
ツイート 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H26年2月号（第800号）

バックナンバーはこちら 過去の記事はこちら

「グリーンジャンボ宝くじ」を14日（金）から発売

～1等・前後賞合わせて5億円！～

今月発売の2つのスクラッチ（4ブロック）

～「ちびまる子ちゃんスクラッチ　バレンタイン編　ペアマッチ」を5日（水）から発売～

～「ちびまる子ちゃんスクラッチ　ひなまつり編　タテ・ヨコ・ナナメ」を19日（水）から

発売～

「年末ジャンボ宝くじ」と「年末ジャンボミニ7000万」の抽せん会を華やかに開催

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

3月のアトラクション付き抽せん会

3月の「東西宝くじドリーム館」のイベント

支払期限間近の当せん番号（250万円以上)

3月の発売予定

3月号のご案内

～3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

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 H26年2月号（第800号） 「グリーンジャンボ宝くじ」を14日（金）から発売

「グリーンジャンボ宝くじ」を14日（金）から発売

「グリーンジャンボ宝くじ」（第655回全国自治宝くじ）が、14日（金）から全国で一斉に発売されます。

この「グリーンジャンボ宝くじ」の1等賞金は3億円で、これに前後賞として各1億円がつき、1等と前後賞を

合わせて「5億円」という豪華さです。

発売は3月7日（金）までですので、お早めに、お買い求め下さい。

賞金条件は次のとおりです。

「グリーンジャンボ宝くじ」(第655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 17本

1等の前後賞 100,000,000円 34本

1等の組違い賞 100,000円 1,683本

2等 10,000,000円 68本

3等 1,000,000円 1,700本

4等 50,000円 34,000本

5等 10,000円 170,000本

6等 3,000円 1,700,000本

7等 300円 17,000,000本

発売総額510億円（17ユニット）の場合

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：

平成26年2月14日（金）～平成26年3月7日（金）

平成26年3月14日（金）

福島市公会堂（福島県）

1枚300円

平成26年3月19日（水）

抽せん日は3月14日（金）で、抽せん会は福島市公会堂（福島県）で行われます。

また、当日の模様はNHKのBSプレミアムで中継放送される予定です。

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 H26年2月号（第800号） 今月発売の2つのスクラッチ（4ブロック）

今月発売の2つのスクラッチ（4ブロック）

宝くじファンの皆さまに好評をいただいている「ちびまる子ちゃんスクラッチ」ですが、今月は4ブロックから2

つずつ、お届けします。

「ちびまる子ちゃんスクラッチ　バレンタイン編　ペアマッチ」

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

まずは5日（水）から発売になる「ちびまる子ちゃんスクラッチ　バレンタイン編　ペアマッチ」（4ブロック）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 バレンタイン編（ペアマッチ）」

(第2240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 24本

2等 10,000円 300本

3等 500円 30,120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：

4等 200円 150,000本

バレンタイン賞 5,000円 15,000本

平成26年2月5日（水）～平成26年2月18日（火）

-

-

1枚200円

平成26年2月5日（水）

「ちびまる子ちゃんスクラッチ バレンタイン編（ペアマッチ）」

(第2301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 96本

2等 10,000円 1,200本

3等 500円 106,620本

4等 200円 600,000本

バレンタイン賞 5,000円 60,000本

平成26年2月5日（水）～平成26年2月18日（火）

-

-

1枚200円

平成26年2月5日（水）

「ちびまる子ちゃんスクラッチ バレンタイン編（ペアマッチ）」

(第2419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 32本

2等 10,000円 400本

3等 500円 43,280本

4等 200円 200,000本

バレンタイン賞 5,000円 20,000本

平成26年2月5日（水）～平成26年2月18日（火）

-

-

1枚200円

平成26年2月5日（水）

「ちびまる子ちゃんスクラッチ バレンタイン編（ペアマッチ）」

(第2109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 48本

2等 10,000円 600本

3等 500円 65,280本

4等 200円 300,000本

バレンタイン賞 5,000円 30,000本

平成26年2月5日（水）～平成26年2月18日（火）

-

-

1枚200円

平成26年2月5日（水）



遊び方は次のようになっています。

券面左側にある「A～C」の赤ワクの中をすべて削ってください。それぞれの赤ワクの中で、同じ絵柄が2個

ならべば「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、赤ワクの中に「ハートチョコ」のイ

ラストが1個出れば「バレンタイン賞」（5,000円）が「当たり」ます。

「ちびまる子ちゃんスクラッチ　ひなまつり編　タテ・ヨコ・ナナメ」

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

西日本/ポスター

次に、19日（水）から発売されるのは「ちびまる子ちゃんスクラッチ　ひなまつり編　タテ・ヨコ・ナナメ」（4ブ

ロック）です。



発売期間：

抽せん日：

抽せん会場：

発売価格：

支払開始日：

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 ひなまつり編（タテ・ヨコ・ナナメ）」

(第2241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

まるちゃん姉妹賞 3,000円 15,000本

平成26年2月19日（水）～平成26年3月4日（火）

-

-

1枚200円

平成26年2月19日（水）

「ちびまる子ちゃんスクラッチ ひなまつり編（タテ・ヨコ・ナナメ）」

(第2303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



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 3,000,000円 52本

2等 100,000円 221本

3等 30,000円 1,105本

4等 10,000円 4,927本

5等 200円 650,000本

まるちゃん姉妹賞 3,000円 65,026本

平成26年2月19日（水）～平成26年3月4日（火）

-

-

1枚200円

平成26年2月19日（水）

「ちびまる子ちゃんスクラッチ ひなまつり編（タテ・ヨコ・ナナメ）」

(第2420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

まるちゃん姉妹賞 3,000円 15,000本

平成26年2月19日（水）～平成26年3月4日（火）

-

-

1枚200円

平成26年2月19日（水）

「ちびまる子ちゃんスクラッチ ひなまつり編（タテ・ヨコ・ナナメ）」

(第2111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 2,095本

5等 200円 250,000本

まるちゃん姉妹賞 3,000円 25,000本

平成26年2月19日（水）～平成26年3月4日（火）

-

-

1枚200円

平成26年2月19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。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、赤ワクの中に「まるちゃん」と「お姉ち

ゃん」の顔のイラストが1個ずつならんで出れば、特別賞の「まるちゃん姉妹賞」（3,000円）が「当たり」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





ツイート 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H26年2月号（第800号） 「年末ジャンボ宝くじ」と「年末ジャンボミニ7000万」の抽せん会を開催

「年末ジャンボ宝くじ」と「年末ジャンボミニ7000万」の抽せん
会を華やかに開催

「1等・前後賞合わせて7億円！」というジャンボ宝くじ史上最高賞金額で評判を呼んだ昨年の「年末ジャン

ボ宝くじ」（第651回全国自治宝くじ）と、同時発売で注目された「年末ジャンボミニ7000万」（第652回全国

自治宝くじ）は大好評のうちに発売を終了。そして、その抽せん会が、全国の宝くじファンの熱い期待を集

めて、大みそかの12月31日に東京都港区の赤坂ACTシアターで開催されました。

当日は天気にも恵まれ、会場入り口には早朝から宝くじファンの長い列ができました。

午前10時50分の開場とともに、場内はたちまち多くの宝くじファンで埋め尽くされ、午前11時20分、大きな

拍手とともに舞台の幕が上がり、抽せん会が始まりました。

開会のあいさつに続き、司会者がこの日の立会人として2013年度ミス日本グランプリの鈴木恵梨佳さんら

4人を舞台上で紹介。

皆さんが席に着いたところで、いよいよ第一部、「年末ジャンボミニ7000万」の抽せんの開始です。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。末等である6等300円の抽せんから5等7,000

円、4等7万円、3等70万円、2等700万円と「7」にちなんだ賞金額の当せん番号が次々と決定。最後に1等

7,000万円の当せん番号1つを抽せん。「組下1ケタ6組105112」と決定したところで、第一部は終了しまし

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



午後12時15分から第二部の「年末ジャンボ宝くじ」の抽せんが始まり、末等の4等300円の抽せんから3等

3,000円、そして2等100万円の当せん番号を3つ決定し、終了しました。

本日のクライマックス、第三部は午後12時40分に始まりました。

残すは、「大晦日特別賞」（5万円）の抽せんと、1等5億円の抽せんとなり、場内の熱気が一気に高まりま

す。

最初に「大晦日特別賞」の当せん番号3つが抽せんされ、残すは最後、1等の抽せんのみとなりました。

この時、舞台上に「夫婦デュオ」として有名なチェリッシュの2人、松崎好孝さんと松崎悦子さんが登場。2人

には抽せんのお手伝いをしていただくことになり、好孝さんには「千位」、悦子さんには「百位」の抽せん機

の矢の発射ボタンを押してもらうことになりました。

準備の整ったところで、1等5億円の当せん番号の抽せんの開始です。軽快な音楽にのせて7台の抽せん

機の風車盤が回ります。ハイテンポの音楽に合わせて、風車盤の回転スピードが早まり、最高潮に達した

次の瞬間、一斉に抽せん機の矢が放たれて、1等5億円の当せん番号が決まりました。

「年末ジャンボ宝くじ」の1等の当せん番号が「23組130916」と決まったところで、抽せん会は終了しまし

た。

会場の皆さんは、このあと、アトラクションとして、チェリッシュが出演の「チェリッシュ　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。

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 H26年2月号（第800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

2月17日（月）から2月21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。

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 H26年2月号（第800号） 3月のアトラクション付き抽せん会

3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

3月14日

（金）

全国

第655回

福島市公会堂

（福島市）
11:15

BSプレミアム

12:35

～

12:45

（予定）

N響メンバー（4名）・

森麻季

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

3月25日

（火）

関中東

第2305回

BBT

富山テレビ

富山県教育文化会館

（富山市）
11:30

15:35

～

16:29

Wコロン

3月25日

（火）

近畿

第2422回

TVO

テレビ大阪

テレビ大阪

第一スタジオ

（大阪市）

12:00

16:00

～

16:52

清水アキラ

※諸事情により、内容が変更となる場合があります。

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

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 H26年2月号（第800号） 3月の「東西宝くじドリーム館」のイベント

3月の「東西宝くじドリーム館」のイベント

東京・宝くじドリーム館

月日 時間 テーマ 出演者等

3月19日（水）

12:00

～

13:00

ランチタイム・スペシャルコンサート

～仲道郁代宝くじスペシャルコンサート～

仲道 郁代(ピアノ)

小野 明子(ヴァイオリン)

唐津 健(チェロ)

大阪・宝くじドリーム館

月日 時間 テーマ 出演者等

3月8日（土）

12:15

～

13:00

ランチタイム・ドリーム・コンサート

胡弓とギターの調べ

～日本の伝統楽器、胡弓とギターのデュオ！～

音緒ストリングス

 岸本 耕誌(ギター)

 梅若 晶子(胡弓)

3月20日（木）

16:00

～

17:00

トワイライト・スペシャルガラコンサート

礒 絵里子(ヴァイオリン)

田村 緑(ピアノ)

沢崎 恵美(ソプラノ)

吉川 健一(バリトン)

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 H26年2月号（第800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）

3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。（1月14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

26.3.4 関中東 2268

1等 20,000,000

26

126884 北海道 1

1等前後賞 5,000,000

126883 北海道 1

126885 北海道 1

26.3.20 全国 636

1等前後賞、7等 100,000,300 03 124331

岐阜県 1

東京都 1

2等 10,000,000 83 187348

広島県 1

大阪府 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

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
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