
ツイート 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H25年5月号（第791号）

バックナンバーはこちら 過去の記事はこちら

「2つのドリーム」が登場！

～「ドリームジャンボ」と「ドリーム10（TEN）」、

17日（金）から全国で同時発売～

期間限定で「LOTO7 Café」が東京・福岡・大阪の3都市でオープン！

～東京では、発売初日イベントも実施～

第1回「ロト7」の抽せん会

～東京・宝くじドリーム館で開催～

今月発売される3つの「手塚キャラクタースクラッチ」

～アトムに加え、写楽保介、ピノコ＆メルモ、お茶の水・天馬博士が続々と登場～

新・宝くじ「幸運の女神」が活動を開始！

平成24年度「第4回宝くじモニターアンケート」結果

「ドリームエッグ」（移動式“ミニ”宝くじドリーム館）開催のお知らせ

～中国・四国エリアの8ヶ所で開催～

昨年の「ドリームジャンボ宝くじ」（第620回全国自治宝くじ）の未払い高額当せん金

6月の東西「宝くじドリーム館」イベントのご案内（入場無料）

6月のアトラクション付き抽せん会

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



支払期限間近の当せん番号（250万円以上)

6月は該当はありません（第620回全国自治宝くじ「ドリームジャンボ宝くじ」を除く）。

大阪・宝くじドリーム館で「数字選択式宝くじ」の抽せん会開催

6月の発売予定

6月号のご案内

～6月5日（水）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5月号（第791号） 「2つのドリーム」が登場！

発売期間：

抽せん日：

抽せん会場：

発売価格：

支払開始日：

「2つのドリーム」が登場！

今年度最初のジャンボ宝くじ「ドリームジャンボ宝くじ」（第641回全国自治宝くじ）が、いよいよ17日（金）か

ら全国で一斉に発売が開始されます。例年と異なり発売開始日が金曜日で、発売期間は6月7日（金）まで

です。

期待の1等賞金額は「1億円」で、なんと161本（発売総額690億円・23ユニットの場合）も当たります。「今度

こそ、当たりそう」と、億万長者になれそうな予感がしてきませんか。

賞金条件は次のとおりです。

「ドリームジャンボ宝くじ」（第641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 100,000,000円 161本

1等の前後賞 5,000,000円 322本

1等の組違い賞 100,000円 15,939本

2等 1,000,000円 2,300本

3等 50,000円 23,000本

4等 2,000円 2,300,000本

5等 300円 23,000,000本

発売総額690億円（23ユニット）の場合

平成25年5月17日（金）～平成25年6月7日（金）

平成25年6月20日（木）

東京宝塚劇場

1枚300円

平成25年6月25日（火）

この「ドリームジャンボ宝くじ」の抽せん日は6月20日（木）で、抽せん会はおなじみの東京・有楽町の東京

宝塚劇場で行われます。当日の模様はNHKの総合テレビで中継放送される予定です。

昨年、初登場して、皆さまから大好評をいただきました「ドリーム10（TEN）」ですが、今年も「ドリームジャン

ボ宝くじ」と時期を同じくして、全国で一斉に発売されます（第642回全国自治宝くじ）。発売期間は17日

（金）から6月7日（金）までです。

なお、昨年は売り切れ次第終了となる枚数限定発売でしたが、今回は発売状況により発売額が増加される

こともあります。

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



発売期間：

抽せん日：

抽せん会場：

発売価格：

支払開始日：

この「ドリーム10（TEN）」の最大の魅力は、その名のとおり「1等10万円が4万本も当たる」という当たりや

すさで、当せん本数の多さを重視する「本数派」のファンの皆さまにも満足いただける宝くじといえるでしょ

う。

賞金条件は次のとおりです。

「ドリーム10（TEN）」(第642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 100,000円 40,000本

2等 5,000円 160,000本

3等 300円 4,000,000本

発売総額120億円（4ユニット）の場合

平成25年5月17日（金）～平成25年6月7日（金）

平成25年6月20日（木）

東京宝塚劇場

1枚300円

平成25年6月25日（火）

「ドリーム10（TEN）」の抽せん日は「ドリームジャンボ宝くじ」と同じ6月20日（木）で、抽せん会も「ドリーム

ジャンボ宝くじ」と同じ会場で行われます。

「2つのドリーム」をお求めいただき、「ドリームジャンボ宝くじ」で豪華な億万長者の夢を、もう1つの「ドリー

ム10（TEN）」では「当たった！ラッキー！」という当せんの実感を、是非お楽しみください。

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

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5月号（第791号） 期間限定で「LOTO7 Café」が東京・福岡・大阪の3都市でオープン！

期間限定で「LOTO7 Café」が東京・福岡・大阪の3都市でオ
ープン！

新しい数字選択式宝くじ「ロト7」の発売初日となる4月1日に、発売を記念した期間限定カフェ「LOTO7

Café」が、まず最初に、東京の原宿にオープン。

それに続いて、福岡・大阪でも順次、オープンしましたので、その様子をご紹介します。

～「7つの選択」及び「抽せん体験タイム」～

3ヶ所とも、お店の各テーブルには37通りの「好きなデートプラン」や「好きなヘアスタイル」などのイラストが

貼られています。これをヒントにして、来店されたお客さまに「ロト7」の申込カードに7つの数字を記入して

いただくと、スピードくじを1回引くことができます。

これに加え、1日に2回程度、タブレット端末を使用して模擬抽せん会を行い、一致した数に応じて更にスピ

ードくじを引くことができるというイベントを行いました。

また、お店ではオリジナルメニューとして、可愛いクーちゃんの姿がカップの中に浮かぶ‘クーちゃんカプチ

ーノ’などが用意されました。

～最初にワクワクを届けたのは、東京・原宿！～

春休みで賑わう、明治通り。

その通り沿いに建つYM Square HARAJUKU 1Fの“café STUDIO”が突然バラ色に装飾され、お店の前

を歩く人々の目を引いていました。

ショッピングやデートの途中に訪れた方々が味わっていたのは、見た目も味わいも華やかな‘人生バラ色

パフェ’。「ランダムで金貨型のチョコが入ってるんだって！」「えっ、うそ。入ってる！ラッキー！」と喜ぶ女

性客の姿も。また、なんと開催5日間のうち4日間連続で、スピードくじの1等7,000円（カフェ割引券）の当せ

ん者が！

訪れた方々の笑顔が印象的なイベントとなりました。

（開催期間：4月1日～5日）

～福岡・今泉でゆったりと数字選びを楽しむ午後のひととき～

次に「LOTO7 Café」がワクワクを届けにやってきたのは、テラス席を通り抜ける風が心地良

い、“MOCHAJAVA CAFE PARKSIDE（モカジャバ　カフェ パークサイド）”。

暖色系の照明に彩られた店内には、数字選びを楽しくする「7つの選択」のテーブルマット装飾がされ、まさ

に「ロト7」一色。

ランチ時に訪れたビジネスマンが注文していたのは、オリジナルメニューの‘春の7色フィッシュバーガ

ー’と‘ラッキーパンケーキ’。おいしさとともにステキな予感を味わっていました。

午後は家族連れや、女性グループでにぎわい、‘クーちゃんカプチーノ’を片手におしゃべりを楽しみなが

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



ら、申込カードの数字を選んでいました。

（開催期間：4月5日～11日）

～広い店内でひときわ盛り上がる模擬抽せん会！大阪・心斎橋～

最後にイベントを行ったのは、開放的な雰囲気でファンも多いという“W Café”。

そんなカフェの常連はもちろん、はじめて来店した方も思わず笑顔にしてしまう楽しいネーミングのオリジナ

ルメニュー‘人生カツカレー’＆‘幸せイッパインラッシー’。

ネーミングの面白さもあってか、これらの期間限定メニューは、店内のいたるところで注文されていました。

また、模擬抽せん会に参加したグループの多くは、タブレット端末に映し出された「夢ロトくん」（※）を見て

大いに盛り上がっていました。惜しくもハズレた様子の方々も、参加賞の｢申込カードファイル｣をプレゼント

されると、手にとって珍しそうに眺めたあと、大切そうにバッグに入れていました。

（※）ロト7、ロト6及びミニロト専用抽せん機である「電動撹拌式遠心力型抽せん機」の愛称です。

（開催期間：4月12日～18日）

～「パンサー」が「ロト7」の新発売を応援！～

「ロト7」の発売を記念した発売初日イベントに、人気お笑い芸人「パンサー」の3人（菅良太郎さん、向井慧

さん、尾形貴弘さん）が応援に駆けつけてくれました。この日は東京の「LOTO7 Café」でイベントが行わ

れ、3人ともこのカフェのオリジナル・エプロンを身につけて登場。司会者から「LOTO7 Café」の雰囲気に

ついて聞かれると「夢があふれるカフェですね！」と期待に心を躍らせていました。

また、キャリーオーバー発生時の最高額である1等8億円が当たった時の使い道について尋ねられると、

「自分たちの番組を作りたいですね！」と興奮気味に語る向井さん。尾形さんは「後輩におごったり、服とか

靴とか買いますね」と細かい夢を語り、笑いを誘っていました。菅さんも「僕の趣味はボランティアなので、

学校のない国に学校を建てて、校長になりたい」と普段のキャラクターではない発言に、「素敵すぎるだ

ろ！絶対に実現しろよ！」と向井さんと尾形さんにツッコまれていました。

この後、「LOTO7 Café」（東京）オリジナルメニューの‘LOTO7ケーキ’を試食するシーンでは、「『ロト7』の

ロゴになってるんですね。おしゃれだなー！」と3人の熱気も最高潮に。早速試食した向井さんは、「おいし

い。フルーティーな味わいですね」とコメント。あまりのおいしさに、1つのケーキを3人で試食するはずが、1

人で全部食べてしまう場面も。司会者から「みなさんの分もご用意してますから、後でゆっくり食べて下さ

い」とフォローすると、「サンキュー！！」と尾形さんから、おなじみのネタが飛びだし、喜びを表現していま

した。

最後に宝くじファンの皆さまへのコメントを求められると、「シンプルなルールで夢を追うことができるし、ド

キドキもすごいのでぜひ宜しくお願いします」（菅さん）、「買わないとチャンスがつかめないので、迷ってる

方がいれば、『ロト7』をきっかけに売り場に足を運んでほしいと思います。」（向井さん）、「人間は夢がない

と生きていけないので、ぜひチャレンジしてほしい。こんなチャンスを与えてくれる『ロト7』にサンキュー！」

（尾形さん）と、エールを送っていました。

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

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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HOME 宝ニュース H25年5月号（第791号） 第1回「ロト7」の抽せん会

第1回「ロト7」の抽せん会

4月1日から全国で発売開始された数字選択式宝くじの新商品「ロト7」ですが、その第1回の抽せん会が、4

月5日に東京・宝くじドリーム館で行われました。当日は「ロト7」の初めての抽せんを見ようと多くの宝くじフ

ァンが会場に集まりました。そして、2名の宝くじ「幸運の女神」がステージ中央で元気よく抽せん会の開始

を告げ、定刻の午後6時45分に記念すべき第1回の抽せん会が始まりました。

ロト7、ロト6及びミニロト専用抽せん機の「電動撹拌式遠心力型抽せん機（愛称：夢ロトくん）」に「01から

37」までの37個のボールが入れられ、撹拌・回転後に1個目のボールが摘出されました。これを繰り返し

て、決定した抽せん数字は、「本数字」が「07・10・12・17・23・28・34」、「ボーナス数字」は、「03・15」でし

た。

第1回「ロト7」の販売実績額は21億9,444万9,900円で、抽せん終了後に集計が行われ、各等級の当せん

金額が決定しました。

第1回「ロト7」の1等の抽せん数字への申込口数は1口で、当せん金額は3億171万6,500円でした。

今回は、「キャリーオーバー」が発生しませんでしたので、注目の「8億円」の夢は次回以降のお楽しみとな

りました。

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

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



こののち、抽せん会場では、「ナンバーズ3」と「ナンバーズ4」の抽せんが行われました。

なお、「ロト7」を含む「数字選択式宝くじ」の抽せん風景の動画は、【宝くじ公式サイト】

（http ://www.takarakuj i-off ic ia l . jp/）内の「宝くじドリームステーション」にてご紹介しておりますので、是

非一度、こちらの方にもアクセスしてみて下さい。

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

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5月号（第791号） 今月発売される3つの「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：

今月発売される3つの「手塚キャラクタースクラッチ」

全国のスクラッチ・ファンの皆さまに今月は3つの「手塚キャラクタースクラッチ」をお届けします。

★「手塚キャラクタースクラッチ　アトム＆写楽保介　ドキドキチャンス」（全国）

最初にお届けするのは現在、全国で発売中の「手塚キャラクタースクラッチ　アトム＆写楽保介　ドキドキチ

ャンス」（第640回全国自治宝くじ）で、発売は14日（火）までとなっています。新年度になって最初に登場す

る「100円スクラッチ」です。運だめし気分でどうぞお気軽にお楽しみください。

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＆写楽保介（ドキドキチャンス）」（第640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 1,000,000円 48本

2等 5,000円 46,080本

3等 1,000円 480,480本

4等 100円 2,400,000本

平成25年5月1日（水）～平成25年5月14日（火）

-

-

1枚100円

平成25年5月1日（水）

遊び方は次のようになっています。

券面左側に3つある赤いワクの中をすべて削ってください。そこから金額が出れば「当たり」で、その金額が

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



当せん金として受け取れます。

★「手塚キャラクタースクラッチ　アトム＆ピノコ＆メルモ　タテ・ヨコ・ナナメ」（4ブロック）

次にお届けするのは、各ブロック宝くじから発売される「手塚キャラクタースクラッチ　アトム＆ピノコ＆メル

モ　タテ・ヨコ・ナナメ」で、発売期間は4ブロックとも5月15日（水）から28日（火）までとなっています。価格

は各1枚200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

遊び方は次のようになっています。

券面左側の赤ワクの中をすべて削ります。タテ・ヨコ・ナナメのどれでも一列に同じ等級が3個並べば「当た

り」で、そろった等級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「ピノコ」のイラストが1個

出れば特別賞（※）（3,000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。

（※）各ブロックにより、名称が異なります。

「手塚キャラクタースクラッチ アトム＆ピノコ＆メルモ（タテ・ヨコ・ナナメ）」（第2217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 3,000,000円 12本

2等 100,000円 51本

3等 30,000円 255本

4等 10,000円 1,182本

5等 200円 150,000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：

手塚キャラクター賞 3,000円 15,000本

平成25年5月15日（水）～平成25年5月28日（火）

-

-

1枚200円

平成25年5月15日（水）

「手塚キャラクタースクラッチ アトム＆ピノコ＆メルモ（タテ・ヨコ・ナナメ）」（第2278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 3,000,000円 56本

2等 100,000円 238本

3等 30,000円 1,190本

4等 10,000円 5,516本

5等 200円 700,000本

ピノコ賞 3,000円 70,000本

平成25年5月15日（水）～平成25年5月28日（火）

-

-

1枚200円

平成25年5月15日（水）

「手塚キャラクタースクラッチ アトム＆ピノコ＆メルモ（タテ・ヨコ・ナナメ）」（第2396回 近畿宝くじ）の当

せん金・本数

等級等 当せん金 本数

1等 3,000,000円 12本

2等 100,000円 51本

3等 30,000円 255本

4等 10,000円 1,182本

5等 200円 150,000本

手塚キャラクター賞 3,000円 15,000本

平成25年5月15日（水）～平成25年5月28日（火）

-

-

1枚200円

平成25年5月15日（水）

「手塚キャラクタースクラッチ アトム＆ピノコ＆メルモ（タテ・ヨコ・ナナメ）」（第2086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 3,000,000円 20本

2等 100,000円 85本

3等 30,000円 425本

4等 10,000円 1,970本

5等 200円 250,000本

ピノコ賞 3,000円 25,000本

平成25年5月15日（水）～平成25年5月28日（火）

-

-



発売価格：

支払開始日：

1枚200円

平成25年5月15日（水）

★「手塚キャラクタースクラッチ　アトム＆お茶の水・天馬博士　ペアマッチ」

今月最後にお届けするのは、各ブロック宝くじから発売される「手塚キャラクタースクラッチ　アトム＆お茶

の水・天馬博士　ペアマッチ」です。発売期間は4ブロックとも29日（水）から6月11日（火）までとなっていま

す。価格は各1枚200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

遊び方は次のようになっています。

券面左側にあるAからCまでの赤ワクの中をすべて削ります。それぞれの赤ワクの中で同じ絵柄が2個並べ

ば「当たり」で、その絵柄に応じて、当せん金が受け取れます。また、いずれかの赤ワクの中に「アトム」の

イラストが1個出れば「鉄腕アトム賞」（1,000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＆お茶の水・天馬博士（ペアマッチ）」（第2218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 1,000,000円 15本

2等 100,000円 60本

3等 10,000円 930本

4等 200円 150,000本



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：

鉄腕アトム賞 1,000円 75,000本

平成25年5月29日（水）～平成25年6月11日（火）

-

-

1枚200円

平成25年5月29日（水）

「手塚キャラクタースクラッチ アトム＆お茶の水・天馬博士（ペアマッチ）」（第2279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 1,000,000円 75本

2等 100,000円 300本

3等 10,000円 4,650本

4等 200円 750,000本

鉄腕アトム賞 1,000円 375,000本

平成25年5月29日（水）～平成25年6月11日（火）

-

-

1枚200円

平成25年5月29日（水）

「手塚キャラクタースクラッチ アトム＆お茶の水・天馬博士（ペアマッチ）」（第2397回 近畿宝くじ）の当

せん金・本数

等級等 当せん金 本数

1等 1,000,000円 15本

2等 100,000円 60本

3等 10,000円 930本

4等 200円 150,000本

鉄腕アトム賞 1,000円 75,000本

平成25年5月29日（水）～平成25年6月11日（火）

-

-

1枚200円

平成25年5月29日（水）

「手塚キャラクタースクラッチ アトム＆お茶の水・天馬博士（ペアマッチ）」（第2087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 1,000,000円 25本

2等 100,000円 100本

3等 10,000円 1,550本

4等 200円 250,000本

鉄腕アトム賞 1,000円 125,000本

平成25年5月29日（水）～平成25年6月11日（火）

-

-

1枚200円

平成25年5月29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5月号（第791号） 新・宝くじ「幸運の女神」が活動を開始！

新・宝くじ「幸運の女神」が活動を開始！

平成25年度の宝くじ「幸運の女神」が、新年度のスタートとともに活動を開始しました。

今年度、新しく宝くじ「幸運の女神」となったのは、次の6名です。

石川　佑美（いしかわ　ゆみ）

石谷　未来（いしたに　みく）

宇野　名都美（うの　なつみ）

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



河相　裕美（かわい　ひろみ）

田首　化那（たくび　かな）

田中　沙百合（たなか　さゆり）

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



宝くじ「幸運の女神」となってからの最初の活動は、関係先への挨拶回りです。

各地の宝くじ発売関係先やマスコミ各社などを回って、笑顔でご挨拶。

全国の宝くじファンの皆さまには、これからの1年間、この新しい宝くじ「幸運の女神」たちへのあたたかい

ご声援をよろしくお願い申しあげます。

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



ツイート 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H25年5月号（第791号） 平成24年度「第4回宝くじモニターアンケート」結果

平成24年度「第4回宝くじ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24年度第4回の結果がまとまりまし

た。調査のテーマは「グリーンジャンボ宝くじ」「宝くじ売り場」「宝くじの広告・宣伝」「インターネット利用状

況」などでした。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 51％

② 買わなかった 49％

Ｑ グリーンジャンボ宝くじを何枚買いましたか

  ① 10 枚   42％

  ② 11 ～ 20枚 23％

  ③ 21 ～ 30枚 15％

  ④ 1 ～ 9枚 10％

  ⑤ 41 ～ 50枚 3％

  ⑥ 31 ～ 40枚 3％

  ⑦ 100 ～ 149枚 2％

  （以下省略）

Ｑ グリーンジャンボ宝くじをどんな売り場で買いましたか（複数回答）

① 買物先近くの売り場 50％

② 自宅近くの売り場 35％

③ 大口の当たりがよく出ている売り場 20％

④ サービスと感じの良い売り場 9％

⑤ 通勤途中の売り場 9％

（以下省略）

Ｑ 宝くじ売り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 75％

② 不便を感じている 25％

Ｑ 宝くじ売り場のサービスに満足していますか

① 満足している 73％

② 不満がある 27％

Ｑ 一番よく利用している売り場のタイプはどれですか

① スーパーマーケットの駐車場等にあるボックス型売り場 63％

② 建物やビルの外壁に組み込まれた売り場 16％

③ 建物やビルの中、地下商店街や駅構内の売り場 15％

④ 路上等のスタンド型売り場 3％

⑤ たばこ店や写真店等の兼業売り場 2％

（以下省略）

Ｑ 今後どんな売り場が増えたらよいと思いますか（複数回答）

① コンビニ内の売り場 49％

② スーパーマーケットの駐車場等にある売り場 34％

③ スーパーマーケット、デパート等の店内にある売り場 29％

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



④ 郵便局の売り場 22％

⑤ 通信販売やインターネット上の売り場 16％

⑥ 金融機関内のATM 14％

（以下省略）

Ｑ 宝くじのテレビコマーシャルを見た方、どんな感想をお持ちですか（複数回答）

① 印象に残る 83％

② 買う気になる 42％

③ 好感が持てる 40％

④ 夢のある宝くじにふさわしい 26％

（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良いと思うものはどれですか（複数回答）

① テレビ 55％

② 新聞 41％

③ インターネット 30％

④ 交通機関等のポスター 17％

⑤ 売り場の音声案内やのぼり、ポスター、チラシ等 16％

（以下省略）

Ｑ 宝くじについて知らせて欲しいこと（複数回答）

① 収益金の使い道 39％

② 発売される宝くじの種類、賞金額、当せん本数 37％

③ 時効当せん金の行方 34％

④ 高額当せん者のエピソード等 27％

（以下省略）

Ｑ 宝くじ抽せん会の視聴状況（複数回答）

① テレビで見たり聞いたりしたことがある 73％

② インターネットで閲覧したことがある 5％

③ ラジオで聞いたことがある 3％

④ 会場で見たり聞いたりしたことがある 2％

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 66％

② 見たことがない 34％

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 81％

② 宝くじの発売日を調べる 33％

③ ジャンボ宝くじやスクラッチの商品内容を調べる 14％

④ ナンバーズやロトの抽せん番号を予想する 10％

（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 44％

② 携帯電話のサービス 18％

③ テレフォンサービス 6％

（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！

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5月号（第791号） 「ドリームエッグ」（移動式“ミニ”宝くじドリーム館）開催のお知らせ

「ドリームエッグ」（移動式“ミニ”宝くじドリーム館）開催のお知
らせ

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、全国自治宝くじ事務協議会では、特別企画展「ド

リームエッグ」を開催しています。これは、「移動式“ミニ”宝くじドリーム館」とも言える宝くじのPR展で、平

成22年度に「近畿エリア」で初めて開催、翌23年度に「九州エリア」、24年度には「北海道・東北・上信越エ

リア」で開催しました。4回目となる今年度は、「中国・四国エリア」の発売元のうち8つの地方自治体の庁舎

内ロビーなどを順次回っての開催となります。

「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。

各コーナーには虹色に輝く卵型の円柱が立っており、まさに夢の「エッグ」です。そして、その周囲に各種の

展示が行われています。このほかに「1億円の重量体験コーナー」や「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（移動式“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。

開催時間は、すべての会場で午前9時から午後5時までです。（但し、開催初日のみ午後から開催。土曜

日・日曜日・祝日は休館。）

開催地 開催場所 開催期間

山口県
山口県庁

「本館棟1階パネル展示コーナー」
5月17日(金)～5月23日(木)

広島県
広島県庁

「本館2階渡り廊下ギャラリーコーナー」
7月17日(水)～7月23日(火)

広島市
広島市役所

「本庁舎１階東玄関」
7月24日(水)～7月30日(火)

岡山県
岡山県庁

「1階県民室」
9月25日(水)～10月1日(火)

岡山市
岡山市役所

「1階多目的ルーム」
10月2日(水)～10月8日(火)

香川県
香川県庁

「本館1階県庁ロビー」
11月22日(金)～11月28日(木)

徳島県
徳島県庁

「1階県民ホール」
2月14日(金)～2月20日(木)

高知県
高知県庁

「本庁舎1階玄関ホール」
2月21日(金)～2月27日(木)

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



平成25年2月に秋田県本庁舎1階中央ホールで開催された「ドリームエッグ」

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5月号（第791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」（第620回全国自治宝くじ）の
未払い高額当せん金

（平成25年4月3日現在）

1等　1億円（10本）

組 番号 発売地 本数

10 142214 福島県 1

21 130476

東京都 2

鹿児島県 1

埼玉県 1

34 186457

神奈川県 2

大阪府 1

49 161297 東京都 1

81 191472 愛知県 1

1等の前後賞　500万円（28本）

組 番号 発売地 本数

10 142215

神奈川県 1

北海道 1

東京都 1

福岡県 1

13

154783

愛知県 1

東京都 1

154785 神奈川県 1

21

130475

東京都 1

鹿児島県 1

大阪府 1

埼玉県 1

130477

東京都 2

鹿児島県 1

埼玉県 1

34

186456

神奈川県 1

大阪府 1

186458

神奈川県 1

大分県 1

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



49

161296 青森県 1

161298

大阪府 1

愛知県 1

81

191471 大阪府 1

191473

島根県 1

静岡県 1

85

121423 東京都 2

121425 京都府 1

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5月号（第791号） 6月の東西「宝くじドリーム館」イベントのご案内（入場無料）

6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

6月26日

（水）

12:00

～13:00

ランチタイム・コンサート

悪女？だけじゃない！

～メゾソプラノの魅力～

河野 めぐみ(メゾソプラノ)

関根 操子(ピアノ)

大阪・宝くじドリーム館

月日 時間 テーマ 出演者等

6月8日

（土）

12:15

～13:00

ドリーム・コンサート

UKULELE DE JAZZ

～とっても楽しいウクレレジャズ～

中村 たかし

かねだ たつこ

村松 泰治

6月27日

（木）

16:00

～17:00

トワイライト・コンサート

雨音はヴァイオリンの調べ

礒 絵里子(ヴァイオリン)

石原 朋子(ピアノ)

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
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ツイート 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H25年5月号（第791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

会館抽せん会

月日 種別 会場 開場時間 放送時間 出演者

6月20日

（木）

全国

第641回

東京宝塚劇場 10:30 12:38～12:45
宝塚歌劇団

雪組
全国

第642回

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

6月25日

（火）

西日本

第2088回

TOS

テレビ大分

テレビ大分

本社スタジオ
12:00 16:52～17:47 ホリ
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ツイート 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H25年5月号（第791号） 大阪・宝くじドリーム館で「数字選択式宝くじ」の抽せん会開催

★ナンバーズ3とナンバーズ4

★ミニロト

★ロト6

★ロト7

大阪・宝くじドリーム館で「数字選択式宝くじ」の抽せん会開催

5月27日(月)から5月31日(金)までの間、「数字選択式宝くじ」 の抽せんは、大阪・宝くじドリーム館で行わ

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。

＝第3638回～第3642回

＝第718回

＝第764回、第765回

＝第9回
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