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抽選番号一覧

こちらは抽選番号のリストです

当選者リストではありません！



セイバーフォージ トリトンセイバーフォージ トリトンセイバーフォージ トリトンセイバーフォージ トリトン
ニックネーム 都道府県 コメント 抽選番号

elvis1968 福島県 いつもありがとうございます。 1

ブラスト 神奈川県 フォースの加護が在らん事を！！ 2

スッピー 愛知県

今年こそご縁がありますように！

フォースと共にあらんことを！！

3

クチナワ 東京都 フォースと共にあらんことを！！ 4

たにちゃん4 静岡県 当たります様に！×100000！！ 5

おげ 京都府 財力的になかなか買えませんが、いつも拝見しております。ご縁がありますように！ 6

カメ 埼玉県

スターウォーズの大大大ファンです。

もちろん旧作からエピソード9まで僕的には大満足の好評！

そして、ちゃんとDisney+でもスピンオフドラマもみてます。

なのでアナキン・ルーク大好きだから、ウルトラセイバーズのルークモデルを以前購入して

ます。

今回当たったら、1度降ってフォースを感じてから飾ります！！

7

イガポン 東京都 これからも素晴らしいライトセーバーを！ 8

ことしろ 岐阜県 来年も楽し企画をお願いします。 9

jis skywalker 群馬県 フォースと共にあらんことを 10

ダースジャージャー 東京都 コミコンでアナキンとパルパティーンのダブルショット撮りました！ 11

sho 沖縄県

ライトセーバーがあるから生きていける、光、重量感全てが触る度にワクワクして、本気で

遊べる、いつも新商品や、YouTubeを楽しみにみてます、

今後ともよろしくお願い致します。

今年1年もありがとうございまし。

また、来年もフォースと共にあらんことを。

12

テラー 大阪府

値上がりが激しいのと、給料減りすぎで、ライトセーバー欲しくても、買えません。

何とか、当たりたいです。

13

mayo 千葉県

いつもお世話になっております。　　　　　　　　トリトンはとてもカッコが良く、素晴らしい。

年末最後のフォースを信じて応募させていただきます。何卒よろしくお願い申し上げます。

14

Michie 京都府

ラインナップが増えてきていてHP見ているだけでも破産しそうです。

周囲にジェダイもシスもいないので流行り病が落ち着きましたら関西でのオフもご検討頂け

ますと幸いです。

15

しのびめがね 滋賀県

アレックスセイバーズセンティネルを持っています。凄く楽しいです。

チュンバラ用に今回のプレゼントが欲しいです。

よろしくお願いします。

16

ヌーキー 千葉県

新作ゲームのジェダイサバイバーで、また新しいライトセイバーが出てくるのが楽しみで

す！

17

ざきポン 広島県

ライトセイバーのロマンと新規情報をいつもありがとうございます！

夢と元気をいつもいただいてます！

数年前にライトセイバー買わせて貰いましたが、愛用してます( ´∀｀ )b

これからもよろしくお願いします！

フォースと共にあらんことを！！！

18

アンハート 愛知県 19

パスタ 栃木県 絶対に当てる！ 20

カメキチ亀田 東京都

ライトセーバースタイルで買ったライトセーバーで、ほぼ毎日型の練習をしてます。

欲しいライトセーバーがありすぎて、暗黒面に落ちそうです。笑

21

ヨーダ親父 東京都 息子がライトセーバーが好きなので、当たったらプレゼントします。 22

しゅんぼー 愛知県 フォースを信じて応募します 23

Lord 東京都

一つも持っていないので

当たれば嬉しいです

お体に気をつけて下さい

24

鯉たろう 埼玉県

昨年、CRリディーマーを購入させて頂いたのですが、ウチのシス暗黒卿（嫁）に奪われジェ

ダイの力を失った自分は毎日虐げられております。是非トリトンを入手してシス卿と対峙し

必ずや勝利を勝ち取りたいと思います。よろしくお願い致します。

25



ウルトラセイバーズ グラブバッグ（ホワイト）ウルトラセイバーズ グラブバッグ（ホワイト）ウルトラセイバーズ グラブバッグ（ホワイト）ウルトラセイバーズ グラブバッグ（ホワイト）
ニックネーム 都道府県 コメント 抽選番号

KWC 愛知県 今年こそは当たりますように 1

力ケル 東京都

初めての1本にウルトラセーバーズさんのモノを考えていた所だったので応募しました。

当たりますように。

2

シュウシン 東京都

以前、セイバーファージのリディーマーという商品を購入させていただきました。

当たると良いな！

3

Satele 宮城県 セイバーフォージのグランドマスター(模様入り)復活してくれないかなあ… 4

SCゆると 茨城県 当たったライトセーバーで鍛錬してダークサイドに堕ちたお腹をライトサイドに戻したい 5

force 佐賀県 May the forth be with me! 6

シンディー 神奈川県 7

疾風 神奈川県 ジェダイになりたい! 8

ウルトラセイバーズ グラブバッグ（オレンジ）ウルトラセイバーズ グラブバッグ（オレンジ）ウルトラセイバーズ グラブバッグ（オレンジ）ウルトラセイバーズ グラブバッグ（オレンジ）
ニックネーム 都道府県 コメント 抽選番号

yunho 埼玉県

いつも拝見してます！

いつか欲しいと一生懸命お金貯め中(*^^*)

1

ルツ 東京都

前に、プロディカルサンのクリスタルバージョンを購入させていただきました。

ライトセーバーはやはり男のロマンですね。

2

ちはら 千葉県 今年は一本も買えなかったので、来年は買いたいと思います。 3

パダワンあるすけ 東京都 当たれ！！！！！ 4

kylo_ren 大阪府 息子にプレゼントしてジェダイに育て上げます！ 5

バボンタス村田 長野県

"Become a Jedi."

（ジェダイ：サバイバー楽しみです）

6

にゃんこざむらい 兵庫県 当たりますよーに。 7

jwangj6 岐阜県 ５・４・B・W・Y 8

ルーシーファンタ 兵庫県 In the near future, may be the force with you? 9

Bastet(バステト) 埼玉県 当たれ！ 10

ウルトラセイバーズ グラブバッグ（アークティックブルー）ウルトラセイバーズ グラブバッグ（アークティックブルー）ウルトラセイバーズ グラブバッグ（アークティックブルー）ウルトラセイバーズ グラブバッグ（アークティックブルー）
ニックネーム 都道府県 コメント 抽選番号

ミクラス 茨城県 ライトセーバー欲しい！ 1

Okey 神奈川県 2

帯一 埼玉県 ずっと本格的なライトセイバーが欲しくて…当たれっ！！！ 3

AJGP 千葉県 フォースとともにあらんことを 4

HAWKS 千葉県 フォースにともにあらんことを！ 5

UNGYOU 神奈川県

YouTuberのUNGYOUです。

先日A8フェスティバルで商品体験させていただきました。格好良くて楽しくて最高でした！

欲しいです！

ブログでは紹介させていただいていますが、もし当たったらYouTubeでも紹介します！

よろしくお願いいたします！

6

kigi 東京都 May the force be with you! 7

ユウ 千葉県 いつもワクワクしながらメルマガ開いてます！　来年もよいお年を！ 8

bullnago 福岡県 9

ぶこ 神奈川県

今年こそは！！

10

まぁーちゃん 奈良県 これを機会にライトセーバーのコレクターになりたいです。 11

セヒロ 北海道 当たれー！ 12

たかや 北海道 コロナに負けず頑張りましょう 13

マスターブルース 香川県

日本でのカスタムライトセーバーの普及ご苦労様です！！ライトセーバースタイルが無いと

私はここまでライトセーバーに興味を持つ事も無かったと思います！！YouTubeでの紹介

映像過去のオフ会の様子などを見て幼い頃憧れていたライトセーバーへの憧れが加速し

てます。フォースがきっと私の元へ導くはずです。フォースと共にあらんことを

14



リョウ 大阪府

May the force be with you!!!

15

タッキー 山梨県

ライトセーバーがああああああ

欲しいーーーー！！！！

16

ツキカ 千葉県 部屋暗くしてめっちゃブンブン年甲斐もなくブンブン回して遊んでみたい！ 17

あゆみ・ユークリッド 東京都 フォースと共にあらんことを！ 18

sizk 愛知県 19

まきすけ 東京都 最近、スターウォーズの映画の上映がなくてつまらないぞ～！ 20

シャイボーイ 奈良県 当たらなくても、とりあえずは年末のルーティン応募。 21

いちろ 埼玉県 May the Force be with you 22

タケ 大阪府

毎年ご苦労様です

いつも楽しみにしています。

今年こそサンタさんが来ますように（＾＾）

23

けいこ 愛知県

念願のライトセーバー当たりますように！！

YouTubeも楽しみにしています！

24

Kazu 東京都

いつもメール配信楽しみにしています。新しいライトセイバーが出る度に欲しくなっている所

ですが、個人的にはセイバーフォージが好きです。所持しているのはウルトラセイバーのコ

ンスラーですが。次はセイバーフォージのクリスタルセイバーのアンリーシュド狙いです。

ぜひ欲しいのでお金貯めます。

応援しています

25

コウ 静岡県 フォースの導きがあらんことを…。 26

かつ 千葉県

フェースと共にあらんことを

フォー

27

みー 千葉県

旦那は複数本のライトセイバーを持っていますが、私はまだ未所有です、、、ぜひ、今回の

当選を、最初の一本にさせてください！お願いします！

フォースと共にあらんことを

28

ダイダイ 静岡県

最近購入したセンティネルで楽しませていただいております！これからもフォースと共にあ

らんことを。

29

ショートアタッシェケースショートアタッシェケースショートアタッシェケースショートアタッシェケース
ニックネーム 都道府県 コメント 抽選番号

マスターシン 岐阜県

去年Tシャツ当たりました

今年も当たりますように

1

zybo 埼玉県

以前購入したダークラース、非常に暗黒面が強く使用者を蝕んできます。非常に危険なた

め暗黒面を抑えられるだけのケースが必要です。このままではクリスマスが血に染まりま

す。ブラッディ・クリスマス。

2

リュウ 沖縄県

お久しぶりです！

またオフ会があれば参加したいです！！！

3

ロウ 京都府

今年最後に幸運を

フォースと共にあらんことを

4

リベリオン 奈良県 やるか、やらぬかだ！ 5

kobuta 愛知県

年内最後の運試し！

6

tk 沖縄県 may the force be with me 7

らる 大阪府

ザクとは違うのだよザクと

いや、フォースと共に！

8

エカチェリーナ2世 神奈川県 セイバートリオをいつか買いたいなー 9

Take 神奈川県

パダワン時に購入したセーバーフォージグラフレックスクリスタルをゼノピクセルに改良しま

した。

10

モラモラ 大阪府 当たりますように！！！ 11

白きなこ 愛知県

ディズニープラスで最推しのオビワンのドラマが始まったことにより見事に再熱しちゃったオ

タクです

もし当たったら…リディーマー……ポチッちゃおうかなと……

12

ことてま 広島県 フォースとともにあらんことを！ 13

YU 千葉県

Do or do not There is no try

の精神で応募させていただきました。

よろしくお願いいたします。

14

たえちゃん 滋賀県 初期の動画で会社の方？とカニ料理をあげてる動画すきです！ 15



ロングアタッシェケースロングアタッシェケースロングアタッシェケースロングアタッシェケース
ニックネーム 都道府県 コメント 抽選番号

翔ニャん 神奈川県 どうか当たりますように(-人-)ﾅﾑﾅﾑ 1

ダースヴォルフ 東京都

持ち運びする時に分解したくないのでこれはとても嬉しいです。

是非当選します様に。

無限のパワーを我が身に！！

2

LAY1999 兵庫県

ブレードと本体が入るケース、欲しいです。

よろしくお願いします。

3

ばば 東京都

今年も一人でクリスマスを過ごし

そのまま年を越します……

4

八号 静岡県

キャンプに行くときにスコーピオンとイニシエイトを持っていきます。

最近職場の先輩に居合の稽古に連れて行ってもらいました。ライトセイバーに鞘はありま

せんが、応用出来そうで妄想が膨らみます。

5

チャンミン 埼玉県 当たりますように！(*^o^*) 6

りょう 三重県 試しなどいらん、やるかやらぬかだ 7

KDWin 東京都 今後ますますのご発展をお祈り申し上げます。 8

☆しょーた☆ 岩手県

秋頃に初めてカスタムライトセーバーを購入してからハマってます。紹介動画なども楽しみ

に拝見し、購入の参考にさせてもらってます。セイバーの収納方法に困ってるので是非ア

タッシェケース欲しいです。よろしくお願い致します。

9

Tomorrow 北海道 ライトセーバーがもっと普及しますように 10

いまちゃーん 埼玉県

今年はディズニー＋にてキャシアンやテイルズオブジェダイを観れて満足でした！

スターウォーズの物語が続く限り、ライトセーバー欲しくなりますね。

また購入します。よろしくお願いします。

11

karakara 群馬県

ライトセーバーも3本と成り

アタッシェケースとても欲しいです。

よろしくお願い致します。

12

いわざる 三重県

こちらでライトセイバーを4本購入させていただきました。もう最高です！ありがとうございま

した。次は入れるケースがあれば…|дﾟ)ｵﾈｶﾞｲｼﾏｽ

13

りゅうちゃん 北海道

当選のあかつきには我が自慢のライトセーバー、カタナを収納したいなと。欲しいなー。

かっこいいんだろうなー。欲しいなー。

14

ハムハム 東京都 フォースを信じます 15

ダース・シンモール 東京都 シスのフォースを込めて応募します 16

ヨッシー 北海道 メリークリスマス！今年一年ありがとうございました♪ 17

ナスカ 長野県

Youtubeチャンネル登録させていただきました！

カッコイイセーバーも欲しいですが、今回はカッコイイケース狙いでいきます！

18

グレガー 宮城県 somehow palpatine returned 19

ケンケン 東京都

覚えてますか？展示会にお邪魔した箕輪です。いまだに納めるセイバーはありませんが、

ケースだけでも欲しいです！

20

ジェダイパダワンユウキ 埼玉県

プレゼント企画はその度にいつも楽しみにしてます。今年こそ当たりますようフォースに祈

ります。

21

ザト 長崎県 我に力を！ 22

ダース・タケ 東京都

本当にすみません！

プレゼントキャンペーンばかり利用しまして。

お金がたまったら必ず購入しますので勘弁してください。

23

もっち 静岡県 当たりますように 24

ぴょんきち 神奈川県

毎年プレゼント企画ありがとうございます！

いつも楽しみにしております！！

25

チャンバラしたいよ～ 愛媛県

ニックネームの通りチャンバラしたいです！

アレックスセイバーズ「コンスラー」がずっと眠ってます

覚醒する夜明けを待ち望みながら。

26

kana 神奈川県 27

キーラ 北海道

いろんなところに宝物のライトセーバーを持ち運びたいです！

よろしくお願いします！！

28

ユウジ 長崎県 フォースと共にあらんことを！ 29

イフカ 福岡県 そろそろ二本目が欲しい今日この頃。 30

シシリアンルージュヒデキ 秋田県

今年一年、ありがとうございました。

長く続いているコロナですが、ご自愛ください。

31



ラリー 愛知県

来年も本田さんのご多幸を。

メリークリスマス。

よいお年を！

32

NABE94 神奈川県

現在3本所有です。1本壊れてしまいましたので、(直さずに)なにか使い道がないか考え中

です。良いアイデアがあればぜひ！

33

マジェス 兵庫県

もう1本欲しいんだけど…

円安で厳しいですねー

でも貯めてなんとか^_^

34

おがさ 群馬県

アタッシュケースが当たったら

そこに入れるためのセイバー買います！

35

たぐてん 茨城県

以前そちらでセイバーフォージのリディーマー買わせていただいた者です。それ以降ライト

セーバーにハマり続けており、そろそろ収納ケースが欲しくなりました。笑

お願いします！笑

36

モギレル 群馬県 アタッシュケース欲しいです。 37

セイバースタンドセイバースタンドセイバースタンドセイバースタンド
ニックネーム 都道府県 コメント 抽選番号

fockemaster 京都府 dark side と共に！ 1

モコモコ 千葉県 何か嫌な予感がするぜ！ 2

もずく 和歌山県

ライトセイバー購入させて頂いたのに飾る場所がありませんでした。

なのでカッコよく飾れるスタンドお願いしますm(_ _)m

3

チヌたん 千葉県

　セイバースピンのやり易い物(VVのRGBモデルと考えてますが)を比較してYouTubeで教

えて頂けたら嬉しいです。ネオピクセルがカッコ良いとは思いますが、重心バランス上RGB

に軍配が上がるのでは？と考えています。

4

天羽 兵庫県

今年も一年、お疲れ様でした。

来年もフォースと共にあらんことを！ 5

となりのマッチョ 東京都 台座をくだせー！フォースと共にあらんことを。 6

リノ 東京都

スピンの練習をしてます。

またイベント等があると

うれしいです。

7

ごろう 静岡県 プレゼント企画毎回楽しみにしています。 8

ヒイロ・レン 神奈川県 新作映画が観たいです! 9

ユキカゼ 宮城県

試しに応募してみる？”試し”なんていらない。

応募をするか、しないかだ。メリークリスマス

May the Force be with you

10

ベイダーベイダーベイダー 兵庫県

かっこよくていつも癒されるセイバートリオイーラインをスタンドに置いて、満足感にひたりた

いです。

11

Shom 滋賀県 年末年始は長野へ行きます！ 12

サボテンマン 北海道 ベイダーズヴォルトよ！私は待っているぞ！ 13

JEDIKNIGHT66 兵庫県

ライトセーバー買いました。

すごくリアルで大満足です。コレクションのショーケースに飾ってます！

また２本目買わせて頂きます！

どうか当たりますように！！！

14

ジェダイマスターKAZ 東京都 当たりますように！ 15

M.J 愛知県

いつも応援しています！

マスター本田さん

フォースと共にあらんことを

16

ぷらなりあ 東京都 フォースと共に 17

栗坊主 大阪府 当たりますように！ 18

ぽにょん 千葉県 今年こそ！当たりますように！！ 19

TAKABRAND 岩手県

いつも情報配信ありがとうございます。タッチの差で売り切れになったりと来年こそは初手

で欲しい商品ゲットしたいですね♪

20



アレックスセイバーズ センティネルアレックスセイバーズ センティネルアレックスセイバーズ センティネルアレックスセイバーズ センティネル
ニックネーム 都道府県 コメント 一回戦 二回戦

ジャマール 神奈川県

今回こそ！

お願いします

1

ゆう 宮城県 よろしくお願いします。 2

さーしゃ 神奈川県 3

ぐん"が 神奈川県

ジェダイの騎士が好きです。

シスはもっと好きです。

4

APX-20s 岡山県 欲しいものがいっぱいで・・・ 5

れん 神奈川県 毎回新作チェックしてます。子供も大きくなってきたので一緒に遊べる日も近そうです, 1

Mituakirei 埼玉県 フェッッッッ 2

グリーヴァス軍曹 北海道 No. Try not. Do. Or do not. There is no try. 3

darth_kouryu 山梨県

フォースと共にあらんことを！

絶対欲しいなぁ ω

4

カメ 神奈川県

先日セイバートリオのイーランを

購入させてもらい

今またセンツァーが欲しくなっております

ダークサイドに落ちそうです

5

デス・ウォッチしたっぱ 秋田県

ジェダイの武器、こういった機会にゲットしたいです。

マンダロアのために!!

1

TK1138 神奈川県 今年こそ当たって欲しい！！ 2

かなやん 千葉県

レイアのライトセイバーが欲しいと思い続けてもう何年…？SW大好きな息子が今年中学受

験真っ只中です。コミコンも映画館行きも、コロナ禍に加えてなにもかも我慢我慢で過ごし

て来ました！受験終われば親子でライトセイバー振り回したいです！宜しくお願いしま

す！！！

3

ユータ 神奈川県 ファースト共に在らんことを！ 4

イーダ 兵庫県 楽しみにしてます！ 5

れん 石川県 フォースと共にあらんことを…。 1

crenare 北海道

いつもご案内いただきありがとうございます。

いつか商品を購入したいと思って、YouTube、ホームページをいつも眺めています。新商品

の情報もワクワクしながら拝見しています。今後も楽しみにしています。寒い日が続きます

が、お体を大切にますますのご活躍を祈念しております。

フォースと共にあらんことを。

2

kintakokinta1974 長野県

「いや～～～！ライトセイバースタイルさんから

アレックスセイバーズ センティネルいただきましたー！」

「こんなんなんぼあってもイイですからねっ！」

って言いたい、、、(- -)/

3

KENSIZE 大阪府 まだまだ修行の身である私に、セイバーをっっっ！ 4

Bede(ベーダ) 埼玉県 フォースと共にあれ 5

surftel 千葉県 ライトセーバー欲しい！！ 1

レイン 奈良県

初応募です！

スターウォーズずっと大好きです！！

ライトセーバーもめっちゃ好きなのですが、まだ学生なのでお金が足りず泣

ライトセーバースタイルさんの動画は毎回見てます！

ライトセーバー買えない身としては見ることしかできなくて、

当たりますように！！

2

Tossy 東京都 フォースと共にあらんことを。 3

呑ん 東京都 彼氏にプレゼントしたくて応募しました。当りますように 4

AS 兵庫県

このたびはお世話になっております！

修復いただいているセーバーの到着が楽しみです！

応募もさせていただきました！

当たればいいな！

5

ヤマサン 東京都

いつも動画も楽しく見てます。

これからも頑張って下さい。

1

ぷゆき 東京都 2

sasa 神奈川県 一番当たりそうもない物を選んだ。我にフォースあり！！！ 3

かっき～ 神奈川県

今度こそはの気持ちで応募いたします。

今年一年お疲れ様でした。

来年もライトセーバー普及活動宜しくお願いいたします。

4

piropiro 宮城県

世界平和！

フォースと共にあらんことを！

5

1

2

3

4

5
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タムサ 埼玉県 当たったら2月のスパークサバで使います 1

スネイプ 東京都 ファースト共に年越しを 2

ユーク 埼玉県

スターウォーズは僕の人生の生き甲斐です。

幼少期、父親のVHSを勝手に見たのが始まりでした。

ライトセーバー、ミレニアム・ファルコン、ルーク、ベイダー、ソロ、、、何をとっても全てがカッ

コよく、永遠の憧れです。

ぜひ当選することを願っています！

フォースと共に在れ！！

3

Sachi 東京都 フォースの導きがありますように 4

ボボボボーイ 愛知県 子どもと関わる仕事で使いたい！ 5

k.iwa 千葉県 可能であれば、ダークサイドに堕ちたい！ 1

冴島光一 神奈川県 3度目の正直！当たれーーー！ 2

ゆー大 静岡県 フォースと共に！！ 3

箱 東京都 まだ持っていた事がないので、これを機会に始めたいです。 4

MaxwellMaxwell 岐阜県

二刀流を楽しみたいです！

フォースと共に！！

5

naka-G 東京都 フォースと共にあらんことを… 1

peco0914 兵庫県

プラガブさんとのコラボ、とてもびっくりしました！！！！

昔から存じているライトセーバースタイルさんといつも試聴しているプラガブさんがコラボす

るとは...フォースの導きでしょうか。

今年こそ、当たれ！！！

2

チコちゃん 神奈川県

ライトセイバー当たるかな～

フォースを信じて応募しますっ！

3

しょごたん 埼玉県

私もライトセーバーを手にして仲間に入りたい。

フォースと共に！！

4

おんたま 栃木県 当たっている自分をイメージしている… 5

タコス・酢 東京都 憧れのライトサーベル！とても欲しいです！ 1

マスターニャーダ 福岡県 フォースとともに！ 2

ハッスル 東京都

新しいライトセーバーとのご縁がありますように

3

リバイブ 徳島県

一度ライトセーバーを購入したことがあるのですが、金欠で二本目に手が届かないので抽

選で当たってほしいです！！！フォースとともに！！

4

鵺巣@ヤス 東京都 そろそろ当たって欲しい！！ 5

Duo 愛媛県 当たればいいなー 1

ダース・クラークス 北海道

ホッカイロレンさんの動画から知りました！

高品質のライトセイバーを手軽に購入出来るので助かってます！

I hate you!!

2

コイチ050306 福岡県

小学生の時に初めて見てから今まで、

長きに渡り毎回ワクワクさせられました♪

今後のスピンオフに期待します♪

3

マスターボーホー 奈良県 フォースと共にあらんことを 4

カネゴニ 神奈川県 サンタにフォースを送ります。 5

ベコ 東京都

東京セイバーズの殺陣教室が恋しいです！

スターフォース大学に馴染めません！（笑）

1

ぐっちゃん 北海道 宜しくお願い致します。 2

つねきち 神奈川県 Hello there 3

Akねこまる 埼玉県

ライトセイバーが欲しい！以前から気になっていたモデルなので応募致しました。当選した

らジェダイマスター目指して鍛練を積もうと思います。くれぐれも暗黒面の誘いに乗らないよ

うに‥

当たっても当たらなくても、抽選ご担当者、また関係者の皆様に

フォースと共にあらんことを。

4

7

8

9
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アソーカタンノ 千葉県

こんばんは、アナキンスカイウォッカ(弟)です。抽選は気にせず挨拶な感じで参加させて頂

きました。

店長さんにセーバートリオの注文から全てが始まり、まさかのマレーシアまで行かれて、今

ではお店で人気トップのセーバーになるとは夢にも思わなかったです。売れ筋ランキングを

見てもトリオのセーバーがいくつも並ぶ光景に驚き、セーバートリオと良いご縁に結ばれて

良かったと思っております。

次回注文をお願いする時はまたトリオのセーバーになると思いますので、その時はまたよ

ろしくお願いします。

5

YG_516 沖縄県

頑張った自分に一本は欲しい!

当たれば別途アソーカ購入したい!

1

パダワン 東京都

先日戦闘中にライトセーバーを落としてしまった。一刻も早く手に入れなければオビンワン

に怒られる！！

2

mah 北海道 お願いいたします。 3

ふにふに 東京都

まだライトセーバー持っていないのですが、ライトセーバースタイルさんはとても好きで、い

つか買えたらなぁといつも眺めています！ 4

yoster 兵庫県

以前購入したセイバーは大事に使わせて貰っています！

恒例のこの企画、毎年楽しみにしています。

5

ヒビル未来派No.24 静岡県

スターウォーズは親の影響で2008年の4歳の時から見ています。長年ずーっとライトセー

バーが欲しいなぁと心の片隅で長年ずっと思っていたので、この機会を物にしたいです。ラ

イトセーバースタイルはホッカイロレンさんから知りました。

I have a good feeling about this.

1

ミヤショウ 兵庫県 Next year, may be the force with you! 2

あく 静岡県 今年こそ当たりますように 3

じぇの 東京都 あたったらベイダーのライトセーバーも買うかっちゃう。 4

鉄ワン・ケノービ 東京都 フォースと共にあらんことを 5

ひしえもん 滋賀県 これからもライトセイバーの素晴らしさを広め続けて下さい！ 1

ムール骸 千葉県 私達には希望がある。希望あってこその応募よ！ 2

キリキリマイ 兵庫県

去年はハズレちゃいましたが、今年も素敵な企画ありがとうございます

当たったら主人にプレゼントしたいです！

3

com_kou 東京都 いつも素敵なメルマガありがとうございます。 4

246 神奈川県 抽選に当たったら、子供とのチャンバラ用にもう一本購入します。 5

クラウド 愛媛県

来年も良い年であります様に

フォースと共に！

1

Chiiin 神奈川県 最後にいい事あります様に！ 2

ようすけ 新潟県

今年アレックスセイバーズのグラフレックスを購入させて頂きました！

実は10月に挙げた結婚式のケーキ入刀で使わせて頂いたのですが、暗い会場で光り輝く

ライトセーバーはまるで本物のようでした！

ゲストの皆様やスターウォーズ仲間からも非常にウケが良く、本当に購入して良かったと

思っております。

サイトや動画の節々から溢れ出る本田さんのスターウォーズ愛を見てライトセイバースタイ

ルで購入を決めて良かったです！

スターウォーズにあまり興味がなかった妻ですが、結婚式を期にスターウォーズの世界に

ハマり始めました！

プレゼント

3

たくみん 神奈川県 4

HIMITAYACHI 埼玉県 STAR WARS大好きです 5

ある 栃木県 なかなか手が出せなくて買えませんが応援してます！是非あたれー！(笑) 1

CT-7010 兵庫県

ライトセーバーって何本持っても更に欲しくなりそうですね^_^

フォースと共にあらんことを

2

MS-3341 兵庫県

息子に協力して応募です。当たります様に。

フォースと共にあらんことを

3

Zombie 東京都 今年こそ！よろしくお願いします。 4

Taku 山形県 フォースともにあらんことを 5
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