
ツイート 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H25年4月号（第790号）

バックナンバーはこちら 過去の記事はこちら

待望の「ロト7」、1日から全国で一斉に発売開始

～宝くじ史上最高の当せん金「8億円」のチャンス！～

「ロト7」のCMキャラクターは妻夫木聡さんと柳葉敏郎さんに決定！

～3月9日の記者発表会にも、二人が登場！！～

今年も登場！「手塚キャラクタースクラッチ」

～「アトム＆レオ　トリプルマッチ」を16日（火）まで全国で発売、

「アトム＆サファイア　ラッキー3」を17日（水）から各ブロックで発売～

好評発売中！「春爛漫くじ」

～各ブロックで16日（火）まで発売～

平成25年度の宝くじ「幸運の女神」が決定！

～6名の新しい「幸運の女神」のプロフィールを紹介します～

「グリーンジャンボ宝くじ」抽せん会を開催

 

5月の東西「宝くじドリーム館」イベントのご案内（入場無料）

5月のテレビ抽せん会のご案内

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



支払期限間近の当せん番号（250万円以上)

5月は該当はありません。

5月の発売予定

5月号のご案内

～5月7日（火）に掲載予定です～

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

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 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H25年4月号（第790号） 待望の「ロト７」、1日から全国で一斉に発売開始

待望の「ロト7」、1日から全国で一斉に発売開始

数字選択式宝くじの新商品「ロト7」（ロトセブン）が、1日（月）から全国の数字選択式宝くじの取扱売り場で

一斉に発売開始となりました。発売初日の東京・数寄屋橋の西銀座チャンスセンターには、午前9時の開店

とともに次々とお客さんが来店して、「ロト7」を申し込んでいました。

「ロト7」は「1から37まで」の37個の数字の中から選んだ異なる7個の数字（申込数字）と抽せんされた数字

が、いくつ一致しているかによって、1等から6等までの当せんが決まる宝くじです。1等の当せん金額は4億

円（理論値）ですが、キャリーオーバー発生時には宝くじ史上最高額の8億円も夢ではないという超大型宝

くじです。価格は1口300円、抽せんは毎週金曜日で、原則、東京・京橋の「宝くじドリーム館」で行われま

す。

5日（金）が、「ロト7」の第1回目の抽せんです。

こののち、宝くじ史上初の「8億円」が、いつ誕生するか、注目されるところですね。

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 H25年4月号（第790号） 「ロト7」のCMキャラクターは妻夫木聡さんと柳葉敏郎さんに決定！

「ロト7」のCMキャラクターは妻夫木聡さんと柳葉敏郎さんに
決定！

「ロト7」の記者発表会を実施

今月の1日から発売が開始された「ロト7」の記者発表会が、3月9日に東京・青山にあるスパイラルホール

で行われました。この記者発表会には「ロト7」のCMキャラクターに起用された妻夫木聡さんと柳葉敏郎さ

んが駆けつけ、13年ぶりとなる新しい数字選択式宝くじの発売開始のご案内とCMのお披露目が行われま

した。

二人はCM衣装のスーツ姿で登場し、宝くじ史上最高額となる1等賞金8億円(キャリーオーバー発生時)が

当せんした時の夢を語ってくれました。妻夫木さんは「旅行が好きなので、プライベートジェットで世界中を

旅行して、普段は絶対に泊まれないような超高級ホテルに泊まりたい。」と語られ、一方の柳葉さんは「地

元の秋田は冬だと外でスポーツができないので、冬でもスポーツが楽しめる施設を造りたい。」と、それぞ

れ夢を膨らませていました。

また、8億円の模型がステージ上に登場すると、会場が大きな歓声に包まれ、柳葉さんは「欲しい！」と即

座に一言。妻夫木さんは「なんだか匂いを嗅ぎたくなりますね。うん、いいにおいです。」と興奮気味の様子

でした。

気になる「ロト7」のCM内容は・・・

「ロト7」の発売開始に合わせて、今月の1日から放映が始まったCMの「話は変わる」篇は、もうご覧いただ

けたでしょうか。まだ見ていないという方のために、ストーリーをご紹介します。

このCMは、「8億円なら話は変わる！？」というキャッチコピーのもと、柳葉さん演じる普段はクールな「部

長」とそんな姿に憧れる妻夫木さん演じる「後輩社員」が登場し、「ロト7」の持つ「最高8億円」の魅力にはク

ールな部長も興味を隠せない、というコミカルな内容となっています。

「話は変わる」篇（通常時）では、タクシーの中での二人の会話から物語が始まります。「部長は『ロト7』っ

て知ってます？」と問いかける妻夫木さんに対し、「知らないな。」とつれない返事をする柳葉さん。「1等が

最高4億円。キャリーオーバーならなんと最高8億円…」と妻夫木さんが当せんを夢見ているように興奮気

味に「ロト7」の説明をしますが、その言葉を遮るように「なあ…。お前の夢は金で買えるのか？」と返されて

しまいます。その言葉に感銘を受けた妻夫木さんは「はぁ…、かっこいい。やばい、涙出そう。」と翌朝、出

勤途中に柳葉さんの言葉を思い返していたところ、ふと目に止まったのは宝くじ売り場。そこにはなんと、

「ロト7」の申込カードに一心不乱に数字を記入している柳葉さんの姿が！！驚きのあまり、声も出ない妻

夫木さんと、それに気付いて「見つかってしまった」という驚愕の表情を見せる柳葉さん。これからの展開に

緊張感を持たせ、CMは終わります。普段は見られないような、コミカルな二人の演技をぜひ楽しんでくださ

い。

またこのCMは宝くじ公式サイトでも見ることができますので、ぜひご覧ください。

http ://www.takarakuj i-off ic ia l . jp/

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



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 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H25年4月号（第790号） 今年も登場！「手塚キャラクタースクラッチ」

発売期間：

抽せん日：

抽せん会場：

発売価格：

支払開始日：

今年も登場！「手塚キャラクタースクラッチ」

昨年度、スクラッチの図柄に初めて登場した「手塚キャラクター」ですが、皆さまからのご好評を受け、今年

度も登場します。

今月は、2つの「手塚キャラクタースクラッチ」が発売されます。

まずは、「手塚キャラクタースクラッチ　アトム＆レオ　トリプルマッチ」（第639回全国自治宝くじ）で、現在全

国で発売中です。発売期間は1日（月）から16日（火）までとなっています。 楽しみな図柄には2種類あっ

て、ともに鉄腕アトムのアトムとジャングル大帝のレオの姿です。

賞金条件の詳しくは次のとおりです。

「手塚キャラクタースクラッチ アトム＆レオ（トリプルマッチ）」(第639回 全国自治宝くじ)の当せん金・

本数

等級等 当せん金 本数

1等 10,000,000円 30本

2等 1,000,000円 60本

3等 50,000円 600本

4等 5,000円 75,000本

5等 500円 594,000本

6等 200円 1,500,000本

平成25年4月1日（月）～平成25年4月16日（火）

-

-

1枚200円

平成25年4月1日（月）

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



遊び方は次のようになっています。

券面左側に「1,000万円チャンス！」と書かれた「赤ワク」の中をすべて削ります。そして「A・B・C」のどれで

も横一列に同じ絵柄が3個出れば「当たり」で、その絵柄に応じて当せん金が受け取れます。

次に登場するのは、各ブロック宝くじからお届けする「手塚キャラクタースクラッチ　アトム＆サファイア　ラ

ッキー3」で、発売期間は17日（水）から30日（火）までとなっています。

図柄に登場するのは、各ブロックとも、鉄腕アトムのアトムとリボンの騎士のサファイアです。

東京都宝くじ

関中東宝くじ

近畿宝くじ

西日本宝くじ

遊び方は次のようになっています。

券面左側にある円形の「赤ワク」の中をすべて削り、出た数字が券面右側にある説明文通りになれば「当

たり」で、その数字に応じて当せん金が受け取れます。また、同じ「赤ワク」の中にリボンの騎士のサファイ

アのイラストが1個出れば「リボンの騎士賞」（5,000円）の「当たり」です。

各ブロック宝くじの賞金条件は次のとおりです。

「手塚キャラクタースクラッチ アトム＆サファイア（ラッキー3）」（第2214回 東京都宝くじ）の当せん金・

本数

等級等 当せん金 本数

1等 2,000,000円 12本

2等 100,000円 92本

3等 1,000円 100,080本

4等 200円 200,000本

リボンの騎士賞 5,000円 1,432本

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



発売期間：

抽せん日：

抽せん会場：

発売価格：

支払開始日：

発売期間：

抽せん日：

抽せん会場：

発売価格：

支払開始日：

発売期間：

抽せん日：

抽せん会場：

発売価格：

支払開始日：

発売期間：

抽せん日：

抽せん会場：

発売価格：

支払開始日：

平成25年4月17日（水）～平成25年4月30日（火）

-

-

1枚200円

平成25年4月17日（水）

「手塚キャラクタースクラッチ アトム＆サファイア（ラッキー3）」（第2275回 関中東宝くじ）の当せん金・

本数

等級等 当せん金 本数

1等 2,000,000円 42本

2等 100,000円 322本

3等 1,000円 350,280本

4等 200円 700,000本

リボンの騎士賞 5,000円 5,012本

平成25年4月17日（水）～平成25年4月30日（火）

-

-

1枚200円

平成25年4月17日（水）

「手塚キャラクタースクラッチ アトム＆サファイア（ラッキー3）」（第2393回 近畿宝くじ）の当せん金・本

数

等級等 当せん金 本数

1等 2,000,000円 12本

2等 100,000円 92本

3等 1,000円 100,080本

4等 200円 200,000本

リボンの騎士賞 5,000円 1,432本

平成25年4月17日（水）～平成25年4月30日（火）

-

-

1枚200円

平成25年4月17日（水）

「手塚キャラクタースクラッチ アトム＆サファイア（ラッキー3）」（第2083回 西日本宝くじ）の当せん金・

本数

等級等 当せん金 本数

1等 2,000,000円 15本

2等 100,000円 115本

3等 1,000円 125,100本

4等 200円 250,000本

リボンの騎士賞 5,000円 1,790本

平成25年4月17日（水）～平成25年4月30日（火）

-

-

1枚200円

平成25年4月17日（水）

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



ツイート 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H25年4月号（第790号） 好評発売中！「春爛漫くじ」

好評発売中！「春爛漫くじ」

新春を彩る「春爛漫くじ」が発売中です。いずれも、発売期間は1日（月）から16日(火)まで、抽せん日は18

日（木）です。

各ブロック宝くじとも1等賞金は8,000万円で、これに前後賞として各1,000万円がついており、1等と前後賞

合わせて「1億円」という豪華さです。また、各ブロック宝くじともに特別賞として「春爛漫賞」があり、賞金金

額はいずれも1万円です。

東京都宝くじ

関中東宝くじ

近畿宝くじ

西日本宝くじ

各ブロック宝くじの「春爛漫くじ」の賞金条件は次のとおりです。

「春爛漫くじ」（第2212回 東京都宝くじ）の当せん金・本数

等級等 当せん金 本数

1等 80,000,000円 1本

1等の前後賞 10,000,000円 2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



発売期間：

抽せん日：

抽せん会場：

発売価格：

支払開始日：

発売期間：

抽せん日：

抽せん会場：

発売価格：

支払開始日：

発売期間：

抽せん日：

抽せん会場：

発売価格：

支払開始日：

1等の組違い賞 100,000円 34本

2等 10,000,000円 2本

3等 100,000円 70本

4等 30,000円 350本

5等 1,000円 35,000本

6等 200円 350,000本

春爛漫賞 10,000円 7,000本

平成25年4月1日（月）～平成25年4月16日（火）

平成25年4月18日（木）

東京 宝くじドリーム館

1枚200円

平成25年4月23日（火）

「春爛漫くじ」（第2273回 関中東宝くじ）の当せん金・本数

等級等 当せん金 本数

1等 80,000,000円 2本

1等の前後賞 10,000,000円 4本

1等の組違い賞 100,000円 158本

2等 10,000,000円 5本

3等 100,000円 160本

4等 50,000円 800本

5等 1,000円 80,000本

6等 200円 800,000本

春爛漫賞 10,000円 16,000本

平成25年4月1日（月）～平成25年4月16日（火）

平成25年4月18日（木）

ノバホール（茨城県）

1枚200円

平成25年4月23日（火）

「春爛漫くじ」（第2391回 近畿宝くじ）の当せん金・本数

等級等 当せん金 本数

1等 80,000,000円 1本

1等の前後賞 10,000,000円 2本

1等の組違い賞 100,000円 29本

2等 10,000,000円 3本

3等 100,000円 120本

4等 30,000円 300本

5等 1,000円 30,000本

6等 200円 300,000本

春爛漫賞 10,000円 3,000本

平成25年4月1日（月）～平成25年4月16日（火）

平成25年4月18日（木）

みずほ銀行　大阪中央支店

1枚200円

平成25年4月23日（火）

「春爛漫くじ」（第2081回 西日本宝くじ）の当せん金・本数

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



発売期間：

抽せん日：

抽せん会場：

発売価格：

支払開始日：

等級等 当せん金 本数

1等 80,000,000円 1本

1等の前後賞 10,000,000円 2本

1等の組違い賞 100,000円 34本

2等 10,000,000円 3本

3等 100,000円 70本

4等 50,000円 700本

5等 1,000円 35,000本

6等 200円 350,000本

春爛漫賞 10,000円 3,000本

平成25年4月1日（月）～平成25年4月16日（火）

平成25年4月18日（木）

みずほ銀行　福岡支店

1枚200円

平成25年4月23日（火）

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



ツイート 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H25年4月号（第790号） 平成25年度の宝くじ「幸運の女神」が決定！

平成25年度の宝くじ「幸運の女神」が決定！

平成25年の宝くじ「幸運の女神｣（6名）が、全国からご応募いただいた1,192名の中から選ばれました。任

期は今年4月から来年3月までの1年間で、この期間に、全国各地で行われる宝くじに関する各種イベント

のお手伝いや、宝くじの抽せん会での司会のアシスタントなどで活躍します。また、宝くじの宣伝ポスター

や宝くじの券面などにも登場して、宝くじファンの皆さまへ、「たくさんの幸運と大きな夢」をお届けする橋渡

し役をつとめます。これからの1年間、どうぞよろしくお願いいたします。

平成25年度の宝くじ「幸運の女神」（6名）のプロフィールは次のとおりです。

石川　佑美（いしかわ　ゆみ）・27歳

在住地 神奈川県

趣味・スポーツ フラワーアレンジメント・旅行・ボルダリング・スキー

抱負
全国の皆さまに笑顔と夢をお届けします。いつも明るく元気に宝くじをPRして行きま

す。1年間よろしくお願いいたします。

石谷　未来（いしたに　みく）・21歳

在住地 東京都

趣味・スポーツ ヨガ・航空機搭乗・乗馬・クラシックバレエ

抱負
全国の皆さまに幸運をお届けできるよう、明るい笑顔で頑張ります。

1年間どうぞよろしくお願いいたします。

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



宇野　名都美（うの　なつみ）・21歳

在住地 兵庫県

趣味・スポーツ 舞台鑑賞・ウォーキング・なわとび・水泳

抱負
全国の皆さまに愛される女神を目指し、真心を込めて笑顔と幸運をお届けします。

1年間よろしくお願いいたします。

河相　裕美（かわい　ひろみ）・27歳

在住地 広島県

趣味・スポーツ 旅行・格闘技エクササイズ・ラテンダンス・テニス

抱負

「出会えて良かった」と思っていただけるような女神になれるよう、皆さまとの一瞬

一瞬を大切にしていきたいと思います。

笑顔と真心を込めて、全国の皆さまに夢と幸運をお届けします。

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



田首　化那（たくび　かな）・22歳

在住地 京都府

趣味・スポーツ 写真・オペラを歌うこと・ピアノ・バレーボール・水泳

抱負

人生を夢のあるものに！

宝くじを通して夢をつかむ懸け橋となれるよう、笑顔と出会いを大切に、全国の皆さ

まへたくさんの“きっかけ”をお届したいと思います。

田中　沙百合（たなか　さゆり）・25歳

在住地 長崎県

趣味・スポーツ スポーツ観戦・魚釣り・読書・剣道・ドッジボール

抱負

人との出会いを大切に！

そしていつも笑顔で元気に明るく！

真心を込めて、幸運をお届けできるよう一生懸命頑張ります。

全国の皆さまにお会いできることを楽しみにしています。
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ツイート 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H25年4月号（第790号） 「グリーンジャンボ宝くじ」抽せん会を開催

「グリーンジャンボ宝くじ」抽せん会を開催

1等・前後賞合わせて「5.5億円」という豪華賞金で人気を呼んだ「グリーンジャンボ宝くじ」（第636回全国自

治宝くじ）の抽せん会が3月15日に神奈川県相模原市のグリーンホール相模大野で開催されました。

当日は早朝から会場前に宝くじファンで列ができ、午前11時15分の開場とともに場内は観客で埋まり、華

やかな雰囲気に包まれました。11時45分に幕が上がり、まずは開会のあいさつです。つぎに立会人の紹

介があり、いよいよ抽せん会の開始です。7等の300円に始まり、6等、5等、4等、3等と抽せんが進み、そし

て、2等の当せん番号が4本、決まったところで、第1部の終了。

12時33分から第2部が開始。残すは1等3億5,000万円の抽せんのみです。舞台上には7台のジャンボ宝く

じ専用の抽せん機が並んでいます。ここからはNHKのBSプレミアムの中継放送も始まります。抽せんを前

に二人の特別ゲストが舞台に登場しました。この日の抽せん後、講演とアトラクションに出演する独立行政

法人宇宙航空研究開発機構　シニアフェロー　宇宙科学研究所　宇宙飛翔工学研究系　川口淳一郎教授

と、歌手のクミコさんの二人です。二人は抽せんのお手伝いをしてくれることになり、クミコさんは万・十万

位、川口教授は千位の抽せん機の発射ボタンを押すことになりました。

準備の整ったところで、日本中のファンが注目する1等3億5,000万円の抽せんです。軽快な音楽をバックに

7台の抽せん機の風車盤がしだいにスピードを上げて回転します。そして、フル・スピードに達した次の瞬

間、矢が発射されて、運命の番号が決まりました。1等の当せん番号は「03組124332番」。これにより1等

の前後賞・各1億円の当せん番号も決定しました。場内に興奮とざわめきが続く中、抽せん会は終了しまし

た。

このあと第3部として、川口教授の講演があり、その後に会場の皆さんはアトラクションとして、クミコさんが

出演する「クミコ　あなたとツナガル　コンサート」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。
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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
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5月の東西「宝くじドリーム館」イベントのご案内（入場無料）

東京・宝くじドリーム館

月日 時間 テーマ 出演者等

5月17日

（金）

12:00

～12:50
スペシャル・コンサート

樫原 秀彦

(フラメンコ・ギター)他

5月20日

（月）

12:00

～13:00
ラジオ日本公開番組(歌謡ショー)

冠 二郎

北野 まち子

ハン・ジナ

川上 大輔

中西 りえ

5月22日

（水）

12:00

～13:00

ランチタイム・コンサート

英国の薫り

～ヘンデルからビートルズ、

ナイマンまで～

今野 尚美(ピアノ)

5月24日

（金）

～6月7日

（金）

特別パネル展

美瑛の春
写真家　中西 敏貴

大阪・宝くじドリーム館

月日 時間 テーマ 出演者等

5月23日

（木）

12:00

～13:00

ランチタイム・コンサート

当たりくじ!!  音楽付美術館へようこそ
田村 緑(ピアノ)

5月24日

（金）

12:00

～13:00
ラジオ関西公開番組(歌謡ショー)

内田 あかり

走 祐介　他2名

5月25日

（土）

12:15

～13:00

ドリーム・コンサート

アカペラ 声の織りなすタペストリー
BE IN VOICES

5月13日

（月）

～5月22日

（水）

特別パネル展

美瑛の春
写真家　中西 敏貴
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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
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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
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5月のテレビ抽せん会のご案内

テレビ抽せん会

月日 種別 放送局 会場 開場時間 放送時間 出演者

5月23日

（木）

関中東

第2277回

TSB

テレビ

信州

松代文化ホール

（長野市）
12:00 15:55～16:49

マギー審司・

菊池まどか
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