヌードルメーカー 埼玉県 根岸輝子

Q36 切手シート 大阪府 松岡由美子

茨城県 飯塚久美子

鳥取県 西村博之

Q37 千趣会オリジナルギフトカタログ 鳥取県 国井みどり

Q38 バランスゲーム 神奈川県 山中洋子

千葉県 斎藤三明

宮崎県 田熊厚美

Q39 ブラウン　ハンドブレンダー 石川県 島田道子

Q40 現金10,000円 愛知県 飯田洋子

Q41 マイボトルブレンダー 岐阜県 安藤美貴子

Q42 個人情報保護スタンプ 群馬県 小屋和江

Q43 マイクロファイバーフェイスタオル 福岡県 大塚玲子



Q44 シャープ イオン発生機 愛知県 岩川希文

Q45 抱き枕クッション 鳥取県 津村美幸

Q46 あひる風呂 長崎県 貞松茂子

Q47 アネロ　ミニメッセンジャーバッグ 宮城県 佐々木博保

Q48 図書カード1,000円分 北海道 伊藤真希

大阪府 伊木和美

岡山県 長瀬佳子

Q49 千趣会オリジナルギフトカタログ 北海道 野田和子

Q50 マイボトルブレンダー 長崎県 小江美沙緒

Q51 どうぶつスポンジ 京都府 加藤淳

茨城県 髙山嘉子

宮崎県 菊地亜弥子

Q52 どうぶつスポンジ 福井県 山内ゆり子

島根県 山口由美子

宮城県 森田裕美子

Q53 どうぶつスポンジ 神奈川県 渡邉美智子

福島県 東前育子

鹿児島県 坂元美津子

Q54 クオカード1,000円分 静岡県 田嶋正代

富山県 高村百合子

鹿児島県 北原ヒロ子

Q55 バランスゲーム 秋田県 新堀律子

福井県 大和あゆみ

東京都 高橋彩

Q56 フィリップス　ヌードルメーカー 山形県 上野純子

Q57 ヨーグルトメーカー 愛媛県 佃康則

Q58 図書カード1,000円分 新潟県 橋本沙苗

秋田県 滑川信子

徳島県 青木貴美代

Q59 マイクロファイバーフェイスタオル 石川県 中川松栄

Q60 ブラウン　ハンドブレンダー 鹿児島県 新小田和満

Q61 切手シート 神奈川県 平林澄江

千葉県 成嶋きみ子

東京都 服部聖子

Q62 切手シート 鳥取県 佐々木利文

滋賀県 奥村しげ子

京都府 尾崎尋子

Q63 切手シート 兵庫県 福本有梨

広島県 新本晃子

宮城県 佐藤友香

Q64 アネロ　ミニメッセンジャーバッグ 埼玉県 玉井千賀

Q65 千趣会オリジナルギフトカタログ 新潟県 清水和子

Q66 マイクロファイバーフェイスタオル 大阪府 稲葉美智子

Q67 Nintendo Switch 新潟県 海津敦子

Q68 現金10,000円 熊本県 大塚奈保美

Q69 テレビリモコンお手元スピーカー 茨城県 鈴木治

Q70 TDRペアパスポート券 東京都 中村しおり
（敬称略）


