
No. 地域 ペンネーム No. 地域 ペンネーム No. 地域 ペンネーム No. 地域 ペンネーム No. 地域 ペンネーム
1 成城3丁目 アイコ 21 船橋1丁目 KSK 41 祖師谷4丁目 すがっち 61 祖師谷2丁目 ばなな 81 砧8丁目 ミーミー
2 祖師谷3丁目 あおパパ 22 上北沢1丁目 ケンケン 42 成城2丁目 ストライプ 62 祖師谷4丁目 パンダ 82 千歳台5丁目 みやび
3 祖師谷4丁目 あまちゃん 23 祖師谷5丁目 コウ 43 祖師谷4丁目 タカー 63 千歳台1丁目 びあんか 83 砧8丁目 ムキミ
4 千歳台5丁目 アーミ 24 祖師谷5丁目 こうぞー 44 八幡山1丁目 タカサン 64 祖師谷5丁目 久子 84 砧7丁目 ゆう
5 中町5丁目 alwa 25 祖師谷1丁目 紅茶大好き 45 千歳台1丁目 たいぽん 65 砧1丁目 ヒデ 85 八幡山3丁目 ゆかしん
6 祖師谷5丁目 いっちゃん 26 祖師谷4丁目 こうちゃん 46 千歳台5丁目 ダックス 66 祖師谷2丁目 弘子 86 砧1丁目 ゆき
7 祖師谷1丁目 イツデモビリ 27 祖師谷1丁目 コテツ 47 代田3丁目 タルトタタン 67 祖師谷4丁目 ベル 87 千歳台5丁目 ゆーすけ
8 千歳台2丁目 ウシ 28 船橋1丁目 こなつ 48 千歳台1丁目 ちいちゃん 68 祖師谷3丁目 プーさん 88 千歳台2丁目 ゆみっぺ
9 祖師谷5丁目 うちこ 29 等々力6丁目 こむぎ子 49 祖師谷4丁目 ちひろパルメ 69 岡本1丁目 ぶんちゃん 89 多摩区宿河原 ユリ
10 祖師谷1丁目 エイチアイ 30 祖師谷6丁目 さきちゃん 50 祖師谷2丁目 ちゃんかねフーチー 70 千歳台2丁目 ぽてと 90 砧6丁目 ようこ
11 祖師谷3丁目 えりPAY 31 千歳台2丁目 サチコさん 51 祖師谷2丁目 テルテル 71 若林1丁目 まう 91 祖師谷6丁目 ようこ
12 成城7丁目 エルカ 32 砧5丁目 さっち 52 祖師谷5丁目 友ちゃん そしがや 72 千歳台2丁目 マエカン 92 千歳台4丁目 よし
13 祖師谷2丁目 おいち 33 砧1丁目 サトゥー 53 砧1丁目 どんぐり 73 上祖師谷3丁目 マオ 93 祖師谷5丁目 よしこ
14 成城8丁目 カサド 34 千歳台6丁目 さゆり 54 祖師谷3丁目 トンチ 74 狛江市岩戸南 マカロン 94 成城4丁目 よっさん
15 大蔵1丁目 かっつん 35 桜丘4丁目 シズヤン 55 砧8丁目 なないろりんご 75 砧5丁目 マドレーヌ 95 祖師谷4丁目 りえりえちゃん
16 祖師谷3丁目 牛タン塩 36 喜多見7丁目 しまモン 56 砧5丁目 にゃまねー 76 祖師谷5丁目 マユ 96 千歳台2丁目 リッキー
17 祖師谷6丁目 くえん 37 千歳台1丁目 しょうへい 57 成城5丁目 ねこ 77 千歳台2丁目 迷人 97 祖師谷4丁目 ルイ
18 玉川4丁目 くらげ 38 砧6丁目 ショコラ 58 千歳台6丁目 のぶさん 78 祖師谷6丁目 マヨビーム 98 成城９丁目 ルミナ
19 上祖師谷3丁目 クリスマスローズ 39 祖師谷3丁目 シロちゃん 59 祖師谷1丁目 ハイハイ 79 荻窪1丁目 マリン 99 砧3丁目 るり子
20 砧3丁目 くろみけ 40 高井戸東1丁目 新ちゃん 60 砧8丁目 ハナサキアヤ 80 千歳台2丁目 マンゴロー 100 祖師谷4丁目 わっぺ

2商店街で200PON!! 2021　3等当選者様



No. 地域 ペンネーム No. 地域 ペンネーム 34 砧8丁目 たまちゃん 69 祖師谷3丁目 レンコン
1 祖師谷2丁目 昭子 36 練馬区中村南 つのだ 35 祖師谷4丁目 チャーチャン 70 砧3丁目 Rooster
2 砧4丁目 あけちゃん 37 経堂5丁目 トココ
3 成城5丁目 イトウイナオ 38 祖師谷2丁目 敏ちゃん
4 祖師谷4丁目 いとちゃん 39 祖師谷3丁目 ともえ No. 地域 ペンネーム No. 地域 ペンネーム
5 祖師谷1丁目 エイコ 40 祖師谷5丁目 仲野ひで子 1 千歳台3丁目 AkiAki 16 千歳台2丁目 多満川
6 祖師谷4丁目 演歌人 41 祖師谷3丁目 のの 2 祖師谷4丁目 カイ 17 中野区弥生町 タマちゃん
7 祖師谷2丁目 おいち 42 千歳台2丁目 はあこ 3 船橋3丁目 Kay 18 祖師谷1丁目 トッシー
8 砧7丁目 オクキャット 43 祖師谷5丁目 はやちゃん 4 千歳台１丁目 カヌレ 19 砧2丁目 とんちゃん
9 祖師谷1丁目 おんみ 44 祖師谷3丁目 バラばあば 5 祖師谷5丁目 かぼちゃ 20 砧4丁目 なんちゃん
10 上祖師谷7丁目 かきちゃん 45 祖師谷5丁目 ピノ 6 祖師谷6丁目 キクエ 21 弦巻4丁目 はら
11 祖師谷３丁目 カコ 46 祖師谷6丁目 ひろぽん 7 上祖師谷3丁目 小雀 22 祖師谷5丁目 春
12 千歳台2丁目 カコ 47 祖師谷3丁目 ひろみ 8 祖師谷3丁目 こっちゃん 23 砧8丁目 はるはな
13 板橋区中台 がコチャン 48 祖師谷3丁目 far 9 祖師谷6丁目 最高権力者 24 千歳台4丁目 ぷー太郎
14 砧2丁目 カタタン 49 祖師谷1丁目 ふうま 10 町田市 サニー 25 砧8丁目 フラワーガール
15 砧１丁目 カッシー 50 祖師谷1丁目 ぷく子 11 祖師谷6丁目 ジュン 26 祖師谷6丁目 HOHOHO
16 祖師谷3丁目 カネコ 51 祖師谷2丁目 フリーレン 12 成城７丁目 宗純 27 祖師谷1丁目 まちこ
17 船橋7丁目 かほ 52 砧6丁目 ペンギン 13 砧4丁目 たいちゃん 28 砧7丁目 まみこんぐ
18 千歳台4丁目 KAYOKO 53 砧2丁目 ぺんこちゃん 14 砧8丁目 だいふく 29 千歳台6丁目 ムギムギ
19 成城7丁目 クノッチ 54 祖師谷2丁目 ましゃ 15 狛江市和泉本町 タザワンコ 30 千歳台1丁目 やえちゃん
20 千歳台1丁目 コジコジ 55 祖師谷2丁目 みいちゃん
21 千歳台1丁目 コジロー 56 祖師谷6丁目 みどり
22 祖師谷3丁目 コッコ 57 祖師谷2丁目 モモの母
23 祖師谷2丁目 さちべー 58 祖師谷5丁目 やすこん
24 祖師谷6丁目 サツマ芋 59 祖師谷4丁目 ゆいなつ
25 砧2丁目 Sunny days 60 祖師谷1丁目 ゆーゆー
26 祖師谷1丁目 じゃがいも 61 砧7丁目 ゆおゆお
27 祖師谷5丁目 社長 62 祖師谷3丁目 ユキモン
28 船橋4丁目 ジューン 63 祖師谷1丁目 よう
29 渋谷区南平台町 SHONAN OLIVE 64 砧8丁目 よこまやさん
30 砧6丁目 ショコラ 65 祖師谷3丁目 よしご
31 祖師谷3丁目 そらこ 66 砧3丁目 リック
32 大蔵5丁目 タカちゃん 67 祖師谷3丁目 リラックマ
33 祖師谷1丁目 タコタコ 68 祖師谷１丁目 りんごちゃん

以上200名の皆さま、ご当選おめでとうございます。速やかにお買物券を送付させ
ていただきますので、期間内にぜひご利用ください。
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