
ツイート 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H25年11月号（第797号）

バックナンバーはこちら 過去の記事はこちら

ジャンボ宝くじ史上最高金額！！1等・前後賞合わせて7億円の「年末ジャンボ宝く

じ」と新登場の「年末ジャンボミニ7000万」

～22日（金）から全国で同時発売！～

～あわせて、「年末ジャンボで全国のおいしいニッポンを味わおう！」キャンペーンも

実施！～

今月発売の2つのスクラッチ

●「ちびまる子ちゃんスクラッチ　秋のまる子編　ラッキー3」（4ブロック）が、13日

（水）から発売

●「ちびまる子ちゃんスクラッチ　お友だち編　トリプルマッチ」（全国）が、27日（水）

から発売

「レインボーくじ」が、6日（水）から全国発売

締切迫る！平成26年度の宝くじ「幸運の女神」募集

～30日（土）まで～

「オータムジャンボ宝くじ」の抽せん会開催

12月のアトラクション付き抽せん会

12月の「東西宝くじドリーム館」イベントのご案内（入場無料）

昨年の「年末ジャンボ宝くじ」（第633回全国自治宝くじ）未払い高額当せん金

支払期限間近の当せん番号（250万円以上)

～12月は該当なしです～

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



大阪・宝くじドリーム館で「数字選択式宝くじ」の抽せん会を開催

12月の発売予定

12月号のご案内

～12月5日（木）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11月号（第797号） ジャンボ宝くじ史上最高金額！！

発売期間：

抽せん日：

抽せん会場：

発売価格：

支払開始日：

ジャンボ宝くじ史上最高金額！！1等・前後賞合わせて7億円
の「年末ジャンボ宝くじ」と新登場の「年末ジャンボミニ7000
万」

宝くじファンにとって、1年のクライマックスでもある年末ジャンボ宝くじの季節がやってきました。

しかも今年は、「2つのラッキーな予感」として夢の贈り物を2つ、ご用意いたしました。

まず、1つ目の贈り物は、「年末ジャンボ宝くじ」（第651回全国自治宝くじ）です。こちらは、ジャンボ宝くじ史

上最高の1等・前後賞合わせて「7億円」という超豪華賞金となっており、22日（金）から全国で一斉に発売

されます。

賞金条件は次のとおりです。

「年末ジャンボ宝くじ」(第651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 500,000,000円 60本

1等の前後賞 100,000,000円 120本

1等の組違い賞 100,000円 5,940本

2等 1,000,000円 1,800本

3等 3,000円 6,000,000本

4等 300円 60,000,000本

大晦日特別賞 50,000円 180,000本

発売総額1,800億円（60ユニット）の場合

平成25年11月22日（金）～平成25年12月20日（金）

平成25年12月31日（火）

赤坂ACTシアター（東京）

1枚300円

平成26年1月7日（火）

今回は特別賞として「大晦日特別賞」があり、賞金5万円が18万本もあります。こちらも楽しみですね。

もう1つの贈り物は、新登場の「年末ジャンボミニ7000万」（第652回全国自治宝くじ）で、年末ジャンボ宝く

じと同じく、22日（金）から全国で同時発売されます。こちらの1等賞金は7,000万円で、80本もあります。

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：

賞金条件は次のとおりです。

「年末ジャンボミニ7000万」(第652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 70,000,000円 80本

2等 7,000,000円 160本

3等 700,000円 1,600本

4等 70,000円 8,000本

5等 7,000円 160,000本

6等 300円 8,000,000本

発売総額240億円（8ユニット）の場合

平成25年11月22日（金）～平成25年12月20日（金）

平成25年12月31日（火）

赤坂ACTシアター（東京）

1枚300円

平成26年1月7日（火）

ご覧の通り、この宝くじの大きな特徴は、6等以外の全ての等級の賞金額が、「7」から始まるという、とて

も“縁起の良い”宝くじになっていることです。

「年末ジャンボ宝くじ」と「年末ジャンボミニ7000万」の発売期間は同じで、11月22日（金）から12月20日

（金）までです。抽せんはともに、大晦日の12月31日（火）に東京の赤坂ACTシアターで行われます。

～全国47都道府県の特選グルメから選べる！

合計7,000名様にプレゼント！～

ジャンボ宝くじ史上最高額となる１等・前後賞合わせて7億円が当たる「年末ジャンボ宝くじ」（第651回全国

自治宝くじ）と、新登場1等7000万円の「年末ジャンボミニ7000万」（第652回全国自治宝くじ）の発売を記

念して、「年末ジャンボで全国のおいしいニッポンを味わおう！」キャンペーンを実施いたします。

11月22日(金)から12月20日（金）までの間に「年末ジャンボ宝くじ」・「年末ジャンボミニ7000万」を合わせ

て（どちらか1種類だけでもＯＫです）、一度に30枚ご購入いただくごとに専用応募ハガキを1枚お渡ししま

す。専用応募ハガキに必要事項をご記入のうえ、50円切手を貼ってご郵送下さい。（専用応募ハガキ以外

でのご応募は無効です。また、宝くじ売り場ではご応募は受け付けておりませんのでご注意下さい。）ご応

募いただいた中から抽せんで合計7,000名様に全国47都道府県の特選グルメを選べるオリジナルグルメカ

タログを送付いたします。応募締切は12月26日（木）、当日消印有効です。

詳しくは11月22日（金）より閲覧可能となるキャンペーンサイト（http ://nj2013-campaign .takarakuj i-

off ic ia l . jp/）をご覧ください。

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



「年末ジャンボで全国のおいしいニッポンを味わおう！」キャンペーン応募要項

キャンペーン期間

平成25年11月22日（金）～12月20日（金）（専用応募ハガキ配布期間）

※キャンペーン応募締切は12月26日（木）の当日消印有効

応募方法

キャンペーン期間中、「年末ジャンボ」・「年末ジャンボミニ7000万」を合わせて（どちらか1種類だけでもOK

です）、一度に30枚ご購入いただくごとに専用応募ハガキを1枚お渡しします。専用応募ハガキに必要事項

をご記入のうえ、50円切手を貼ってご郵送下さい。専用応募ハガキ以外でのご応募は無効となります。ま

た、宝くじ売り場ではご応募は受け付けておりませんのでご注意下さい。

当せん発表

応募締切後、厳正な抽せんを行い、本キャンペーンオリジナルグルメカタログの発送をもって発表とかえさ

せていただきます。（カタログのお届けは平成26年2月中旬頃より順次発送予定です。但し、諸事情により

カタログの発送が若干遅れる場合がございますので、あらかじめご了承ください。）

応募資格

「年末ジャンボ」・「年末ジャンボミニ7000万」を合わせて（どちらか1種類だけでもOKです）、一度に30枚以

上ご購入いただいた方が対象となります。30枚ご購入いただくごとに専用応募ハガキを1枚お渡しいたしま

す。

応募規約

◎応募および当せんの権利を他人に譲渡または換金することはできません。

◎ご記入内容に不備があった場合、無効とさせていただきます。

◎ご応募に関わる費用はお客さまのご負担になります。

◎専用応募ハガキを紛失した場合、再交付はいたしませんのでご了承ください。

◎お一人様何口でもご応募いただけますが、ハガキ1枚につき1口のご応募となります。

◎賞品の発送は、日本国内に限定させていただきます。

◎商品の発送先の変更はできません。

◎本キャンペーンのご応募のためにご記入いただきましたお客さまの個人情報は、当せん通知および賞品

の発送のみに利用させていただきます。

◎諸事情により一部賞品の内容が変更になることがございます。

当キャンペーンに関するお問い合わせ先

「年末ジャンボで全国のおいしいニッポンを味わおう！キャンペーン」事務局

TEL:03-5859-0322

≪受付期間≫

平成25年11月22日（金）～12月27日（金）

10時00分～17時00分　※土日祝日除く平日のみ

キャンペーンサイトURL

http ://nj2013-campaign .takarakuj i-off ic ia l . jp/

※11月22日（金）開設予定

全国47都道府県特選グルメプレゼントリスト

1.北海道：カニ三昧セット

2.青森県：大間産本まぐろ

3.岩手県：前沢牛　すき焼用

4.宮城県：牛たん詰合せ



5.秋田県：秋田グルメセット

6.山形県：庄内浜甘海老セット

7.福島県：福島牛・エゴマ豚詰合せ

8.茨城県：そば屋の手打ちそばセット

9.栃木県：那須高原キングハム詰合せ

10.群馬県：上州牛 すき焼・しゃぶしゃぶ用

11.埼玉県：草加せんべい詰合せ

12.千葉県：落花生アイスクリームと房総のポークジャンボ餃子のセット

13.東京都：江戸前佃煮詰合せ

14.神奈川県：飲茶料理セット

15.新潟県：特別栽培米 魚沼産コシヒカリ

16.富山県：天然魚の昆布じめ刺身

17.石川県：奥能登漁師の味詰合せ

18.福井県：若狭牛 しゃぶしゃぶセット

19.山梨県：甲州ワインビーフ すき焼セット

20.長野県：りんごで育った信州牛 すき亭ビーフカレー

21.岐阜県：飛騨牛 サーロインステーキ

22.静岡県：天然本まぐろづくし

23.愛知県：ひつまぶしセット

24.三重県：松坂牛 しゃぶしゃぶ用

25.滋賀県：近江牛 すき焼・しゃぶしゃぶ用

26.京都府：銘茶 四君子詰合せ

27.大阪府：崔家の健美鍋 もつ鍋セット

28.兵庫県：但馬牛 リブロースステーキ

29.奈良県：極細素麺 三輪の神杉

30.和歌山県：紀州みなべ南高梅干しうす味・夫婦茶碗セット

31.鳥取県：網元が造ったこだわりのいか・かにセット

32.島根県：吟醸酒 豊の秋セット

33.岡山県：岡山県産大粒いちご

34.広島県：広島風お好み焼バラエティセット

35.山口県：とらふぐ刺身・ふぐちりセット

36.徳島県：阿波牛 サーロインステーキ

37.香川県：讃岐うどんバラエティセット

38.愛媛県：クエ刺し・焼セット

39.高知県：土佐づくしセット

40.福岡県：糸島美食詰合せ

41.佐賀県：佐賀牛 すき焼・しゃぶしゃぶ用

42.長崎県：長崎牧島美鯛 鯛三昧

43.熊本県：馬刺しセット

44.大分県：大分県産椎茸 花どんこ

45.宮崎県：宮崎牛 サーロインステーキ

46.鹿児島県：さつま揚げ詰合せ

47.沖縄県：瑞泉 泡盛飲みくらべセット

※諸事情により、一部賞品の内容が変更になることがございます。

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11月号（第797号） 今月発売の2つのスクラッチ

今月発売の2つのスクラッチ

今月発売の「ちびまる子ちゃんスクラッチ」は次の2つです。

「ちびまる子ちゃんスクラッチ　秋のまる子編　ラッキー3」

東京都/ポスター

関東・中部・東北自治/ポスター

近畿/ポスター

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



西日本/ポスター

まず最初は、13日（水）から発売になる「ちびまる子ちゃんスクラッチ　秋のまる子編　ラッキー3」（4ブロッ

ク）です。発売は26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。

「ちびまる子ちゃんスクラッチ 秋のまる子編（ラッキー3）」

(第2231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 66本

2等 100,000円 75本

3等 10,000円 453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：

4等 1,000円 45,000本

5等 200円 150,000本

まるちゃん賞 5,000円 3,090本

平成25年11月13日（水）～平成25年11月26日（火）

-

-

1枚200円

平成25年11月13日（水）

「ちびまる子ちゃんスクラッチ 秋のまる子編（ラッキー3）」

(第2292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 264本

2等 100,000円 300本

3等 10,000円 1,812本

4等 1,000円 175,200本

5等 200円 600,000本

まるちゃん賞 5,000円 12,360本

平成25年11月13日（水）～平成25年11月26日（火）

-

-

1枚200円

平成25年11月13日（水）

「ちびまる子ちゃんスクラッチ 秋のまる子編（ラッキー3）」

(第2410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 88本

2等 100,000円 100本

3等 10,000円 604本

4等 1,000円 61,680本

5等 200円 200,000本

まるちゃん賞 5,000円 4,120本

平成25年11月13日（水）～平成25年11月26日（火）

-

-

1枚200円

平成25年11月13日（水）

「ちびまる子ちゃんスクラッチ 秋のまる子編（ラッキー3）」

(第2100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 110本

2等 100,000円 125本

3等 10,000円 755本

4等 1,000円 75,000本

5等 200円 250,000本

まるちゃん賞 5,000円 5,150本

平成25年11月13日（水）～平成25年11月26日（火）



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11月13日（水）

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ってください。出た数字が説明文の通りになれば「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、赤ワクの中に「まる子ちゃん」の顔のイラストが１個出れば「まる

ちゃん賞」（5,000円）の「当たり」です。

「ちびまる子ちゃんスクラッチ　お友だち編　トリプルマッチ」

次に、27日（水）から全国で発売されるのは「ちびまる子ちゃんスクラッチ　お友だち編　トリプルマッチ」（第

653回全国自治宝くじ）で、発売は12月10日（火）までです。1等の当せん金が「500万円」という“豪華さが

魅力”のスクラッチです。

賞金条件は次のとおりです。

「ちびまる子ちゃんスクラッチ お友だち編（トリプルマッチ）」

(第653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



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11月27日（水）～平成25年12月10日（火）

-

-

1枚200円

平成25年11月27日（水）

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。

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11月号（第797号） 「レインボーくじ」が、６日（水）から全国発売

「レインボーくじ」が、6日（水）から全国発売

「レインボーくじ」の愛称で親しまれている地域医療等振興自治宝くじは、今年度は5回発売されますが、そ

の最後となる「レインボーくじ」（第379回地域医療等振興自治宝くじ）が6日（水）から19日（火）まで、全国

で発売されます。1枚の価格は200円です。

賞金条件は次のとおりです。

「レインボーくじ」(第379回 地域医療等振興自治宝くじ)の当せん金・本数

等級等 当せん金 本数

1等 30,000,000円 3本

1等の前後賞 10,000,000円 6本

1等の組違い賞 100,000円 447本

2等 10,000,000円 4本

3等 1,000,000円 150本

4等 100,000円 1,500本

5等 2,000円 150,000本

6等 200円 1,500,000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



発売期間：

抽せん日：

抽せん会場：

発売価格：

支払開始日：

健康ハツラツ賞 10,000円 30,000本

平成25年11月6日（水）～平成25年11月19日（火）

平成25年11月21日（木）

東京 宝くじドリーム館

1枚200円

平成25年11月26日（火）

特別賞として「健康ハツラツ賞」（１万円）が3万本もあります。

こちらも楽しみですね。

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
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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11月号（第797号） 締切迫る！平成26年度の宝くじ「幸運の女神」募集

締切迫る！平成26年度の宝くじ「幸運の女神」募集

～次はあなたが主役です！～

現在、平成26年度宝くじ「幸運の女神」を募集しています。宝くじの

夢と幸運のお届け役として活躍していただく宝くじ「幸運の女神」で

すが、その応募締切が11月30日（土）までと迫っています。これを

機会に、どうぞご応募ください。全国の宝くじファンの皆さまが、あ

なたの素敵な笑顔を待っています。

【応募資格】

平成26年4月1日現在で20歳以上の女性

※年間70日程度の平日地方出張が可能で、他の契約に優先して出演していただける方。

※採用後、他の仕事をする場合は、事前の承諾を必要とします。

※選ばれた方には、来年2月に5日間程度の研修に参加いただきます。

【採用人数】

6名程度

【業務委託期間】

平成26年4月1日（火）～平成27年3月31日（火）

（抽せん会約5回、その他イベント約60回、依頼日数70日程度）

【業務の内容】

  ① 全国各地で行われる宝くじの抽せん会への出演（司会のアシスタント）

  ② マスコミへのあいさつ

  ③ くじのPR活動、その他宝くじに関するイベント、テレビ・ラジオへの出演など

【待遇】

  ① 支度金50万円（手取り）

  ② ユニフォーム支給

  ③ 抽せん会などの宝くじのPR活動の出演1日当たり2万5千円（手取り）

  ④ 交通費・宿泊費は別途支給

【応募方法】

全国の宝くじ売り場などで配布しているチラシの裏面、および公式サイトに掲載している所定の応募用紙、

または市販の履歴書に以下の項目を記入し、L判のカラー写真2枚（正面顔写真、全身スナップ、いずれも

6ケ月以内に撮影したもので、裏面に氏名を記入）を添付のうえ、以下の応募先までお送りください。

<記入項目>

  ① 住所、氏名、生年月日、電話番号

  ② 最寄駅、および最寄駅までの交通手段

  ③ 職業、現在契約している仕事がある場合はその内容

  ④ 身長、体重

  ⑤ 何を見て応募したのか

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



※その他の項目もすべて記入してください。

※応募書類は返却いたしませんのでご了承ください。

【応募先】

〒104-8691　日本郵便株式会社　晴海郵便局　私書箱第197号

「幸運の女神」募集事務局

【公式サイト】

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

【応募の締切】

平成25年11月30日（土）（当日消印有効）

【書類審査】

平成25年12月2日（月）～平成26年1月7日（火）予定

※書類選考の上、結果は郵送にて全員に通知いたします。

【最終審査】

平成26年1月27日（月）予定

※面接にて審査の上、決定いたします。なお、審査結果は本人に直接連絡いたします。

【個人情報の取扱に関して】

応募いただく際に記入された個人情報は、審査に関わる連絡等に使用いたします。許可なく他の目的に使

用することはありません。

【応募に関するお問い合わせ先】

「幸運の女神」募集事務局

TEL:03-3543-0591

<<受付時間>>

9時30分～17時30分　※土日祝日除く平日のみ

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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ツイート 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H25年11月号（第797号） 「オータムジャンボ宝くじ」の抽せん会開催

「オータムジャンボ宝くじ」の抽せん会開催

１等・前後賞合わせて「3億9,000万円」というビッグな賞金で話題を呼んだ「オータムジャンボ宝くじ」（新市

町村振興・第649回全国自治宝くじ）の抽せん会が10月18日に佐賀県の伊万里市民会館で行われました。

「宝くじの抽せん会を自分の目で見てみたい」という地元の熱い宝くじファンで、抽せん会の当日には会場

前に早くから長い列ができました。

11時15分の開場とともに多くのファンが入場。11時45分、大きな拍手とともに幕が上がり、司会者から、こ

の日の立会人が紹介されました。

正午にいよいよ抽せんが開始。5等（300円）から2等（1,000万円）までの抽せんが行われ、そのあと、話題

の特別賞「サンキューオータム賞」（39,000円）の抽せんが行われたところで、第一部が終了しました。

休憩の後、12時33分に再び幕が上がり、第二部の始まりです。

残すは1等3億3,000万円の抽せんです。これに前後賞の各3,000万円がついて1等と前後賞合わせて「3億

9,000万円」という豪華さです。

このとき、舞台に登場したのは歌手の松原のぶえさんです。松原さんには抽せんのお手伝いをしてもらうこ

とになり、6ケタ数字の「千位」を決める抽せん機の矢の発射ボタンを押してもらうことになりました。

抽せんの結果、1等の当せん番号は「54組116684番」に決まり、抽せん会は終了しました。

このあと、場内の皆さんは、アトラクションとして、松原のぶえさん、池田輝郎さん、中西りえさんが出演の

「秋の歌謡ショー～夢そしてふるさと～」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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HOME 宝ニュース H25年11月号（第797号） 12月のアトラクション付き抽せん会

12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

12月31日

（木）

全国

第651回

赤坂ACTシアター（東京） 10:50 12:45～13:00 チェリッシュ

全国

第652回

※諸事情により、内容が変更となる場合があります。
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ツイート 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H25年11月号（第797号） 12月の東西「宝くじドリーム館」イベントのご案内（入場無料）

12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

12月9日（月）

12:00

～

13:00

ラジオ日本公開番組(歌謡ショー)

湯原 昌幸

松前 ひろ子

松川 未樹

ハン・ジナ

三山 ひろし

12月11日（水）

12:00

～

13:00

宝くじプレミアム・クラシック・コンサート

まだ聴いてない音はありませんか？

～年送りサクソフォンコンサート～

大石 将紀(サクソフォン)

沢木 良子(ピアノ)

11月25日(月)

～

12月20日(金)

 
特別パネル展

AURORA 魅惑の天空ものがたり
写真家　坂本 昇久

大阪・宝くじドリーム館

月日 時間 テーマ 出演者等

12月12日（木）

12:00

～

13:00

宝くじプレミアム・クラシック・コンサート

バッハからラテンアメリカ、ギターの世界！

松尾 俊介

(クラシック・ギター)

12月13日（金）

12:00

～

13:00

ラジオ関西公開番組(歌謡ショー)

多岐川 舞子

ザ・キングボーイズ

 北川 裕二

 藤原 浩

 岩出 和也

花咲 ゆき美

林 よしこ

12月14日（土）

12:15

～

13:00

ランチタイム・ドリーム・コンサート

ゴスペル・ＤＥ・クリスマス

～今年もサンタの回し者～

菅 マナミとブルームコーン

11月11日(月)

～

11月22日(金)

 
特別パネル展

AURORA 魅惑の天空ものがたり
写真家　坂本 昇久
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HOME 宝ニュース H25年11月号（第797号） 昨年の「年末ジャンボ宝くじ」（第633回全国自治宝くじ）未払い高額当せん金

昨年の「年末ジャンボ宝くじ」（第633回全国自治宝くじ）未払
い高額当せん金

1等、6等　　4億300円（5本）

組 番号 発売地 本数

61 195280

宮城県 1

東京都 1

埼玉県 1

新潟県 1

兵庫県 1

1等の前後賞　　1億円（16本）

組 番号 発売地 本数

61

195279

埼玉県 1

神奈川県 1

愛知県 1

大阪府 3

兵庫県 1

愛媛県 1

熊本県 1

195281

福島県 1

埼玉県 2

福井県 1

大阪府 2

福岡県 1

2等　　3,000万円（17本）

組 番号 発売地 本数

04 107914

富山県 1

大阪府 1

広島県 1

北海道 1

岩手県 1

埼玉県 1

東京都 2

ジャンボ宝くじ等…詳細はコチラ
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05 158839 富山県 1

長野県 1

静岡県 1

大阪府 1

鳥取県 1

17 179593

栃木県 1

千葉県 1

長野県 1

滋賀県 1

（平成25年10月15日現在）
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HOME 宝ニュース H25年11月号（第797号） 大阪・宝くじドリーム館で「数字選択式宝くじ」の抽せん会を開催

大阪・宝くじドリーム館で「数字選択式宝くじ」の抽せん会を開
催

11月25日（月）から11月29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。

ナンバーズ3とナンバーズ4

第3768回～第3772回

ミニロト

第744回

ロト6

第816回、第817回

ロト7

第35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。
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