
ツイート 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H25年7月号（第793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」、

いよいよ10日（水）から全国で同時発売～

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、サファイア＆写楽保介が10日（水）から全国で、 ブラック・ジャック

＆ピノコは24日（水）から各ブロックで、それぞれ登場！～

2020年オリンピック・パラリンピックを日本で！

～「東京2020招致エンブレム」をモチーフとした証票図柄やポスターデザインが特徴

の「第2222回東京都宝くじ」が、現在発売中！～

華やかに「ドリームジャンボ宝くじ」の抽せん会開催

～6月20日に東京・有楽町の東京宝塚劇場で行われました～

「平成24年度宝くじ長者白書」（後編）

8月の東西「宝くじドリーム館」イベントのご案内（入場無料）

8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）

大阪・宝くじドリーム館で数字選択式宝くじ抽せん会開催

8月の発売予定

8月号のご案内

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



～8月5日（月）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7月号（第793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！

今年も夏にお届けする「2つのサマー」、「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）と

「2000万サマー」（市町村振興・第646回全国自治宝くじ）が、いよいよ10日（水）から全国で同時発売され

ます。

1つ目の「ステキな予感」、今回の「サマージャンボ宝くじ」は、1等賞金は3億円に前後賞各１億円がついて

おり、1等と前後賞合わせて「5億円」という超豪華賞金となっています。発売は8月2日（金）までです。

1等と前後賞を合わせると、億万長者がこの夏、最大78人も誕生することになります。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。こちらも楽しみですね。

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。

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：

もう1つの「ステキな予感」、発売3年目で夏の定番となった「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10日（水）から8月2日（金）まで、全国で発売されます。

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）

「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、このとても魅力的な「2

つのサマー」を両方お買い求めいただき、「ステキな予感」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7月号（第793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」

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。

★「手塚キャラクタースクラッチ　アトム＆サファイア＆写楽保介　トリプルマッチ」（全国）

まず最初は、「手塚キャラクタースクラッチ　アトム＆サファイア＆写楽保介　トリプルマッチ」（第644回全国

自治宝くじ）です。価格は1枚200円で、10日（水）から23日（火）ま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＆サファイア＆写楽保介（トリプルマッチ）」 （第644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 5,000,000円 48本

2等 500,000円 96本

3等 50,000円 480本

4等 5,000円 60,000本

5等 500円 475,152本

6等 200円 1,200,000本

平成25年7月10日（水）～平成25年7月23日（火）

-

-

1枚200円

平成25年7月10日（水）

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：

遊び方は次のようになっています。

券面左側に「500万円チャンス」と書かれた四角の赤ワクの中をすべて削ってください。「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。

★「手塚キャラクタースクラッチ　アトム＆ブラック・ジャック＆ピノコ　ラッキートライアル」（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＆ブラック・ジャ

ック＆ピノコ　ラッキートライアル」です。価格は各1枚200円で、発売期間は24日（水）から8月6日(火)まで

です。

東京都宝くじ

関東・中部・東北自治宝くじ

近畿宝くじ

西日本宝くじ

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＆ブラック・ジャック＆ピノコ（ラッキートライアル）」（第2223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 500,000円 30本

2等 100,000円 90本

3等 1,000円 75,060本

4等 200円 150,000本

ブラック・ジャック賞 30,000円 210本

平成25年7月24日（水）～平成25年8月6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7月24日（水）

「手塚キャラクタースクラッチ アトム＆ブラック・ジャック＆ピノコ（ラッキートライアル）」（第2284回 関

東・中部・東北自治宝くじ）の当せん金・本数

等級等 当せん金 本数

1等 500,000円 150本

2等 100,000円 450本

3等 1,000円 375,300本

4等 200円 750,000本

ブラック・ジャック賞 30,000円 1,050本

平成25年7月24日（水）～平成25年8月6日（火）

-

-

1枚200円

平成25年7月24日（水）

「手塚キャラクタースクラッチ アトム＆ブラック・ジャック＆ピノコ（ラッキートライアル）」（第2402回 近

畿宝くじ）の当せん金・本数

等級等 当せん金 本数

1等 500,000円 40本

2等 100,000円 120本

3等 1,000円 100,080本

4等 200円 200,000本

ブラック・ジャック賞 30,000円 280本

平成25年7月24日（水）～平成25年8月6日（火）

-

-

1枚200円

平成25年7月24日（水）

「手塚キャラクタースクラッチ アトム＆ブラック・ジャック＆ピノコ（ラッキートライアル）」（第2092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 500,000円 60本

2等 100,000円 180本

3等 1,000円 150,120本

4等 200円 300,000本

ブラック・ジャック賞 30,000円 420本

平成25年7月24日（水）～平成25年8月6日（火）

-

-

1枚200円

平成25年7月24日（水）

遊び方は次のようになっています。

まず券面左側にある「赤ワク」の中をすべて削ってください。「ラッキーマーク」に出た絵柄と同じ絵柄が、左

の「1～4」の中に1個出れば「当たり」で、その左側に書かれた金額が当せん金となります。また「ラッキー

マーク」に「ブラック・ジャック」の顔のイラストが1個出れば「ブラック・ジャック賞」（3万円）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7月号（第793号） 2020年オリンピック・パラリンピックを日本で！

2020年オリンピック・パラリンピックを日本で！

2013年9月7日に開催都市が決定する2020年のオリンピック・パラリンピックですが、その招致活動をさら

に盛り上げようと、現在発売中の「第2222回東京都宝くじ」では、「東京2020招致エンブレム」をモチーフと

した証票図柄とポスターデザインが採用されています。

証票・ポスターともに「Discover Tomorrow」という“国際スローガン”も印刷されています。

この宝くじを購入いただき、当せんへの夢を楽しみながら、同時に、日本でのオリンピック・パラリンピック

開催の夢実現への気運を盛り上げていきましょう！

価格は1枚100円で、発売は16日（火）までです。

賞金条件は次のとおりです。

第2222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 30,000,000円 1本

1等の前後賞 1,000,000円 2本

1等の組違い賞 100,000円 19本

2等 1,000,000円 4本

3等 100,000円 20本

4等 10,000円 400本

5等 1,000円 20,000本

6等 100円 200,000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



～8月5日（月）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 1,296 1万いいね！

HOME 宝ニュース H25年7月号（第793号） 華やかに「ドリームジャンボ宝くじ」の抽せん会開催

華やかに「ドリームジャンボ宝くじ」の抽せん会開催

「ドリームジャンボ宝くじ」（第641回全国自治宝くじ）と「ドリーム10（TEN）」（第642回全国自治宝くじ）の抽

せん会が6月20日に東京・有楽町の東京宝塚劇場で行われました。

当日はあいにくの小雨模様にもかかわらず、早朝から、たくさんの宝くじファンが会場前に集まりました。

10時30分の開場とともに場内はたちまち観客で埋まり、11時10分に舞台の幕が上がりました。司会者がこ

の日の立会人を紹介した後、第一部「ドリーム10（TEN）」の抽せんの始まりです。

3等、2等と抽せんが進み、最後に1等10万円の当せん番号「下3ケタ　544」が決まったところで第一部は終

了しました。

休憩の後、11時55分から第二部「ドリームジャンボ宝くじ」の抽せんの始まりです。最初に末等である5等

の抽せんが行われ、4等、3等、2等と進み、場内の緊張感が次第に高まる中、いよいよ1等1億円の抽せん

の開始です。

昨年と同様、今回のドリームジャンボ宝くじも1等の当せん番号を7つ抽せんします。第二部では、そのうち

の6つの抽せんが行われました。

再度、休憩の後、12時36分に第三部の幕が上がりました。残すは7つ目の1等1億円の当せん番号1つを決

める抽せんのみです。場内の緊張感が最高潮に達したその瞬間、舞台の袖から素晴らしいゲストが登場し

ました。宝塚歌劇団・雪組のトップスターの壮一帆（そう・かずほ）さんと、同じく娘役トップの愛加あゆ（まな

か・あゆ）さんの2人です。大きな拍手で迎えられた2人には、抽せん機の矢の発射役として、抽せんのお手

伝いをしてもらうことになりました。

準備が整ったところで、7つ目の1等1億円の抽せんが行われ、「66組103764番」と当せん番号が決まった

ところで、華やかな雰囲気に包まれつつ、抽せん会は終了しました。

なお、会場の皆さんは、このあと、アトラクションとして宝塚歌劇・雪組公演を楽しみました。

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
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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！
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事件の発生
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ツイート 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H25年7月号（第793号） 「平成24年度宝くじ長者白書」（後編）

「平成24年度宝くじ長者白書」（後編）

「6月号」で紹介した、「平成24年度宝くじ長者白書」の後編です。

この「平成24年度宝くじ長者白書」は、みずほ銀行宝くじ部が、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人の結果をまとめたものです。

それでは平成24年度の「宝くじ長者白書」の後編をお届けしましょう。

購入時にこだわったこと（複数回答）

どの売り場で、どのように購入しても当せんの確率は同じなのですが、自分なりのこだわった買い方を楽し

んでいる宝くじファンが多いようです。

そこで、高額当せん者に「購入時にこだわったこと」を聞いてみました。

「その他」（243人＝27.1％）と「無回答」（141人＝15.7％）を除いて、多い順に紹介しましょう。

  ① 「連番・バラの割合」 ・・・ 158人 ＝ 17.6％

  ② 「高額当せんが発生した売り場」 ・・・ 121人 ＝ 13.5％

  ③ 「売り場の雰囲気」 ・・・ 90人 ＝ 10.0％

  ④ 「買う日にち」 ・・・ 67人 ＝ 7.5％

  ⑤ 「売り場の人」 ・・・ 46人 ＝ 5.1％

  ⑥ 「購入金額」 ・・・ 44人 ＝ 4.9％

  ⑦ 「売り場の方角」 ・・・ 29人 ＝ 3.2％

ゲン担ぎで行ったこと（複数回答）

「当てたいな」との思いから、あれこれと「ゲン担ぎ」をする宝くじファンも多いようです。

高額当せん者の場合はどうなのか、高額当せんした宝くじを購入した際に「ゲン担ぎで行ったこと」を聞い

たところ、何らかのゲン担ぎをした方は全体の約7割に上りました。

では、具体的にどのようなことをしたのか、多い順に次のとおりとなっています。

ただし、「その他」（347人＝38.7％）と「無回答」（260人＝29.0％）を除きます。

  ① 「良い事があった時に購入」 ・・・ 112人 ＝ 12.5％

  ② 「お参りに行く」 ・・・ 79人 ＝ 8.8％

  ③ 「トイレや部屋の掃除」 ・・・ 49人 ＝ 5.5％

  ④ 「特定の色を持つ（黄色等）」 ・・・ 40人 ＝ 4.5％

  ⑤ 「開運グッズを購入」 ・・・ 36人 ＝ 4.0％

以下は⑥「悪い事があった時に購入」（11人＝1.2％）⑦「特定の食事をする（カツ等）」(6人＝0.7％)と続き

ます。

抽せんまでの宝くじ券の保管場所

当せんへの願いを込めて購入する宝くじですが、高額当せん者は、大切なその宝くじ券を抽せん日までど

こに保管していたのでしょうか。

「その他」（163人＝18.2％）と「無回答」（28人＝3.1％）を除いて、多いのは次の順です。

  ① 「机の引き出し」 ・・・ 202人 ＝ 22.5％

  ② 「神棚・仏壇」 ・・・ 197人 ＝ 22.0％

  ③ 「カバン・ハンドバッグ」 ・・・ 105人 ＝ 11.7％

  ④ 「財布」 ・・・ 94人 ＝ 10.5％

  ⑤ 「タンス」 ・・・ 91人 ＝ 10.2％

  ⑥ 「冷蔵庫」 ・・・ 13人 ＝ 1.5％

  ⑦ 「ポケット」 ・・・ 3人 ＝ 0.3％

当せん金の使い道（複数回答）

今度は、高額当せん者の「当せん金の使い道」です。

  ① 「貯蓄」 ・・・ 411人 ＝ 45.9％

  ② 「土地・住宅の改築や購入」 ・・・ 196人 ＝ 21.9％

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



  ③ 「借入金の返済」 ・・・ 171人 ＝ 19.1％

  ④ 「旅行」 ・・・ 138人 ＝ 15.4％

  ⑤ 「車の購入」 ・・・ 132人 ＝ 14.7％

以上がベスト5。以下は⑥家族サービス・親孝行（122人＝13.6％）⑦その他（96人＝10.7％）⑧子供の教

育・養育費（92人＝10.3％）⑨趣味の充実（57人＝6.4％）⑩仕事・事業の資金（47人＝5.2％）などと続き

ます。

結果的には「貯蓄」を選ぶ、“堅実派”が多いようです。

星座

ところで、高額当せん者はどんな幸運の星の下に生まれたのでしょう。

高額当せん者をその人の誕生日をもとに、星占いの「星座別」で分けて集計してみました。男女別および全

体で最も多かった「星座」は次のとおりです。

  ◎ 「男性」で最も多かったのは「水瓶座」（61人＝10.6％）でした。

  ◎ 「女性」で最も多かったのは「牡牛座」（34人＝10.7％）でした。

  ◎ 「全体」では、「天秤座」（91人＝10.2％）という結果となりました。

以上から浮かび上がってきた宝くじ高額当せん者の最新の「モデル人間像」は、次のようになります（イニ

シャルは「名前・姓」の順です）。

≪男性≫　宝くじの購入歴10年以上で60歳以上、30枚購入、水瓶座の会社員、イニシャルはK.Sさん。

≪女性≫　宝くじの購入歴10年以上で60歳以上、10枚購入、牡牛座の主婦、イニシャルはK.Kさん。

「平成24年度宝くじ長者白書」の結果は以上ですが、ご自身やご家族のなかで白書の結果と、どこか共通

しているところがありましたか。もしも、共通しているところがあれば、幸運が近づいている兆しかも？！。

これからの1年間、宝くじ購入の楽しみがさらに増え、より一層、夢がふくらみますね。

※尚、複数回答以外の項目でも、四捨五入による処理等のため、構成比率（％）の合計が100％にならな

い場合もあります。

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7月号（第793号） 8月の東西「宝くじドリーム館」イベントのご案内（入場無料）

8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

8月28日

（水）

12:00

～12:50
ランチタイム・コンサート

山田 路子(篠笛・能管奏者)

愛川 聡(ギター)

大阪・宝くじドリーム館

月日 時間 テーマ 出演者等

8月10日

（土）

12:15

～13:00

ドリーム・コンサート

夏だ！サルサだ！SON40

～サルサで踊ろう！～

SON40<ソン・クワレンタ>

(サルサバンド)

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7月号（第793号） 8月のアトラクション付き抽せん会

8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

8月13日

（火）

全国

第645回

NHK大阪ホール 10:40 12:38～12:45
香西かおり

櫻井くみ子
全国

第646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

8月29日

（木）

関中東

第2285回

SBS

静岡放送

静岡放送

Aスタジオ

（静岡県）

12:00 15:50～16:45 森口博子

8月29日

（木）

西日本

第2093回

RNB

南海放送

南海放送

本町会館

テルスターホール

（愛媛県）

12:00 15:53～16:50 増位山太志郎

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

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7月号（第793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）

支払期限間近の当せん番号（250万円以上）

8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。（6月4日現在）

支払期限 種別 回別 等級 当せん金（円） 組 番号 発売地 本数

25.8.12 全国

624

1等前後賞 50,000,000 41 105616 神奈川県 1

2等 5,000,000

68 185568

鹿児島県 1

東京都 2

77 162668 富山県 1

625

1等・3等 20,000,300

22

136935

大阪府 1

神奈川県 1

32 東京都 2

42 岐阜県 1

52 東京都 1

82 福岡県 1

1等 20,000,000

08 146564 大阪府 1

10 139302

香川県 1

東京都 1

11 101210 福島県 1

20 139302

千葉県 1

東京都 1

21 101210 石川県 1

38 146564 兵庫県 1

41 101210 千葉県 1

50 139302 山口県 1

58 146564 東京都 1

60 120302 秋田県 1

68 146564 宮城県 1

70

120302 広島県 1

139302

北海道 1

東京都 1

80

120302

長野県 2

90 熊本県 1

98 146564 茨城県 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



25.8.20 地医等 371

1等 60,000,000

81

151788 千葉県 1

1等前後賞・6等 20,000,200 151787 千葉県 1

1等前後賞 20,000,000 151789 千葉県 1

（平成25年6月4日現在）

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
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ツイート 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H25年7月号（第793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抽せん会開催

7月22日（月）から7月26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3678回～第3682回

＝第726回

＝第780回、第781回

＝第17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




