
ツイート 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H22年5月号（第755号）

バックナンバーはこちら H22年5月号(第755号)

 

「ドリームジャンボ宝くじ」と「ミリオンドリーム」　いよいよ5月12日(水）から発売

1等・前後賞あわせて3億円のドリームジャンボ宝くじと、1等100万円が7,000本のミ

リオンドリームが5月12日(水）から同時発売されます。

 

スクラッチに新登場！「日本の歴史シリーズ（武将編）」

第1弾「トリプルマッチ」を5月12日(水)から、第2弾「大合戦マッチ」を5月26日(水)か

ら各ブロックで発売します。

ロト6の新キャラクターはSMAPの香取慎吾さんです！

「ロト6」と「ミニロト」の新CMキャラクターはSMAPの香取慎吾さんです。もうご覧になりましたか？

 

「幸運の女神」初仕事

平成22年度宝くじ「幸運の女神」が各発売団体やマスコミをご挨拶に回りました。

平成21年度・第4回モニターアンケート結果

このほど、平成21年度の第4回モニターアンケート結果がまとまりましたのでご報告いたします。

ドリームエッグ（移動ミニ宝くじドリーム館）開催

「ドリームエッグ（ミニ宝くじドリーム館）」が5月12日(水)から近畿地方を巡回します。

大阪　宝くじドリーム館でもランチタイムコンサートを開催

今年度から、大阪の宝くじドリーム館でも「ランチタイムコンサート」を開催します。

虹の広場

～皆さまからの投稿コーナーです～

昨年の「ドリームジャンボ宝くじ」の未払い高額当せん金

昨年の「ドリームジャンボ宝くじ（第560回全国自治宝くじ）」1等2億円2本、前後賞5,000万円5本、2等1億円6本

ジャンボ宝くじ等…詳細はコチラ

ロト7…毎週金曜日抽せん

ロト6…毎週月・木曜日抽せん

ミニロト…毎週火曜日抽せん

ナンバーズ3…月～金毎日抽せん

ナンバーズ4…月～金毎日抽せん



が未換金です。

6月のアトラクション付き抽せん会

6月に開催される宝くじのアトラクション付き抽せん会はこちら

支払期限間近の当せん番号(250万円以上)

6月に支払期限が到来する未払高額当せん金はこちら

お知らせ

大阪の宝くじドリーム館で数字選択式宝くじの抽せん会を行います。

本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製、転載を禁止します。

制作・著作　全国自治宝くじ事務協議会
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「ドリームジャンボ宝くじ」と「ミリオンドリーム」いよいよ5月12
日(水）から発売

「ドリームジャンボ宝くじ」(第583回全国自治宝くじ)は5月12

日(水)から全国で発売されます。発売期間は6月4日(金)まで

の24日間です。価格は1枚300円。発売予定額は810億円(30

億円・1,000万枚を1ユニットとして27ユニット)です。 注目の

賞金条件は次のとおりです。1等は2億円で27本当たります。

これに前後賞として各5,000万円がついており、1等と前後賞

を合わせると「3億円」です。2等もズバリ1億円と豪華で81本

当たります。1等と2等とを合わせると「億万長者」が一挙に

「108人」も誕生することになります。3等は1,000万円で540本

当たり、4等は10万円が2,700本当たります。以下は5等3,000

円、6等300円となっています。

「ミリオンドリーム」(第584回全国自治宝くじ)も5月12日(水)か

ら6月4日(金)までの24日間発売されます。価格は1枚300円

で、発売予定額は210億円(30億円・1,000万枚を1ユニットと

して7ユニット)です。

この宝くじの抽せん等級は1等から3等までとなっています。その賞金条件は1等が100万円で7,000本、2

等は1万円で７万本当たります。そして、末等の3等は300円で700万本となっています。ミリオンドリームに

「3等・300円」がついたのは今回が初めてです。この3等は宝くじの6ケタ番号の「下1ケタ数字」を抽せんし

て当せん番号を1つ決めます。このため、売り場で「バラ」や「連番」の「10枚セット」を買うと、宝くじの6ケタ

番号の下1ケタ数字が「0から9まで」そろっているため、3等(300円)に必ず1本当たります。 なお、1等100

万円の当せん確率は「1万分の1」ですが、10枚買いの場合ですと、当せん確率はさらに高まって、なんと

「1,000分の1という当たりやすさ」です。魅力のミリオンドリームをどうぞお楽しみください。

「ドリームジャンボ宝くじ」と「ミリオンドリーム」の抽せん日は、ともに6月15日(火)です。抽せん会は東京・

有楽町の東京宝塚劇場で行われます。当日の模様はNHKの総合テレビと衛星放送(BS2)で中継放送され

る予定です。
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スクラッチに新登場！「日本の歴史シリーズ（武将編）」

好評をいただいている「スクラッチ」ですが、新年度を迎え、各ブロック宝くじでは新シリーズのスクラッチ

を発売します。そのテーマは「日本の歴史シリーズ」です。いま、日本の歴史に興味を持つ人が増えてい

ますが、宝くじの夢を楽しみながら、日本の歴史散歩を楽しんでください。シリーズの幕開けは「武将編」

で、その第1弾「日本の歴史シリーズ（武将編）トリプルマッチ」と第2弾「日本の歴史シリーズ（武将編）大

合戦マッチ」を5月に順次発売します。価格はいずれも1枚200円。これら2つのスクラッチのそれぞれの発

売概要とゲームの内容は次のとおりです。

《日本の歴史シリーズ（武将編）トリプルマッチ》

各ブロック宝くじでは「日本の歴史シリーズ（武将編）トリプルマッチ」を5月12日(水)から発売します。発売

期間は5月25日(火)までです。　宝くじ券の図柄は4種あり、合戦の場で勇壮に指揮をとる甲冑姿の武将

や、疾駆する馬上で指揮する武将が描かれています。ゲームの内容は――。赤ワクの中をすべて削り、

A･B･Cのどれでも横1列に同じ絵柄が3個出たら「当たり」で、その絵柄に応じて当せん金がもらえます。

また、赤ワクの中に「当たり千円」の文字が出たら「歴史大好き賞」が当たりです。出てくる絵柄は「武将

編」にふさわしく、兜（かぶと）や刀や扇や馬などです。当せん金は各ブロック宝くじとも同じで、1等20万

円、2等1万円、3等2,000円、4等300円、5等100円。それに「歴史大好き賞」1,000円です。各ブロック宝く

じの発売回別は次のとおり。◎第2104回東京都宝くじ◎第2164回関東・中部・東北自治宝くじ◎第2281

回近畿宝くじ◎第1972回西日本宝くじ。4種類ある宝くじ券の図柄に登場する武将は、徳川家康・伊達政

宗・毛利元就・武田信玄の4人で、群雄割拠の時代の一大武将ばかりです。なお「武将編」のすべての絵

の作者は戦国武将の絵を描いて人気のイラストレーター・白井成樹（まさき）さんです。

《日本の歴史シリーズ（武将編）大合戦マッチ》

各ブロック宝くじでは「日本の歴史シリーズ（武将編）大合戦マッチ」を5月26日(水)から発売します。発売

期間は6月8日(火)までです。　宝くじ券の図柄は4種あり、合戦さ中の勇ましい武将や合戦に勝利してご

機嫌の武将の姿が描かれています。ゲームの内容は――。券面左側の「出陣マーク」とある緑色のワク

部分を削ります。その後に「戦国マーク」とある赤色のワク部分を削ります。「出陣マーク」で出てきた絵柄

と同じ絵柄が「戦国マーク」に2個以上出たら「当たり」です。その個数に応じて当せん金がもらえます。な

お「出陣マーク」に出た絵柄は個数に数えません。このほかに「戦国マーク」の赤ワクの中に「当たり2千

円」の文字が出たら「歴史大好き賞」が当たりです。出てくる絵柄は、こちらも「武将編」にふさわしく、兜や

扇などです。当せん金は各ブロック宝くじとも同じで、1等30万円、2等1万円、3等5,000円、4等500円、5

等100円。それに「歴史大好き賞」2,000円です。各ブロック宝くじの発売回別は次のとおり。

◎第2105回東京都宝くじ◎第2165回関東・中部・東北自治宝くじ◎第2282回近畿宝くじ◎第1973回西日

本宝くじ。4種類ある図柄に登場する武将は次の4人です。豊臣秀吉、加藤清正、上杉謙信、長宗我部元

親で、同時代に生きた武将たちです。

▲徳川家康

 

▲伊達政宗

 

▲毛利元就

   

▲武田信玄

▲豊臣秀吉

 

▲加藤清正

 

▲上杉謙信

 

▲長宗我部元親

本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製、転載を禁止します。
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ロト6の新キャラクターはSMAPの香取慎吾さんです！

「Xさん」の正体はタレントの香取慎吾さんでした――

「ロト6」と「ミニロト」のCMキャラクターが、4月から変わりました。これまでの女優の伊東美咲さんからバト

ンを受け継いだのはタレントの香取慎吾さんです。新年度に入ったのち、すでに何度か「Xさん」としてテレ

ビに登場してきた香取さんですが、4月13日(火)午後、東京・芝のザ・プリンス パークタワー東京で開かれ

た「ロト6　10周年キャンペーン発表会」の席上で、Xさんのベールを脱ぐとともに、正式に新CMキャラクタ

ーとして就任しました。キャンペーン発表に先立ち、会場の舞台の上に「LOTO6」と書かれた大きな風船

が1つ現われました。その風船が割れるや、びっくり、中から香取慎吾さんの登場です。この香取さんが出

演するロト6とミニロトの新CMが13日からテレビで放送開始されており、すでにご覧になった人も多いこと

でしょう。人懐っこい笑顔であいさつをする香取さんですが、まずは、新テレビCM紹介から始まりました。

ロト6の新テレビCMは「ロトで人生変えたロっト」というキャッチコピーのもと、高額当せんが狙えるロト6な

らではの“大きな夢の実現”を香取さんがコミカルに演じています。作品は2つで「夢のペット」篇は、ロト6

の1等2億円に当せん。その当せん金でなんとキリンを家の中で飼うというお話です。「夢のペットさらに」

篇はキャリーオーバーしている時の1等の最高賞金4億円に当たり、今度は自宅に「象」を飼ってしまうお

話です。

ミニロトの新テレビCM「夢の廊下」篇は――。

今度はミニロトの1等1,000万円に当せんした香取さん。その使い道は、なんと、自宅の廊下を「動く歩道」

に変えてしまうというお話です。にこやか笑顔の香取さん、これらのCM製作時の裏話などを披露してくれ

るとともに、ロト6とミニロトの購入を人々に呼びかけてくれました。抽せんであなたが香取慎吾さんとCM

に出演！？続いて、会場では香取慎吾さんを迎えて「ロト6　10周年記念キャンペーン」の発表です。

「ロト6」は平成12年10月に全国で発売されてから、今年で発売10周年を迎えます。これを記念するととも

に、ロト6ファンへの日ごろの感謝を込めてキャンペーンを実施します。第1弾から第3弾まで企画されてお

り、第2弾として、新CMキャラクターの「香取慎吾さんとCMに出演できる権利」などが抽せんで当たるキャ

ンペーンを6月より実施します。

第2弾のキャンペーン期間は平成22年6月7日（月）～7月1日（木）までで、応募締切は7月9日(金)必着で

す。第2弾の詳しい「キャンペーン概要」は次のとおりです。皆さまのふるってのご応募をお待ちしていま

す。

なお、キャンペーンの内容・応募方法などについての詳細は、全国の宝くじ売場におたずねいただくか、ロ

ト6 10周年記念キャンペーンサイト(URL… www. loto6-cp. jp)をご覧ください。

◎キャンペーン期間：平成22年6月7日(月)～7月1日(木)

◎応募締切：平成22年7月9日(金)必着

◎賞品：A賞・香取慎吾さんとのCM出演権《5名さま》

                     B賞・香取慎吾さんのオリジナル図書カード（500円×2枚）《3,000名さま》

◎応募資格：20歳以上で、キャンペーン期間中、ロト6を一度に1,000円以上購入いただいた方。

※ATMでの購入は対象外となります。

※A賞をご希望の場合、本キャンペーン事務局が指定する日(9月下旬予定)に東京近郊で行われる撮影

に参加できる方が対象になります。

※自宅から撮影場所までの移動に際し発生する費用（交通費・宿泊費等）は、A賞に当せんされた方のご

負担となります。

◎応募方法：

◆キャンペーン期間中、ロト6を一度に1,000円購入いただくごとに専用応募はがきを1枚お渡しします。

◆専用応募はがきの表面左上にある「応募点」のスクラッチの部分をすべて削り、応募点の合計が3点1

口でA賞、1点1口でB賞として応募いただけます。専用応募はがきに応募点を貼付し、必要事項を記入の

うえ、キリトリ線で切りはなし50円分の切手を貼って郵送してください。

◆専用応募はがき以外での応募は無効です。

◆応募点はキャンペーン第3弾でもご利用できます。

◆第3弾のキャンペーンの内容は未定です。

◎当せん発表：応募締切後、厳正な抽せんを行い「当せん通知」および「図書カード」の発送をもって発表

ジャンボ宝くじ等…詳細はコチラ
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とかえさせていただきます。第2弾の「当せん通知」および「図書カード」の発送は8月中旬ごろです。

◎注意事項：

◆応募点のはがれ、応募点不足、必要事項の記入もれなどがあった場合は、無効とさせていただきま

す。

◆広告出演に際し、出演料など金品のお支払はいたしません。

◆企画や編集の都合により、CMの中での設定や出演時間は未定です。

◆撮影した映像・写真の著作権及び肖像権はみずほ銀行に譲渡していただきます。

◆すでに他社と契約している、もしくは事務所に所属している方のA賞への応募はご遠慮ください。

◆応募および当せんの権利を他人に譲渡または換金することはできません。

◆応募にかかわる費用はお客さまの負担になります。

◆専用応募はがきを紛失した場合、再発行いたしません。

◆お1人さま何口でもご応募いただけます。

◎個人情報について：本キャンペーン応募のために記入いただいたお客さまの個人情報は、本キャンペ

ーンの抽せん、当せん通知の発送、お客さまからの問い合わせに対して使うもので、本人の了承をいただ

かない限り、他の目的に使用することはありません。

◎問合せ先：「ロト6　10周年記念キャンペーン」事務局

    電話番号：03-3545-8413

      受付時間：午前9時～午後5時　※土曜・日曜・祝日を除く

本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製、転載を禁止します。

制作・著作　全国自治宝くじ事務協議会 宝くじ取次業者に注意！
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ロト6の新キャラクターはSMAPの香取慎吾さんです！

「Xさん」の正体はタレントの香取慎吾さんでした――

「ロト6」と「ミニロト」のCMキャラクターが、4月から変わりました。これまでの女優の伊東美咲さんからバト

ンを受け継いだのはタレントの香取慎吾さんです。新年度に入ったのち、すでに何度か「Xさん」としてテレ

ビに登場してきた香取さんですが、4月13日(火)午後、東京・芝のザ・プリンス パークタワー東京で開かれ

た「ロト6　10周年キャンペーン発表会」の席上で、Xさんのベールを脱ぐとともに、正式に新CMキャラクタ

ーとして就任しました。キャンペーン発表に先立ち、会場の舞台の上に「LOTO6」と書かれた大きな風船

が1つ現われました。その風船が割れるや、びっくり、中から香取慎吾さんの登場です。この香取さんが出

演するロト6とミニロトの新CMが13日からテレビで放送開始されており、すでにご覧になった人も多いこと

でしょう。人懐っこい笑顔であいさつをする香取さんですが、まずは、新テレビCM紹介から始まりました。

ロト6の新テレビCMは「ロトで人生変えたロっト」というキャッチコピーのもと、高額当せんが狙えるロト6な

らではの“大きな夢の実現”を香取さんがコミカルに演じています。作品は2つで「夢のペット」篇は、ロト6

の1等2億円に当せん。その当せん金でなんとキリンを家の中で飼うというお話です。「夢のペットさらに」

篇はキャリーオーバーしている時の1等の最高賞金4億円に当たり、今度は自宅に「象」を飼ってしまうお

話です。

ミニロトの新テレビCM「夢の廊下」篇は――。

今度はミニロトの1等1,000万円に当せんした香取さん。その使い道は、なんと、自宅の廊下を「動く歩道」

に変えてしまうというお話です。にこやか笑顔の香取さん、これらのCM製作時の裏話などを披露してくれ

るとともに、ロト6とミニロトの購入を人々に呼びかけてくれました。抽せんであなたが香取慎吾さんとCM

に出演！？続いて、会場では香取慎吾さんを迎えて「ロト6　10周年記念キャンペーン」の発表です。

「ロト6」は平成12年10月に全国で発売されてから、今年で発売10周年を迎えます。これを記念するととも

に、ロト6ファンへの日ごろの感謝を込めてキャンペーンを実施します。第1弾から第3弾まで企画されてお

り、第2弾として、新CMキャラクターの「香取慎吾さんとCMに出演できる権利」などが抽せんで当たるキャ

ンペーンを6月より実施します。

第2弾のキャンペーン期間は平成22年6月7日（月）～7月1日（木）までで、応募締切は7月9日(金)必着で

す。第2弾の詳しい「キャンペーン概要」は次のとおりです。皆さまのふるってのご応募をお待ちしていま

す。

なお、キャンペーンの内容・応募方法などについての詳細は、全国の宝くじ売場におたずねいただくか、ロ

ト6 10周年記念キャンペーンサイト(URL… www. loto6-cp. jp)をご覧ください。

◎キャンペーン期間：平成22年6月7日(月)～7月1日(木)

◎応募締切：平成22年7月9日(金)必着

◎賞品：A賞・香取慎吾さんとのCM出演権《5名さま》

                     B賞・香取慎吾さんのオリジナル図書カード（500円×2枚）《3,000名さま》

◎応募資格：20歳以上で、キャンペーン期間中、ロト6を一度に1,000円以上購入いただいた方。

※ATMでの購入は対象外となります。

※A賞をご希望の場合、本キャンペーン事務局が指定する日(9月下旬予定)に東京近郊で行われる撮影

に参加できる方が対象になります。

※自宅から撮影場所までの移動に際し発生する費用（交通費・宿泊費等）は、A賞に当せんされた方のご

負担となります。

◎応募方法：

◆キャンペーン期間中、ロト6を一度に1,000円購入いただくごとに専用応募はがきを1枚お渡しします。

◆専用応募はがきの表面左上にある「応募点」のスクラッチの部分をすべて削り、応募点の合計が3点1

口でA賞、1点1口でB賞として応募いただけます。専用応募はがきに応募点を貼付し、必要事項を記入の

うえ、キリトリ線で切りはなし50円分の切手を貼って郵送してください。

◆専用応募はがき以外での応募は無効です。

◆応募点はキャンペーン第3弾でもご利用できます。

◆第3弾のキャンペーンの内容は未定です。

◎当せん発表：応募締切後、厳正な抽せんを行い「当せん通知」および「図書カード」の発送をもって発表

ジャンボ宝くじ等…詳細はコチラ
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とかえさせていただきます。第2弾の「当せん通知」および「図書カード」の発送は8月中旬ごろです。

◎注意事項：

◆応募点のはがれ、応募点不足、必要事項の記入もれなどがあった場合は、無効とさせていただきま

す。

◆広告出演に際し、出演料など金品のお支払はいたしません。

◆企画や編集の都合により、CMの中での設定や出演時間は未定です。

◆撮影した映像・写真の著作権及び肖像権はみずほ銀行に譲渡していただきます。

◆すでに他社と契約している、もしくは事務所に所属している方のA賞への応募はご遠慮ください。

◆応募および当せんの権利を他人に譲渡または換金することはできません。

◆応募にかかわる費用はお客さまの負担になります。

◆専用応募はがきを紛失した場合、再発行いたしません。

◆お1人さま何口でもご応募いただけます。

◎個人情報について：本キャンペーン応募のために記入いただいたお客さまの個人情報は、本キャンペ

ーンの抽せん、当せん通知の発送、お客さまからの問い合わせに対して使うもので、本人の了承をいただ

かない限り、他の目的に使用することはありません。

◎問合せ先：「ロト6　10周年記念キャンペーン」事務局

    電話番号：03-3545-8413

      受付時間：午前9時～午後5時　※土曜・日曜・祝日を除く

本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製、転載を禁止します。

制作・著作　全国自治宝くじ事務協議会 宝くじ取次業者に注意！
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ツイート 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H22年5月号（第755号） 「幸運の女神」初仕事

「幸運の女神」初仕事

平成22年度の宝くじ「幸運の女神」が、4月の新年度スタート

ともに活動を開始しました。今年度、新しく「幸運の女神」とな

ったのは次の6人です。

◆岡田麻里（おかだ・まり）

◆新村理紗（にいむら・りさ）

◆木村暁奈（きむら・あきな）

◆番匠麻衣（ばんしょう・まい）

◆山田舞子（やまだ・まいこ）

◆吉野めぐみ（よしの・めぐみ）

「幸運の女神」となって最初の仕事は関係先へのあいさつ回りです。東京・京橋のみずほ銀行宝くじ部に6

人全員が集合。憧れの白いユニホームに着替えて、白い靴をはき、おしゃれなスカーフを首に巻き、最後

に「宝くじ　幸運の女神」のタスキを肩からかければ、今年もりっぱな6人の女神が誕生です。初日・2日目

は、発売関係先や東京都内のマスコミをまわり、3日目からは地方出張です。各地の発売関係先訪問に

加えて、地元のマスコミにもあいさつと大忙し。行く先々で、拍手で迎えられたり、「頑張ってね」との声援

を受け、感激のあまり涙ぐむ女神も。日程を終えて「これから1年、頑張ろうという気持ちになりました」と語

る6人の女神たちですが、全国の宝くじファンの皆さまにはこれからの1年間、暖かなご支援のほど、どう

ぞよろしくお願いいたします。

本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製、転載を禁止します。

制作・著作　全国自治宝くじ事務協議会
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ロト7…毎週金曜日抽せん

ロト6…毎週月・木曜日抽せん

ミニロト…毎週火曜日抽せん
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ツイート 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H22年5月号（第755号） 平成21年度・第4回モニターアンケート結果

平成21年度・第4回モニターアンケート結果

財団法人・日本宝くじ協会による宝くじモニターアンケート調査の平成21年度第4回の結果がまとまりまし

た。テーマは「グリーンジャンボ宝くじ」「宝くじ売場とサービス」「宝くじの広告・宣伝」「インターネット利用

状況」など。以下はその抜粋です。

Q．あなたはグリーンジャンボ宝くじを買いましたか

  ①買った・・・55%

  ②買わなかった・・・45% 

Q．何枚買いましたか

  ①10枚・・・40%

  ②21～30枚・・・21%

  ③11～20枚・・・19%

  ④9枚以下・・・10%

  ⑤41～50枚・・・4%

  ⑥51～99枚・・・3%

  ⑦31～40枚・・・2%

   (以下省略)

Q．宝くじ売場の立地について不便を感じていますか

  ①不便は感じない・・・80%

  ②不便を感じている・・・20%

Q．「不便を感じている」と答えた方、どんな点に不便を感じていますか(複数回答)

  ①自宅近くに売場がない・・・69% 

   ②通勤途中に売場がない・・・19% 

   ③買い物先の近くに売場がない・・・14% 

   ④どこに売場があるのかよくわからない・・・13%

  ⑤近くに駐車場のある売場が少ない・・・10%

   (以下省略)

Q．一番よく利用している売場はどれですか

  ①駐車場などにあるボックス型売場・・・59%

  ②建物やビルの中、地下商店街や駅構内の売場・・・17%

  ③建物やビルの外壁に組み込まれた売場・・・15%

  ④たばこ店や写真店などの兼業売場・・・4%

  ⑤路上などのスタンド型売場・・・4%

Q．今後どんな売場が増えたらよいと思いますか(複数回答)

  ①コンビニエンスストアー店内の売場・・・45%

  ②スーパーマーケットの駐車場などにあるボックス型売場・・・41%

  ③スーパーマーケット、デパートなどの店内売場・・・29%

  ④郵便局の売場・・・20%

  ⑤金融機関のATM・・・16%

  ⑥インターネット上の売場・・・16%

   (以下省略)

Q．宝くじ売場のサービスに満足していますか

  ①満足している・・・77%

  ②不満がある・・・23%

ジャンボ宝くじ等…詳細はコチラ
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Q．「不満がある」と答えた方、どんな点が不満ですか(複数回答)

  ①買いやすい時間帯に売場が閉まっている・・・42%

  ②販売員が無愛想で感じがよくない・・・38%

  ③行列で待たされる・・・29%

  ④閉店時刻や休業日が不規則ではっきりしない・・・23%

  ⑤売切れで買えないことがある・・・19%

   (以下省略)

Q．当せん番号案内サービスのうち使ったことがあるのはどれですか(複数回答)

  ①パソコンのインターネットサービス・・・57%

  ②テレフォンサービス・・・38%

  ③携帯電話のサービス・・・34%

   (以下省略)

Q．宝くじの広告・宣伝媒体として今後力を入れたらよいと思うものはどれですか(複数回答)

  ①テレビ・・・52%

  ②新聞・・・41%

  ③交通機関等のポスター・チラシ・・・22%

  ④売場の掲示・・・21%

  ⑤パソコンのインターネット・・・18%

  ⑥雑誌・・・14%

   (以下省略) 

Q．インターネットの利用経験のある方、宝くじ関係のホームページを見たことがありますか

  ①見たことがある・・・63%

  ②見たことがない・・・37%

Q．見たことがある方、どんな目的で見ましたか(複数回答)

  ①当せん番号を調べる・・・89%

  ②宝くじの発売日を調べる・・・29%

  ③ナンバーズやロトの抽せん番号を予想する・・・22%

  ④売場案内をみるため・・・7%

  ⑤ジャンボやスクラッチの商品内容を調べる・・・7%

   (以下省略)

◇※項目によっては、四捨五入の都合で合計が100%にならない場合があります。

本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製、転載を禁止します。

制作・著作　全国自治宝くじ事務協議会

宝くじ取次業者に注意！
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ツイート 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H22年5月号（第755号） ドリームエッグ（移動ミニ宝くじドリーム館）開催

ドリームエッグ（移動ミニ宝くじドリーム館）開催

　宝くじについての理解と親近感をより深めていただこうと、近畿宝くじ事務協議会では特別企画展「ドリ

ームエッグ(ミニ宝くじドリーム館)」を開催します。これは「移動ミニ宝くじドリーム館」ともいえる宝くじのPR

展で、近畿宝くじの発売元の地方自治体(2府4県4市・うち大阪府を除く)のロビーなどを順次回って開催

するものです。開催期間は今年5月から来年3月までの延べ80日間です。　「ドリームエッグ」は全体を①

宝くじの「いま」②宝くじの「これまで」③宝くじの「夢」の3つのコーナーに分けて、宝くじについてわかりや

すく解説しています。

各コーナーには卵型の円柱が立っており、まさに「エッグ」です。そして、その周囲に各種の展示が行われ

ます。このほかに「1億円の重量体験」「数字選択式宝くじ（ロト、ナンバーズ）の発券体験」「実際に使用さ

れた抽せん機」などの展示品もあります。これを機会にお近くの方はお気軽にお出かけください。

「ドリームエッグ（ミニ宝くじドリーム館）」の開催場所と開催日程は次の通りです(※印＝土曜日・日曜日も

開催)。　

◎　大阪府大阪市・市役所正面玄関ホール：5月12日(水)～24日(月)　9：00～17：30

◎　滋賀県・県庁新館西側玄関：5月26日(水)～6月4日(金)　9：00～17：00

◎　奈良県・「県民ホール」県庁舎東棟1階：7月5日(月)～7月15日(木)　9：00～17：00

◎　大阪府堺市・市役所高層館1階エントランス：9月28日(火)～10月8日(金)　9：00～17：00

◎　京都府京都市・ゼスト御池市役所前広場：11月24日(水)～11月30日(火)　11：00～19：00※

◎　兵庫県・県本庁舎第1号館1階ロビー：12月9日(木)～12月24日(金)　9：00～17：00

◎　和歌山県・ビック愛1階ロビー：23年1月5日(水)～1月11日(火)　9：00～17：00※

◎　京都府・京都府立植物園　植物園会館内展示室：1月26日(水）～2月4日(金)　9：00～17：00※

◎　兵庫県神戸市・プレンティ一番館センターコート：2月25日(金)～3月6日(日)　11：00～19：00※

本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製、転載を禁止します。

制作・著作　全国自治宝くじ事務協議会
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ツイート 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H22年5月号（第755号） 大阪　宝くじドリーム館でもランチタイムコンサートを開催

大阪　宝くじドリーム館でもランチタイムコンサートを開催

「音楽の夢と宝くじの夢」を楽しんでいただこうと、東京・宝くじドリーム館で、お昼休みのひととき、クラシッ

ク音楽の演奏家による「ランチタイム・コンサート」（入場無料）を開始したのは平成18年4月からです。い

まも継続していますが、今年度からは大阪の宝くじドリーム館でも「ランチタイム・コンサート」（入場無料）

が開催されることになりました。今年度の開催は計3回で、開催日と出演者は次のとおりです。

◆　5月27日（木）＝白石光隆(ピアノ)

◆　7月22日（木）＝デュオ・プリマ(ヴァイオリン・デュオ)＆高橋多佳子(ピアノ)

◆　12月9日（木）＝薗田真木子(ソプラノ)共演：長町順史(ピアノ)

開催時間は、いずれも正午から1時までです。

本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製、転載を禁止します。
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ツイート 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H22年5月号（第755号） ≪宝くじ川柳≫

≪宝くじ川柳≫

≪宝くじ川柳≫

◆定年をねぎらう妻にジャンボ買う

     (福井県敦賀市・大和田康夫・61歳)

◆「異常なし」、足取り軽く、くじ売場

     (栃木県鹿沼市・倉野隆雄・55歳)

◆買ったくじ、置き場あちこち替えてみる

     (埼玉県さいたま市・夢子・60歳)

◆宝くじ、夢の中では当たりくじ

      (大阪府大阪市・野嵜泰則・71歳)

◆当ててみて困ってみたい使い道

     (愛媛県松山市・玉井秀勝・61歳)

◆宝くじ、老いの心を熱くする

     (佐賀県神崎市・藤瀬清次郎・74歳)

≪投稿≫

◆「私の心の薬です」

私がロト6を買い始めた「きっかけ」は「歯医者さんでの待ち時間」です。待合室まで聞こえてくる、歯を治

療するさいの「ギーギー」という音が私は大嫌い。雑誌などを読んで我慢していましたが、なにかほかに気

を紛らわせるものはないかと考えました。　そして、思いついたのが「ロト6」と「ミニロト」です。申込カード

を持参であれこれ数字を考えるようになってからは、診察日が苦になりません。そのうえ、就寝前も抽せ

ん日を楽しみにワクワク。私にとって、宝くじは心の薬です。

(神奈川県鎌倉市・堀井朱美・54歳)

◆「小さな2階建ての家」

3年前のことです。早朝に夢でロト6に大当たり。「これは…」と思い、以来、一度も欠かさずに同じ数字で

ロト6を買い続けています。当せん実績は5等1,000円が2回に、4等8,400円が1回です。2億円は遠い、遠

い夢！　でも、ほんとうに2億円に当たったら、小さな2階建ての家を建てて、犬を飼いたいです。

(栃木県足利市・サザエさん・48歳)

◆「初めての1万円当せん」

数年前のことです。駅からの帰り道で「バタッ」という音がしたので振り向いたら、自転車に乗った人が財

布を落とし、気づかずに行ってしまいました。すぐに拾って、大声を出して追いかけたのですが、気づいて

もらえずじまい。　駅まで戻り、交番でおまわりさんに手渡しての帰り道。宝くじ売場の前を通ったので宝く

じを買いました。「落とし主に知らせるためにあんなに一生懸命、走ったのに…」と自分をほめる意味を込

めて、スクラッチを3枚だけ買いました。そうしたら、初めて1万円に当たったのです。宝くじはその後も買い

続けていますが、億万長者には、いまだなれません。

(埼玉県入間郡・S子・47歳)

本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製、転載を禁止します。
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宝くじ取次業者に注意！

宝くじを利用した振り込め詐欺

事件の発生



ツイート 1,303

HOME 宝ニュース H22年5月号（第755号） 昨年の「ドリームジャンボ宝くじ」の未払い高額当せん金

昨年の「ドリームジャンボ宝くじ」の未払い高額当せん金

昨年5月に発売された「ドリームジャンボ宝くじ」（第560回全国自

治宝くじ）の当せん金支払い期限が6月21日(月)までと迫っていま

す。

この宝くじを「買ったけれど、まだ当せん番号調べをしていない」と

か「当たったけれど、まだ換金をしていない」という方はいません

か。どうぞ急いで番号調べをして、当せんしていたら、すぐに換金

してください。

なお、4月16日現在で、このドリームジャンボ宝くじの1等2億円の

当せん2本が未換金です。また、1等の前後賞各5,000万円も5本、

2等1億円は6本が未換金です(別表をご参照ください)。

 

本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製、転載を禁止します。

制作・著作　全国自治宝くじ事務協議会

ジャンボ宝くじ等…詳細はコチラ

ロト7…毎週金曜日抽せん

ロト6…毎週月・木曜日抽せん

ミニロト…毎週火曜日抽せん

ナンバーズ3…月～金毎日抽せん
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https://twitter.com/search?ref_src=twsrc%5Etfw&q=http%3A%2F%2Fwww.takarakuji-official.jp
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http://www.takarakuji-dream.jp/takarakuji/
http://www.takarakuji-official.jp/educate/about/proceeds/003.html
http://www.takarakuji-official.jp/brand/numbers/index.html
http://www.takarakuji-official.jp/brand/loto/index.html
http://www.takarakuji-official.jp/entertainment/tvcm/index.html
http://www.takarakuji-official.jp/brand/jumbo/index.html
http://www.takarakuji-official.jp/index.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.takarakuji-official.jp%2Finformation%2F1005%2F09.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%E5%AE%9D%E3%81%8F%E3%81%98%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.takarakuji-official.jp
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HOME 宝ニュース H22年5月号（第755号） 6月のアトラクション付き抽せん会

6月のアトラクション付き抽せん会
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ジャンボ宝くじ等…詳細はコチラ

ロト7…毎週金曜日抽せん

ロト6…毎週月・木曜日抽せん

ミニロト…毎週火曜日抽せん

ナンバーズ3…月～金毎日抽せん

ナンバーズ4…月～金毎日抽せん



ツイート 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H22年5月号（第755号） 支払期限間近の当せん番号(250万円以上)

支払期限間近の当せん番号(250万円以上)
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ツイート 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H22年5月号（第755号） お知らせ

お知らせ

5月17日(月)～21日(金)に行われる数字選択式宝くじの抽せんは、大阪・宝くじドリーム館で開催されま

す。なお、抽せんが行われる数字選択式宝くじの発売回号は次のとおりです。

◎ナンバーズ3とナンバーズ4：第2856回～2860回

◎ミニロト：第562回

◎ロト6：第497回

本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製、転載を禁止します。

制作・著作　全国自治宝くじ事務協議会

ジャンボ宝くじ等…詳細はコチラ

ロト7…毎週金曜日抽せん

ロト6…毎週月・木曜日抽せん

ミニロト…毎週火曜日抽せん

ナンバーズ3…月～金毎日抽せん

ナンバーズ4…月～金毎日抽せん




