
ツイート 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H25年6月号（第792号）

バックナンバーはこちら 過去の記事はこちら

2つのサマーでステキな予感！

～「サマージャンボ宝くじ」と「2000万サマー」、

7月10日から8月2日まで、全国で同時発売！～

宝くじ史上最高賞金額、1等8億円が3口発生！！

～第7回「ロト7」抽せん会で～

今月発売される2つの「手塚キャラクタースクラッチ」

～アトムに加え、ブラック・ジャック、レオ、ウランが続々と登場～

1等賞金1億円の「幸運の女神くじ」が華やかに登場

～浴衣姿に笑顔を添えて、各ブロックより19日（水）から発売～

「平成24年度宝くじ長者白書」（前編）

東西「宝くじドリーム館」で「コンサート」や「パネル展」開催

～「ドリームジャンボ宝くじ」と「ドリーム10（TEN）」の発売記念として～

7月の東西「宝くじドリーム館」イベントのご案内（入場無料）

7月のアトラクション付き抽せん会

支払期限間近の当せん番号（250万円以上）

7月の発売予定

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



7月号のご案内

～7月5日（金）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6月号（第792号） 2つのサマーでステキな予感！

発売期間：

抽せん日：

抽せん会場：

発売価格：

支払開始日：

2つのサマーでステキな予感！

夏のビッグな夢、「サマージャンボ宝くじ」（市町村振興・第645回全国自治宝くじ）が、1等・前後賞合わせて

「5億円」という超豪華な賞金条件で、7月10日（水）から全国で発売されます。発売期間は8月2日（金）まで

です。

また、特別賞として「サマーバケーション賞」（10万円）が2万6,000本もあります。

賞金条件は次のとおりです。

「サマージャンボ宝くじ」（市町村振興・第645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 300,000,000円 26本

1等の前後賞 100,000,000円 52本

1等の組違い賞 100,000円 2,574本

2等 5,000,000円 52本

3等 1,000,000円 2,600本

4等 10,000円 260,000本

5等 3,000円 2,600,000本

6等 300円 26,000,000本

サマーバケーション賞 100,000円 26,000本

発売総額780億円（26ユニット）の場合

平成25年7月10日（水）～平成25年8月2日（金）

平成25年8月13日（火）

NHK大阪ホール

1枚300円

平成25年8月19日（月）

この「サマージャンボ宝くじ」の抽せん日は8月13日（火）で、抽せん会はNHK大阪ホールで行われます。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。

平成23年に初登場して以来、皆さまから好評をいただいている「2000万サマー」ですが、今年も「サマージ

ャンボ宝くじ」と同時に、7月10日（水）から全国で発売されます（市町村振興・第646回全国自治宝くじ）。発

売期間も同じで、8月2日（金）までです。

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：

1等の賞金額は2,000万円で、450本もあります。

賞金条件は次のとおりです。

「2000万サマー」（市町村振興・第646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 20,000,000円 450本

1等の前後賞 100,000円 900本

2等 5,000円 270,000本

3等 300円 9,000,000本

発売総額270億円（9ユニット）の場合

平成25年7月10日（水）～平成25年8月2日（金）

平成25年8月13日（火）

NHK大阪ホール

1枚300円

平成25年8月19日（月）

なお、「2000万サマー」の抽せん日も「サマージャンボ宝くじ」と同じ8月13日(火)で、抽せん会も同じ会場で

行われます。

2つのサマーでステキな予感！

億万長者を夢見る“賞金派”の方も、身近な夢を実感したいと願う“本数派”の方も、是非、2種類あわせて

お買い求めいただき、“2つのサマー”をお楽しみ下さい。

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6月号（第792号） 宝くじ史上最高賞金額、1等8億円が3口発生！！

宝くじ史上最高賞金額、1等8億円が3口発生！！

4月1日から新発売となった数字選択式宝くじの「ロト7」。

その超大型賞金が話題となっていますが、4月5日の第1回抽せん会にて、1等が1口（賞金金額：3億171万

6,500円）発生して以来、第2回から第6回の抽せん会まで5回号連続で1等（申込数字が本数字7個にすべ

て一致）に当せん者がいませんでした。

その結果、キャリーオーバー総額が、なんと19億7,525万6,125円にまで積み上がることになりました（第6

回抽せん会終了時点）。

そんな中、宝くじファン注目の第7回抽せん会が5月17日に東京・宝くじドリーム館で行われ、宝くじ史上

初、そして最高金額となる1等8億円が、同時に3口も発生しました。

次の8億円は、いつ、誰の手に?!

これからも、この期待の超大型宝くじ「ロト7」から、目が離せませんね。

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6月号（第792号） 今月発売される2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2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お届けする「手塚キャラクタースクラッチ」は次の2つです。

さっそく、ご紹介しましょう。

★「手塚キャラクタースクラッチ　アトム＆ブラック・ジャック＆レオ　トライアングルチャンス」（全国）

最初にお届けするのは「手塚キャラクタースクラッチ　アトム＆ブラック・ジャック＆レオ　トライアングルチャ

ンス」（第643回全国自治宝くじ）です。発売期間は6月12日(水)から25日（火）までで、全国で発売されま

す。

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＆ブラック・ジャック＆レオ（トライアングルチャンス）」（第643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 500,000円 96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6月12日（水）～平成25年6月25日（火）

-

-

1枚100円

平成25年6月12日（水）

遊び方は次のようになっています。

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：

券面左側にある赤ワクの中をすべて削ってください。「左列」「右列」「下列」のどれか一列に同じ等級が3個

並べば「当たり」で、その等級に応じて当せん金が受け取れます。

★「手塚キャラクタースクラッチ　アトム兄妹　ストリームマッチ」（4ブロック）

東京都宝くじ

関中東宝くじ

近畿宝くじ

西日本宝くじ

続いてお届けするのは、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　アトム兄妹　ストリ

ームマッチ」で、発売期間は6月26日（水）から7月9日(火)までです。

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 アトム兄妹（ストリームマッチ）」（第2221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 30本

2等 100,000円 51本

3等 30,000円 255本

4等 10,000円 1,773本

5等 200円 150,000本

アトム兄妹賞 3,000円 15,000本

平成25年6月26日（水）～平成25年7月9日（火）

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



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：

-

-

1枚200円

平成25年6月26日（水）

「手塚キャラクタースクラッチ アトム兄妹（ストリームマッチ）」（第2282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 140本

2等 100,000円 238本

3等 30,000円 1,190本

4等 10,000円 8,274本

5等 200円 700,000本

アトム兄妹賞 3,000円 70,000本

平成25年6月26日（水）～平成25年7月9日（火）

-

-

1枚200円

平成25年6月26日（水）

「手塚キャラクタースクラッチ アトム兄妹（ストリームマッチ）」（第2400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 40本

2等 100,000円 68本

3等 30,000円 340本

4等 10,000円 2,364本

5等 200円 200,000本

アトム兄妹賞 3,000円 20,000本

平成25年6月26日（水）～平成25年7月9日（火）

-

-

1枚200円

平成25年6月26日（水）

「手塚キャラクタースクラッチ アトム兄妹（ストリームマッチ）」（第2090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 50本

2等 100,000円 85本

3等 30,000円 425本

4等 10,000円 2,955本

5等 200円 250,000本

アトム兄妹賞 3,000円 25,000本

平成25年6月26日（水）～平成25年7月9日（火）

-

-

1枚200円

平成25年6月26日（水）



遊び方は次のようになっています。

まず券面にある「★マーク」と「A～D」までの赤ワクの中をすべて削ってください。「★マーク」に出た絵柄と

同じ絵柄が「A～D」のどれかに出れば「当たり」で、その絵柄の下に出た金額が当せん金となります。

また、「A～D」の赤ワクの中に、上下に「アトム兄妹」（アトムとウラン）のイラストが出れば、特別賞「アトム

兄妹賞」（3,000円）の「当たり」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



ツイート 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H25年6月号（第792号） 1等賞金1億円の「幸運の女神くじ」が華やかに登場

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：

1等賞金1億円の「幸運の女神くじ」が華やかに登場

全国の宝くじファンの皆さまに、初夏の訪れを知らせる「幸運の女神くじ」ですが、今年も6月19日（水）か

ら、各ブロック宝くじで発売されます。

各ブロックとも、1等賞金が1億円ととても豪華です。また、特別賞「女神の微笑み賞」（各1万円）もありま

す。

各ブロック宝くじの賞金条件は次のとおりです

「幸運の女神くじ」（第2220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 100,000,000円 1本

1等の前後賞 3,000,000円 2本

1等の組違い賞 50,000円 29本

2等 1,000,000円 2本

3等 100,000円 30本

4等 30,000円 300本

5等 1,000円 30,000本

6等 200円 300,000本

女神の微笑み賞 10,000円 6,000本

平成25年6月19日（水）～平成25年7月2日（火）

平成25年7月4日（木）

東京　宝くじドリーム館

1枚200円

平成25年7月9日（火）

「幸運の女神くじ」（第2281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 100,000,000円 2本

1等の前後賞 5,000,000円 4本

1等の組違い賞 100,000円 158本

2等 5,000,000円 2本

3等 1,000,000円 80本

4等 100,000円 800本

5等 1,000円 80,000本

6等 200円 800,000本

女神の微笑み賞 10,000円 8,000本

平成25年6月19日（水）～平成25年7月2日（火）

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



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7月4日（木）

石川県女性センター

1枚200円

平成25年7月9日（火）

「幸運の女神くじ」（第2399回 近畿宝くじ）の当せん金・本数

等級等 当せん金 本数

1等 100,000,000円 1本

1等の前後賞 3,000,000円 2本

1等の組違い賞 50,000円 29本

2等 1,000,000円 2本

3等 100,000円 30本

4等 30,000円 300本

5等 1,000円 30,000本

6等 200円 300,000本

女神の微笑み賞 10,000円 6,000本

平成25年6月19日（水）～平成25年7月2日（火）

平成25年7月4日（木）

みずほ銀行　大阪中央支店

1枚200円

平成25年7月9日（火）

「幸運の女神くじ」（第2089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 100,000,000円 1本

1等の前後賞 5,000,000円 2本

1等の組違い賞 50,000円 34本

2等 3,000,000円 3本

3等 100,000円 35本

4等 50,000円 350本

5等 1,000円 35,000本

6等 200円 350,000本

女神の微笑み賞 10,000円 7,000本

平成25年6月19日（水）～平成25年7月2日（火）

平成25年7月4日（木）

香川県教育会館　ミューズホール

1枚200円

平成25年7月9日（火）

宝くじの図柄には、今年4月に新しく選ばれた6人の宝くじ「幸運の女神」たちが浴衣姿で登場しており、こち

らも華やかです。

東京都宝くじ

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



関中東宝くじ

近畿宝くじ

西日本宝くじ

女神たちの笑顔が溢れる「幸運の女神くじ」です。

是非お買い求めいただき、女神たちのお届けする豪華賞金の夢を、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



ツイート 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H25年6月号（第792号） 「平成24年度宝くじ長者白書」（前編）

「平成24年度宝くじ長者白書」（前編）

みずほ銀行宝くじ部では、平成24年度の1年間に宝くじ（数字選択式宝くじは除く）で、1,000万円以上の当

せん金を受け取りに来られた高額当せん者を対象にアンケート調査を行い、回答をいただいた896人の結

果をまとめました。

これは、「平成24年度宝くじ長者白書」ということになります。

以下は、その概要ですが、前編と後編の2回にわけ、6月号と7月号でご紹介します。

性別

最初は高額当せん者の「性別」です。

男性は577人（64.4％）で、女性は319人（35.6％）です。

年代

次は「年代」です。全体の年代を多い順で紹介しましょう。

  ① 「60歳以上」 ・・・ 370人 ＝ 41.3％

  ② 「50～59歳」 ・・・ 193人 ＝ 21.5％

  ③ 「40～49歳」 ・・・ 166人 ＝ 18.5％

  ④ 「30～39歳」 ・・・ 116人 ＝ 12.9％

  ⑤ 「   ～29歳」 ・・・ 51人 ＝ 5.7％

なお、この「年代」別の比率の順序は、男性・女性の場合とも同じでした。

イニシャル

「どのような名前の人が当たるのか」―この点も気になるところですね。高額当せん者の「イニシャル」（※）

で調べた結果を、男性と女性の場合にわけて紹介しましょう。

（※）イニシャルは「名前・姓」の順です。

男性のトップは「K・Sさん」でした。例えば「サトウ・コウタさん」「スズキ・ケンジさん」です。

女性のトップは「K・Kさん」でした。例えば「キムラ・カナコさん」「コンドウ・クミさん」です。

職業

高額当せん者を「職業」で見てみますと、以下のとおりです。

  ① 「会社員」 ・・・ 347人 ＝ 38.7％  （このうち男性265人・女性82人）

  ② 「無職」 ・・・ 172人 ＝ 19.2％  （このうち男性141人・女性31人）

  ③ 「主婦」 ・・・ 132人 ＝ 14.7％  

  ④ 「自営業」 ・・・ 108人 ＝ 12.1％  

このあとは⑤「その他」⑥「公務員」⑦「農業」などとなっています。

宝くじの購入歴

高額当せん者の「購入歴」です。今回の大当たりまでに、何年くらい宝くじを買い続けてきたのかを聞いた

もので、結果は次のとおりです。

ただし、「無回答」（21人＝2.3％）を除きます。

  ① 「10年以上」 ・・・ 622人 ＝ 69.4％

  ② 「5年以上10年未満」 ・・・ 111人 ＝ 12.4％

  ③ 「1年以上5年未満」 ・・・ 87人 ＝ 9.7％

  ④ 「1年未満」 ・・・ 35人 ＝ 3.9％

  ⑤ 「今回が初めて」 ・・・ 20人 ＝ 2.2％

購入頻度

高額当せん者の「購入頻度」です。多い順に紹介すると次のとおりです。

ただし、「無回答」（148人＝16.5％）を除きます。

  ① 「ジャンボのみ」 ・・・ 333人 ＝ 37.2％

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



  ② 「年数回」 ・・・ 226人 ＝ 25.2％

  ③ 「ほぼ毎回」 ・・・ 84人 ＝ 9.4％

  ④ 「月1回程度」 ・・・ 68人 ＝ 7.6％

  ⑤ 「週1回程度」 ・・・ 37人 ＝ 4.1％

購入枚数

高額当せん者に「購入枚数」を聞きました。これも、気になるところですね。「全体」の結果と「男女別」の結

果を紹介しましょう。

まず「全体」ですが、多い順に次のようになっています。

ただし、「無回答」（101人＝11.3％）を除きます。

  ① 「10枚」 ・・・ 194人 ＝ 21.7％

  ② 「30枚」 ・・・ 164人 ＝ 18.3％

  ③ 「20枚～29枚」 ・・・ 144人 ＝ 16.1％

  ④ 「50枚～99枚」 ・・・ 79人 ＝ 8.8％

  ⑤ 「100枚以上」 ・・・ 77人 ＝ 8.6％

  ⑥ 「31枚～49枚」 ・・・ 67人 ＝ 7.5％

  ⑦ 「10枚未満」 ・・・ 37人 ＝ 4.1％

  ⑧ 「11枚～19枚」 ・・・ 33人 ＝ 3.7％

これとは別に「男女別」でみた結果ですが、それぞれのベスト3は次のようになっています。

【男　性】 ①「30枚」114人（19.8％）②「10枚」107人（18.5％）③「20枚～29枚」85人（14.7％）

【女　性】 ①「10枚」87人（27.3％）②「20枚～29枚」59人（18.5％）③「30枚」50人(15.7％)。

以上が「平成24年度宝くじ長者白書」の「前編」です。「後編」は7月号でご紹介する予定です。
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東西「宝くじドリーム館」で「コンサート」や「パネル展」開催

東・西の夢の広場―「宝くじドリーム館」では、「ドリームジャンボ宝くじ」と「ドリーム10（TEN）」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」等を開催しま

した。

5月17日に、東京・宝くじドリーム館で開催された「スペシャル・コンサート」では、「Universa l  F lamenco

Orchestra」の皆さんが出演。「歓喜の詩 フラメンコの調べ」と題したコンサートが開催され、その演奏と歌

声は来館者を魅了しました。（写真1）

(写真1)

また、5月20日のラジオ日本公開番組「ハッピードリーム歌の贈りもの」（歌謡ショー）には、冠 二郎、北野

まち子、ハン・ジナ、中西 りえ、川上 大輔の5人の豪華歌手が出演。松永 二三男・尾形 明美の息の合っ

た司会で会場は大変盛り上がりました。（写真2）

歌の合間に宝くじ幸運の女神・田首 化那が出演し、「ドリームジャンボ宝くじ」と「ドリーム10（TEN）」の話

題を披露しました。

(写真2)

5月22日の「宝くじプレミアム・クラシック・コンサート」には、今野 尚美（ピアノ）が出演。「英国の薫り～ヘン

デルからビートルズ、ナイマンまで～」と題したコンサートが開催されました。（写真3）英国の薫り漂うピアノ

演奏は、来館者の心を癒しました。

ジャンボ宝くじ等…詳細はコチラ
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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



(写真3)

一方、大阪・宝くじドリーム館では、5月23日の「宝くじプレミアム・クラシック・コンサート」に、田村 緑（ピア

ノ）が出演。「当たりくじ！！～音楽付美術館へようこそ～」と題したコンサートが開催され、来館者はピアノ

の魅力を心行くまで楽しみました。（写真4）

(写真4)

また、5月24日のラジオ関西公開番組「ハッピードリーム歌の贈りもの」（歌謡ショー）には、内田 あかり、

坂井 一郎、走 裕介、戸川 よし乃の4人の豪華歌手が出演。三上 公也・嵐 みずえの司会で賑わいまし

た。（写真5）

歌の合間には、宝くじ幸運の女神・河相 裕美が出演して、「ドリームジャンボ宝くじ」と「ドリーム10（TEN）」

の話題を披露しました。

(写真5)

5月25日の「ドリーム・コンサート」には、「BE IN VOICES」の皆さんが出演。「アカペラ♪ 声の織りなすタ

ペストリー」と題したコンサートが開催され、5人の織りなす素敵なハーモニーを楽しみました。（写真6）

東西のラジオ公開番組「ハッピードリーム歌の贈りもの」（歌謡ショー）は、ともにラジオで各地に放送されま

した。

(写真6)

「美瑛の春」写真展も開催

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



東西の「宝くじドリーム館」では、「美瑛の春」と題した写真展が開催されました。これは、北海道「美瑛」の

春をテーマにした写真展です。写真家・中西敏貴氏が、日本の中ではもっとも遅く春が訪れる地域の一つ

「美瑛」で、長く厳しい冬の寒さに耐えた木々や花々が、待ちに待った春を迎え短い夏に向けて花を開き枝

を伸ばすさまをカメラに収めたものです。そして、遥か北方の地で色づく花々の姿をお楽しみいただきなが

ら、「ドリームジャンボ宝くじ」と「ドリーム10（TEN）」の大きな夢に思いを馳せていただこうというものでし

た。（写真7）同時に、「ドリームジャンボ宝くじ」の変遷について、「宝くじ券」とともに紹介しました。

この写真展は、大阪・宝くじドリーム館では5月13日から、東京・宝くじドリーム館では5月24日から、それぞ

れ約2週間ずつ開催しました。

(写真7)
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東京・宝くじドリーム館

月日 時間 テーマ 出演者等

7月12日

（金）

12:00

～12:50
スペシャル・コンサート 今村 夏海(アルパ)他

7月22日

（月）

12:00

～13:00
ラジオ日本公開番組(歌謡ショー)

新沼 謙治

野中 彩央里

こおり 健太

松尾 雄史

水城 なつみ

7月24日

（水）

12:00

～13:00

宝くじプレミアム・クラシック・コンサート

暑さなんてぶっ飛ばせ！炸裂！

ニューオリンズブラスバンド ライブ

ブラックボトムブラスバンド

(ブラスバンド)

7月16日

（火）

～8月2日

（金）

 
特別パネル展

旭山の動物たち
写真家　今津 秀邦

大阪・宝くじドリーム館

月日 時間 テーマ 出演者等

7月25日

（木）

12:00

～13:00

宝くじプレミアム・クラシック・コンサート

音楽の宝箱

～珠玉のチェロ名曲がザックザク！～

唐津 健(チェロ)

鷲宮 美幸(ピアノ)

7月26日

（金）

12:00

～13:00
ラジオ関西公開番組(歌謡ショー)

北原 ミレイ

若山 かずさ

大沢 桃子

上杉 香緒里

チョン・テフ

7月27日

（土）

12:15

～13:00

ドリーム・コンサート

トランペット4本が奏でるハーモニー

～そよ風のトランペット・アンサブル～

シルキースピリッツ

(4人のトランペッター)

　渡辺 隆

　菊池 寿人

　河村 直樹

　熊谷 健二

石田 ヒロキ(ピアノ)

7月1日

（月）

～7月12日

（金）

 
特別パネル展

旭山の動物たち
写真家　今津 秀邦
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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

7月4日

（木）

関中東

第2281回

ITC

石川テレビ放送

石川県

女性センター
11:30 15:30～16:25 U字工事

7月4日

（木）

西日本

第2089回

KSB

瀬戸内海放送

香川県教育会館

ミューズホール
12:00 15:50～16:45 石原詢子

7月18日

（木）

西日本

第2091回

KTS

鹿児島

テレビ放送

KTS

第1スタジオ

（鹿児島）

12:00 16:00～16:54 大石まどか
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7月31日までに支払期限のくる未払高額当せん金は次のとおりです。

支払期限 種別 回別 組 番号 等級 当せん金（円） 発売地

25.7.16 関中東 2246 56 152688 1等前後賞 5,000,000 千葉県

25.7.16 近畿 2364 20 185044 1等前後賞 5,000,000 兵庫県

（平成25年5月1日現在）
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