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バックナンバーはこちら H22年9月号(第759号)

 

「宝くじの日お楽しみ抽せん」の番号が決定しました！

「宝くじの日お楽しみ抽せん」の番号が下4ケタ「8523」に決定！

 

27日（月）から「オータムジャンボ宝くじ」発売開始

1等1億5，000万円、前後賞各5，000万円、1等・前後賞あわせて2億5，000万円の

「オータムジャンボ宝くじ」発売。

 

「サマージャンボ宝くじ」と「1000万サマー」の抽せん会が行われました

大阪のＮＨＫ大阪ホールで「サマージャンボ宝くじ」と「1000万サマー」の抽せん会が

行われました。

もったいない！201億円！

平成21年度の宝くじ時効当せん金は201億円でした。

平成21年度「数字選択式宝くじ」　当せん者白書

「数字選択式宝くじ」　100万円以上の当せん者からのアンケート結果がまとまりました！

平成22年度第1回宝くじモニターアンケート

22年度宝くじモニターアンケートの結果をご紹介します。

 

東西宝くじドリーム館でイベントを開催

「サマージャンボ」「1000万サマー」の発売を記念して、東西宝くじドリーム館で華や

かにイベント開催。

虹の広場

～皆さまからの投稿コーナーです～

10月のアトラクション付き抽せん会

10月のアトラクション付き抽せん会はこちら

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



10月の「宝くじドリーム館イベント」

10月の「宝くじドリーム館イベント」はこちら

支払期限間近の高額当せん金（250万円以上）

10月に支払期限が来る未払高額当せん金はこちら

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！

宝くじを利用した振り込め詐欺

事件の発生
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「宝くじの日お楽しみ抽せん」の番号が決定しました！

「当せん金は当せん者へ」――宝くじの当せん金の引き換

えもれ防止を願って、今年も9月2日の「宝くじの日」を中心

に、数々の記念行事が行われました。その中で一番の行事

である「宝くじの日」記念のテレビ特別番組『ふれあい夢列

島☆宝くじ☆シアワセ発見ジャーニー』は、9月2日午後3時

55分から4時53分まで日本テレビをキー局に全国へ生放送

されました。そして、この番組の中で、宝くじファンお待ちか

ねの「宝くじの日お楽しみ抽せん」が行われました。 

この「宝くじ日お楽しみ抽せん」は、過去1年間に抽せんされた宝くじの「ハズレ券」を対象に、もう一度、抽

せんを行い、当たったら素敵な賞品をプレゼントするというものです。つまり、ハズレた宝くじで、もう一度

抽せんが楽しめるという記念行事であり、これを機会に、お手元の宝くじ券の当せん番号調べをしていた

だこうという意図のイベントです。 

今年もテレビ特別番組の中で「下4ケタ数字」が1つ、抽せんされました。そして、決まった「宝くじの日お楽

しみ抽せん」の当せん番号は「下4ケタの番号　8523」です。 

◇当せん者にプレゼントされる今年の賞品は次の6つの品物です。　 

①魚沼産コシヒカリ5kg　 

②フードスチーマー　 

③電子レンジ調理器セット　 

④体重体組成計　 

⑤電子辞書 

⑥家庭用緊急避難セット　　 

当せん者には以上の中からお好みの賞品を1つ選んでいただきます。　　 

◆「お楽しみ抽せん」の対象となる宝くじ　　 

平成21年8月1日から平成22年7月31日までの1年間に抽せんが行われた宝くじの「ハズレ券」です（別表

参照）。 

なお、スクラッチは宝くじ券の裏面をごらんください。　　 

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



☆ご注意ください　　 

◎数字選択式宝くじ（ナンバーズ、ミニロト、ロト6）は対象外です。　　　　 

◎平成22年に発売の「サマージャンボ宝くじ」（市町村振興・第587回全国自治宝くじ）と「1000万サマー」

（市町村振興・第588回全国自治宝くじ）は、来年（平成23年）の「宝くじの日お楽しみ抽せん」の対象で

す。誤って郵送されて来ても返却いたしません。　　 

◆「お楽しみ抽せん」に当せんした宝くじ券の送付方法と送付先　　 

当せんした宝くじ券の裏面に住所・氏名・電話番号を記入のうえ、一般書留か簡易書留または特定記録

郵便で、次の宛先までお送りください。 

〒100－8692　 

郵便事業株式会社　銀座支店　私書箱800号「宝くじの日」係　　　 

☆ご注意ください　　 

宝くじ売り場では受け付けていません。 

当せん券が係に到着後、3週間程度の間に「賞品申込はがき」を同封した「お楽しみ賞品カタログ」を郵送

します。 

なお、お送りいただいた宝くじ券や封筒などに記載された個人情報は「宝くじの日」の賞品発送目的のみ

に使用します。　　 

◆当せん券の送付締切日　　 

平成22年10月31日（日）。当日消印有効。　　 

《お問合せ先》　　 

「宝くじの日」テレフォンセンター 

（土曜・日曜・祝日を除く午前9時～午後5時） 

電話　03（3501）1841・6841

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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27日（月）から「オータムジャンボ宝くじ」発売開始

涼しい秋が待たれますが、全国の宝くじファンの間で、この

秋に待っているものがもう1つあります。それは「オータムジ

ャンボ宝くじ」（新市町村振興・第592回全国自治宝くじ）で、

今月27日（月）から全国で一斉発売されます。

発売期間は10月19日（火）までの23日間です。1枚の価格は300円で、発売額は390億円です。そして、注

目の賞金条件は次のようになっています（別表参照）。　　 

1等は1億5,000万円で13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等と前後賞あわ

せて「2億5,000万円」という豪華さです。前後賞は昨年まで2,500万円でしたが、今回は倍額にアップの

「5,000万円」です。その結果、1等と前後賞合わせて「2億5,000万円」となり、これはオータムジャンボ宝く

じとして史上最高の賞金額です。続く2等は1,000万円で130本当たり、3等は50万円が1,300本当たりま

す。以下は4等5万円、5等3,000円、6等300円となっています。　　 

このほかにもう1つ、楽しみな特別賞として、いまの季節にピッタリの「秋祭り賞」があり、1万円が39万本

も当たります。「オータムジャンボ宝くじ」は毎年、好評をいただいており、発売最終日を前に売り切れる場

合があります。一段と豪華になった「オータムジャンボ宝くじ」で億万長者となるチャンスを逃さぬよう、皆

さま、どうぞお早目にお買い求めください。　　 

この「オータムジャンボ宝くじ」の抽せん会は10月26日（火）に宮城県仙台市の仙台市青年文化センター・

シアターホールで行われます。当日の模様はＮＨＫの衛星放送（ＢＳ2）で中継放送される予定です。

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。

制作・著作　全国自治宝くじ事務協議会
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「サマージャンボ宝くじ」と「1000万サマー」の抽せん会が行わ
れました

『夏の強力コンビ、あらわる』――という宣伝文句で発売さ

れ、皆さまから好評をいただいた「サマージャンボ宝くじ」

（市町村振興・第587回全国自治宝くじ）と、初お目見えの

「1000万サマー」（市町村振興・第588回全国自治宝くじ）の

抽せん会は8月10日に大阪府大阪市のＮＨＫ大阪ホールで

開催されました。

当日は午前10時50分に開場。11時20分から開演となり、司会者のあいさつ、立会人の紹介のあと、まず

は初登場の「1000万サマー」の抽せんから始まりました。3等300円の抽せんのあと、2等1万円の抽せん

と1等1,000万円の抽せんが行われて第1部の終了。休憩ののち第2部の始まりです。今度は「サマージャ

ンボ宝くじ」の抽せんで、6等300円の抽せんののち5等、4等、3等と順調に進み、終わったところで第2部

の終了。さあ、残すは1等と2等の抽せんのみ。ここで、再び休憩に。第3部は12時30分から始まりました。

ここからはＮＨＫのテレビ中継放送も始まり、場内の観客の緊張も高まる中、2等・1億円の抽せんの開始

です。舞台上に並ぶ7台の抽せん機を使用して、2等の当せん番号3つが決まり、さあ、残すは1等・2億円

の当せん番号1つを決める抽せんのみです。準備が整い、場内の緊張もいまやピーク。バンドの演奏が始

まり、抽せん機の風車盤がグルグル回り、フル回転の次の一瞬、7本の矢が放たれて、1等の当せん番号

「51組132584番」が決まりました。司会者が1等の当せん番号を声高く読み上げて、抽せん会は終了。　　

このあと、会場の皆さんはアトラクションとして、中村美律子さん出演の「中村美律子コンサート～夏の元

気の贈り物～」を楽しみました。

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



ツイート 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H22年9月号（第759号） もったいない！201億円！

もったいない！201億円！

「当てよう」「当てたい」「当たりたい」と思って、ファンは宝くじを買っているはずです。

にもかかわらず、せっかく当せんしているのに、当せん金の支払い期間中に当せん者が換金に現われ

ず、支払期限切れで「時効」となる当せん金があとをたちません。

宝くじの当せん金の支払い期間は、支払い開始日から「1年間」です。

これを過ぎると時効となりますが、平成21年度中に支払期限切れとなった宝くじの時効当せん金は201億

円でした（数字選択式宝くじを含む）。

これは平成20年度の宝くじ販売総額1兆419億円に対して、約1.92%にあたります。

これら時効当せん金の中には2億円以上の当せん金が5本、1億円以上の当せん金となると20本も含まれ

ていました。

そして、1,000万円以上の当せん金では115本で、200万円以上となると174本もあり、その合計金額は51

億6,161万円で時効当せん金額の約26％に相当します。

裏返すと、時効当せん金額の約74％が、100円・200円・300円といった末等当せん金を含む200万円未

満の当せん金であり、まさに「チリも積もれば山となる」の例えどおりといえます。

「こうした時効当せん金はどうなるのか」――といいますと、発売元である全国都道府県と指定都市へ販

売実績額に比例して納められ、宝くじの販売収益金と同じように公共事業等に役立てられています。

ムダにはなっていない「時効当せん金」ですが、本来は「当せん者のもの」です。

宝くじファンの皆さまとしては、宝くじを買ったら、必ず調べて、当たったら必ず換金を、どうぞお忘れなく。

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。
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平成21年度「数字選択式宝くじ」当せん者白書

平成21年度の「数字選択式宝くじ」当せん者白書がさきごろまとまりました。 

これは、平成21年度の1年間に、みずほ銀行本・支店において、数字選択式宝くじのナンバーズ、ミニロ

ト、ロト6で100万円以上の当せん金を受け取った人にアンケート記入をお願いし、回答いただいた1,509

人（有効回収）の結果を「数字選択式宝くじ」当せん者白書として、みずほ銀行宝くじ部がまとめたもので

す。 

◇ まずは、当せん者たちの「人物像」から紹介しましょう。 

◎「性別」＝男性は75.7%で、女性は24.3％。これは前年とほぼ同じです。 

◎「年齢」＝多い順に並べると、男性・女性ともに同じで、次のようになっています。 

①60歳以上②50代③40代④30代⑤29歳以下。 

年代が高いほど多くなっています。 

◎「職業」＝全体では多い順に次のようになっています。 

①会社員②自営業③無職④主婦⑤その他…などの順です。 

◎「星座別」＝当せん者の誕生日から見た星占いの「星座別」では、男性は「乙女座」で、女性もまた「乙

女座」でした。 

ちなみに乙女座の誕生日は「8／23～9／22」です。 

◎「イニシャル」＝当せん者の姓名の「イニシャル」はどうでしょう。 

名前・姓の順で男性のトップは「Ｔ・Ｋさん」で、女性は「Ｍ・Ｍさん」でした。　 

◇ 次に、当せん者たちの「買い方」についてです。 

◆当せんした宝くじを購入する時こだわったこと（複数回答）。 

当せん者は購入時にどんなことにこだわって買ったのでしょう。「その他」と「無回答」を除くベスト5は次の

とおりです。 

①数字の選び方・・・・・・・・47.8％ 

②継続回数・・・・・・・・・・・・16.1％ 

③何通り購入するか・・・・・・7.2％ 

④何口購入するか・・・・・・・6.2％ 

⑤売り場の雰囲気・・・・・・・5.0％ 

このあと⑥購入金額⑦買う日にち⑧売り場の人⑨占い・運勢⑩高額当せんの売り場…などと続きます。 

◆当せんした数字を選んだ理由（複数回答）。これは気になるところですね。何か秘策があるのでしょう

か。 

「その他」と「無回答」を除いたベスト5は次のとおりです。 

①ひらめき・・・・・・・・・・28.0％ 

②誕生日・・・・・・・・・・・16.7％ 

③好きな数字・・・・・・・・13.5％ 

④クイックピック・・・・・・12.5％ 

⑤独自の研究・・・・・・・10.3％ 

このあと⑥車のナンバー⑦過去の当せん数字⑧電話番号⑨記念日⑩暗証番号…などと続きます。 

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



◆当せんした時、何通り購入しましたか。 

今度は高額当せん者たちの具体的な買い方についてです。「当せんした時、何通り購入したか」を聞きま

した。 

「無回答」を除いてベスト5は次のとおりです。 

①5通り・・・・・・・・・・27.1％ 

②1通り・・・・・・・・・・16.9％ 

③11通り以上・・・・・10.2％ 

④2通り・・・・・・・・・・10.1％ 

⑤10通り・・・・・・・・・・7.6％ 

◆当せん調べをしたのは、いつですか。 

抽せんが終わったら、すぐにでも「当たり・ハズレ」の結果を知りたいところですが「当せん調べをしたの

は、いつですか」を聞きました。 

①翌日・・・・・・・・・・・50.8％ 

②当日・・・・・・・・・・・28.7％ 

③1週間後・・・・・・・・・8.5％ 

以上がベスト3。翌日には約8割の人が当せん調べを終えており、1週間後では約9割もの人が当せんを確

認しています。 

◆当せんした宝くじ券の保管場所はどこですか。 

当せんを知った瞬間から、その宝くじ券はただの「紙片」ではなく、価値あるものとなります。このため、当

せん者はその保管場所に苦慮するようです。その「3大保管場所」は次のとおりです。 

①財布・・・・・・・・・・・・・・・・・41.4％ 

②机の引き出し（自宅）・・・・18.2％ 

③カバン・ハンドバッグ・・・・・9.3％ 

このあとは④神棚・仏壇⑤ポケット⑥金庫⑦タンス⑧机の引き出し（会社）…などと続きます。 

◆当せん金の使い道はなんでしょう（複数回答）。 

他人ごとですが、気になるのが「当せん金の使い道」です。当せん者に聞いた10大使い道は次のとおりで

した。 

①貯蓄・・・・・・・・・・・・29.9% 

②趣味・レジャー・・・・19.5％ 

②借入金の返済・・・・19.5％ 

④その他・・・・・・・・・・13.6％ 

⑤旅行・・・・・・・・・・・13.1% 

⑥衣服・装飾品・・・・・7.8％ 

⑥食生活・・・・・・・・・・7.8％　　　 

⑧車の購入・・・・・・・・6.8％ 

⑨土地・住宅・・・・・・・5.4％ 

⑩仕事・事業・・・・・・・5.2％ 

◆当せんの秘訣は何ですか（複数回答）。 

一番、知りたいことは「コレ」でしょう。紹介します。当せん者からの回答のベスト5は次のとおりです（「無

回答」は除く）。 

①運・・・・・・・・・・・・・・・44.9％ 

②継続・忍耐・・・・・・・・33.7％ 

③ひらめき・・・・・・・・・・17.4％ 

④情報収集・研究・・・・・7.6％ 

⑤日ごろの行い・・・・・・・5.4％ 

やはり「運と根と勘」が大事なようです。なお、このあとは⑥たくさん買うこと⑦幸運の兆候を見逃さない⑧

占いを信じる⑨その他――以上です。 

◆当せん者の「好きな数字」と「嫌いな数字」は？ 

購入者が自分の好きな数字を選ぶことのできるのが「数字選択式宝くじ」の最大の魅力ですが、当せん者

たちに「好きな数字」と「嫌いな数字」を聞きました。その結果は次の順です（「無回答」は除く）　 

好きな数字 

①　7 

②　3 

③　8 

④　1 

⑤　5 

⑥　2 
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⑦　4 

⑧　6 

⑨　9 

⑩　0 

嫌いな数字 

①　4 

②　9 

③　0 

④　2 

⑤　1 

⑥　3 

⑦　7 

⑧　6 

⑨　5 

⑨　8 

「好きな数字」は「お祝い数字」の「7・3」や、縁起のいい末広がりの「8」が上位です。一方「嫌いな数字」

は「忌み数字」といわれる「4・9」や、「無」を意味する「0」などが上位でした。 

◆今回、手にした当せん金の合計はいくらですか。 

最後に、今回、手にした当せん金はいくらなのか、当せん金の合計金額を聞きました。 

①100万円～300万円未満・・・・・・・57.7％ 

②1,000万円～3,000万円未満・・・・22.4％ 

③500万円～1,000万円未満・・・・・14.9％ 

④1億円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・1.7％ 

⑤300万円～500万円未満・・・・・・・1.6％ 

⑥3,000万円～5,000万円未満・・・・0.9％ 

⑦5,000万円以上～1億円未満・・・・0.8％ 

100万円から3,000万円未満までで全体の96.6%となっています。一方、1億円以上が1.7%おり、100人中、

2人弱の当せん者が億万長者というわけです。なお、全体の平均当せん金額は「平均967万円」でした。こ

れは前年より約120万円多くなっています。 

◇ 以上ですが、これらの数字を今後の購入の参考にしながら、数字選択式宝くじを日々、お楽しみくださ

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
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平成22年度第1回宝くじモニターアンケート

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22年度第1回の結果がまとまりまし

た。800人のモニターが選ばれ、宝くじの購入状況やドリームジャンボなどについて調査が行われました。

以下はその抜粋です。 

Ｑ　この1年間に宝くじをいくら買いましたか  

①1万円超3万円以内・・・・・29％ 

②3万円超5万円以内・・・・・18％ 

③5万円超10万円以内・・・・18％ 

④10万円超 ・・・・・・・・・・・・・11％ 

⑤5千円超1万円以内 ・・・・11％ 

⑥千円超5千円以内 ・・・・・・7％ 

⑦千円以内・・・・・・・・・・・・・・1％ 

○まったく買っていない・・・・・ 4％ 

Ｑ　この1年間にお買いになったジャンボ宝くじはどれですか（複数回答）  

①年末ジャンボ・・・・・・・・・85％ 

②サマージャンボ・・・・・・・68％ 

③ドリームジャンボ・・・・・・55％ 

④グリーンジャンボ・・・・・・46％ 

⑤オータムジャンボ・・・・・・35％ 

⑥ミリオンドリーム・・・・・・・28％ 

○買わなかった ・・・・・・・・・10％ 

Ｑ　ジャンボ宝くじ以外でお買いになった宝くじはどれですか（複数回答）  

①ロト6 ・・・・・・・・・・・・・・・60％ 

②スクラッチ・・・・・・・・・・・・55％ 

③ナンバーズ・・・・・・・・・・・40％ 

④ミニロト・・・・・・・・・・・・・・38％ 

⑤通常のブロックくじ（ジャンボ、スクラッチ、ナンバーズ、ミニロト、ロト6以外のくじ）・・・・・・・・37％ 

○どれも買わなかった・・・・12％ 

Ｑ　この1年間に通常のブロックくじを何回買いましたか  

①2～5カ月に1回位 ・・・・・23％ 

②半年に1回 ・・・・・・・・・・・12％ 

③1カ月に1回位 ・・・・・・・・11％ 

④年1回 ・・・・・・・・・・・・・・・・8％ 

⑤1カ月に2～3回・・・・・・・・7％ 

⑥ほとんど毎回 ・・・・・・・・・・6％ 

○買わなかった・・・・・・・・・・34％ 

Ｑ　この1年間にナンバーズを何回買いましたか  

①週に3回以上・・・・・・・・・10％ 

②月に1回位 ・・・・・・・・・・・8％ 

③週に1回・・・・・・・・・・・・・・7％ 

④3～6カ月に1回位・・・・・7％ 

ジャンボ宝くじ等…詳細はコチラ
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⑤2～3週に1回位・・・・・・・6％ 

⑥2カ月に1回位・・・・・・・・4％ 

⑦年に1回位・・・・・・・・・・・4％ 

⑧週に2回・・・・・・・・・・・・・2％ 

○買わなかった・・・・・・・・・52％ 

Ｑ　この1年間にミニロトを何回買いましたか  

①週に1回以上・・・・・・・・・16％ 

②3～6カ月に1回位・・・・・8％ 

③月に1回位・・・・・・・・・・・7％ 

④2～3週に1回位 ・・・・・・6％ 

⑤年に1回位・・・・・・・・・・・5％ 

⑥2カ月に1回位・・・・・・・・3％ 

○買わなかった・・・・・・・・・55％ 

Ｑ　この一年間にロト6を何回買いましたか  

①週に1回以上 ・・・・・・・・・・・31％ 

②2～3週間に1回位・・・・・・・9％ 

③月に1回位・・・・・・・・・・・・・・8％ 

④3～6カ月に1回位・・・・・・・7％ 

⑤2カ月に1回位・・・・・・・・・・5％ 

⑥キャリーオーバー時・・・・・・3％ 

⑦年に1回位・・・・・・・・・・・・・3％ 

○買わなかった・・・・・・・・・・・34％ 

Ｑ　ドリームジャンボ宝くじを買いましたか（含むミリオンドリーム）  

①従来からのドリームジャンボのみを買った・・・36％ 

②両方とも買わなかった・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35％ 

③両方とも買った・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24％ 

④ミリオンドリームのみを買った・・・・・・・・・・・・・・6％ 

Ｑ　何枚買いましたか（含むミリオンドリーム）  

①10枚・・・・・・・・・・・・・・・・43％ 

②21枚～30枚・・・・・・・・・25％ 

③11枚～20枚・・・・・・・・・15％ 

④9枚以下 ・・・・・・・・・・・・7％ 

⑤100枚～149枚・・・・・・・3％ 

⑥31枚～40枚・・・・・・・・・2％ 

⑦51枚～99枚・・・・・・・・・2％ 

⑧41枚～50枚・・・・・・・・・2％ 

⑨150枚以上・・・・・・・・・・1％ 

Ｑ　どんな売り場で買いましたか（複数回答）  

①買物ついでの近くの売り場・・・・・・・・・・43％ 

②自宅近くの売り場 ・・・・・・・・・・・・・・・・・37％ 

③大口の当たりがよく出ている売り場・・・35％ 

④サービスと感じの良い売り場・・・・・・・・15％ 

⑤勤務先近くの売り場 ・・・・・・・・・・・・・・・10％ 

⑥通勤途中の売り場・・・・・・・・・・・・・・・・・9％ 

⑦大都市の大きな売り場・・・・・・・・・・・・・・8％ 

⑧週刊誌などで紹介されている売り場・・・4％ 

⑨通信販売等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3％ 

Ｑ　ドリームジャンボ発売期間中に一緒に買った他のくじは何ですか（複数回答）  

①ロト6 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51％ 

②スクラッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30％ 

③ミニロ ト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28％ 

④ナンバーズ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26％ 

⑤通常のブロックくじ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20％ 

○ドリームジャンボ（含むミリオンドリーム）のほかは買っていない・・・26％ 

※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。
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東西宝くじドリーム館でイベントを開催

東・西の夢の広場―「宝くじドリーム館」では「サマージャンボ宝くじ」と「1000万サマー」の発売を記念し

て、ラジオ公開番組の「歌謡ショー」、「ランチタイム・コンサート」、そして「写真パネル展」を開催しまし

た。 

7月20日に東京の宝くじドリーム館で開催された歌謡ショー「ハッピードリーム歌の贈りもの」（写真1）に

は、渥美二郎、北野まち子、岩出和也、チェウニ、竹川美子の五人の豪華歌手が出演。木下秀成・尾形明

美の司会で盛り上がりました。 

写真1

また、「ランチタイム・コンサート」では、7月7日に「パオジェWITHディンレン」出演で中国琵琶の演奏会

（写真2）が、7月21日には大森潤子（ヴァイオリン）、中島由紀（ピアノ）出演で「大当たり！ヴァイオリンの

魅力満載コンサート」（写真3）が開催され観客を魅了しました。 

写真2

写真3

一方、7月23日に大阪の宝くじドリーム館で開催された歌謡ショー「ハッピードリーム歌の贈りもの」（写真

4）には、小金沢昇司、三代沙也可、川野夏美、南かなこの四人の豪華歌手が出演。木下秀成・嵐みずえ

の司会でにぎわいました。歌の合間には宝くじ幸運の女神・番匠麻衣さんが出演して、宝くじの話題を披

露しました。 

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
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写真4

また、「ランチタイム・コンサート」では、7月10日にＬＡＶＩ（ボーカル）、クツノユキヒデ（パーカッション）、小

林正見（ベース）、宮川真由美（ピアノ）の出演でラテン音楽コンサートが、7月22日にはヴァイオリンのデ

ュオ・プリマ（礒絵里子＆神谷未穂）、高橋多佳子（ピアノ）の出演で「ショパン生誕200年に贈るコンサー

ト」（写真5）が開催されました。東西のラジオ公開番組・歌謡ショーは、ともにラジオで放送されました。 

写真5

「海」の写真展も開催

サマーといえば海や山に出かけたくなる季節。「Ｇｒａｎｄ　Ｂｌｕｅ～かけがえのない生命の宝庫～」と題し

て、清涼感溢れる「深海のブルー」の中で育まれる「海の宝石」ともいえる生物たちの写真展（写真6）を、

東西の宝くじドリーム館で6月21日から7月30日まで各3週間ずつ開催しました。同時に過去14年間のサ

マージャンボ宝くじ券も紹介しました。 

写真6
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虹の広場

≪宝くじ川柳≫

　　　　

◆天高く望みも高く秋ジャンボ 

（兵庫県神戸市・修司・67歳）

　　　　 

◆窓口の笑顔に会いにスクラッチ 

（広島県広島市・Ｒ子・57歳）

　　　　 

◆宝くじ当たればの夢みな同じ 

（兵庫県西宮市・Ｔ子・60歳）

　　　 

◆末等でも上を待とうの心意気 

（茨城県常陸太田市・鈴木盛道・50歳）

　　　　 

◆ひたむきに買うて当たりを追いかける 

（福岡県久留米市・中村昇・74歳）

　　　　 

◆宝くじ、当せんしても妻のもの 

（滋賀県野洲市・タイガー彦・54歳）　　　

　

≪投稿≫

　　

◆買った宝くじが自宅の電話番号と同じ！　　 

新潟市内の宝くじ売り場で今年のサマージャンボ宝くじをバラで5枚買いました。受け取った5枚の宝くじ券

の番号を見ていたら、うち1枚が、なんと、自宅の電話番号と同じ数字ではないですか！　いよいよ、正夢

が近づいてきたという感じになりました。 

（新潟県胎内市・相馬政夫・74歳） 

◆お金にかえられないドキドキ、ワクワク 　　 

先日、5口買った数字選択式宝くじで1,000円に当たり、受け取ったそのお金でもってスクラッチを買いまし

た。そうしたらなんと、3枚当たって、換金して合計500円を受け取りました。よーく考えてみれば、500円の

持ち出しですが、ここに至るまでの間の心のドキドキ、ワクワクはお金にかえられないほどで、大きな夢を

いただいています。いつかボクにも抱えきれないほどの大当たりが来ることを願い、これからも「夢のお

札」を買い続けたいと思います　 

（富山県中新川郡・亀山博・58歳）
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