
ツイート 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H26年4月号（第802号）

バックナンバーはこちら 過去の記事はこちら

「還暦」を迎える全国自治宝くじ

～「全国自治宝くじ発売60周年記念くじ」を22日（火）から発売～

平成26年、宝くじとパ・リーグがバッテリーを組む？！

☆球春に新登場！「プロ野球　パ・リーグスクラッチ」

～「プロ野球　パ・リーグスクラッチ　開幕編　トリプルマッチ」(全国)を15日（火）まで

発売～

～「プロ野球　パ・リーグスクラッチ　スター選手編 1　ラッキー3」 (4ブロック)を16日（水）から発売～

～「プロ野球　パ・リーグスクラッチ　マスコット編 1　タテ・ヨコ・ナナメ」（全国）を30日（水）から発売～

☆「ロト7」スペシャルムービーを特設サイト等で放映

～パ・リーグ各球団のバッテリーが登場、その他イベントも実施予定～

好評発売中！豪華賞金の「春爛漫くじ」

～各ブロックで15日（火）まで発売～

平成26年度の宝くじ「幸運の女神」が決定

～6名の新しい「幸運の女神」のプロフィールを紹介します～

「グリーンジャンボ宝くじ」の抽せん会を開催

5月のアトラクション付き抽せん会

5月の「東西宝くじドリーム館」のイベント（入場無料）

支払期限間近の当せん番号（250万円以上)

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



5月の発売予定

5月号のご案内

～5月9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 H26年4月号（第802号） 「還暦」を迎える全国自治宝くじ

発売期間：

抽せん日：

抽せん会場：

発売価格：

支払開始日：

「還暦」を迎える全国自治宝くじ

「第1回全国自治宝くじ」が発売されたのは昭和29年12月1日です。それから数えて今年は「60周年」となり

ます。言わば「還暦」を迎えるわけですが、これを記念して「全国自治宝くじ発売60周年記念くじ」（第658回

全国自治宝くじ）が22日（火）から全国で発売されます。

発売は5月7日（水）までで、抽せんは5月9日（金）となっています。

「記念くじ」にふさわしく、賞金条件も豪華で、1等と前後賞合わせて「1億5,000万円」です。また、特別賞

「ありがとう60年賞」（60万円）もあり、こちらも楽しみですね。

賞金条件は次のとおりです。

「全国自治宝くじ発売60周年記念くじ」(第658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 2本

1等の前後賞 25,000,000円 4本

1等の組違い賞 100,000円 278本

2等 3,000,000円 14本

3等 50,000円 1,400本

4等 10,000円 14,000本

5等 2,000円 140,000本

6等 200円 1,400,000本

ありがとう60年賞 600,000円 280本

平成26年4月22日（火）～平成26年5月7日（水）

平成26年5月9日（金）

東京 宝くじドリーム館

1枚200円

平成26年5月14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



この「全国自治宝くじ発売60周年記念くじ」の図柄ですが、「第1回全国自治宝くじ」の宝くじ券と、60年前に

開催されたこの宝くじの抽せん会をイメージした会場風景とが組み合わされて描かれています。

60年前の時代に思いを馳せながら、豪華な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

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4月号（第802号） 平成26年、宝くじとパ・リーグがバッテリーを組む？！

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、宝くじとパ・リーグがバッテリーを組む？！

☆球春到来！3月28日（金）からプロ野球のパ・リーグの公式戦が開幕しましたが、そのパ・リーグを図柄

のテーマにしたスクラッチが4月から新登場しました。

その名も「プロ野球　パ・リーグスクラッチ」です。

今月は全国自治宝くじから2つ、各ブロック宝くじから1つ、計3つのスクラッチが発売されます。

「プロ野球　パ・リーグスクラッチ　開幕編　トリプルマッチ」(全国)

まずは、1日（火）から全国で発売中の「プロ野球　パ・リーグスクラッチ　開幕編　トリプルマッチ」（第657回

全国自治宝くじ）で、発売は15日（火）までです。1等の当せん金額が2,000万円という豪華なスクラッチで、

開幕を彩っています。

賞金条件は次のとおりです。

「プロ野球 パ・リーグスクラッチ 開幕編　トリプルマッチ」　

(第657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 15本

2等 1,000,000円 60本

3等 50,000円 600本

4等 5,000円 75,000本

5等 500円 589,200本

6等 200円 1,500,000本

平成26年4月1日（火）～平成26年4月15日（火）

-

-

1枚200円

平成26年4月1日（火）

遊び方は次のようになっています。

券面左側にある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。

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



なお、券面の図柄は2種類で、パ・リーグ6球団それぞれの「ペットマーク」が3球団ずつ紹介されています。

「プロ野球　パ・リーグスクラッチ　スター選手編 1　ラッキー3」(4ブロック)

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

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



西日本/ポスター

次に、各ブロックで16日（水）から発売するのは「プロ野球　パ・リーグスクラッチ　スター選手編 1　ラッキ

ー3」で、発売は29日（火）までです。

東京都宝くじ

東京都宝くじ

関東・中部・東北自治宝くじ

関東・中部・東北自治宝くじ

近畿宝くじ



発売期間：

抽せん日：

抽せん会場：

発売価格：

支払開始日：

近畿宝くじ

西日本宝くじ

西日本宝くじ

こちらの図柄も各ブロックごとに2種類ありますので、合計8種類の図柄を是非お楽しみ下さい。

賞金条件は次のとおりです。

「プロ野球 パ・リーグスクラッチ スター選手編 1 ラッキー3」

(第2247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 30本

3等 50,000円 60本

4等 1,000円 9,060本

5等 200円 150,000本

完封賞 10,000円 7,500本

平成26年4月16日（水）～平成26年4月29日（火）

-

-

1枚200円

平成26年4月16日（水）

「プロ野球 パ・リーグスクラッチ スター選手編 1 ラッキー3」

(第2309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 1,000,000円 65本

2等 100,000円 130本

3等 50,000円 260本

4等 1,000円 39,260本

5等 200円 650,000本

完封賞 10,000円 32,500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：

平成26年4月16日（水）～平成26年4月29日（火）

-

-

1枚200円

平成26年4月16日（水）

「プロ野球 パ・リーグスクラッチ スター選手編 1 ラッキー3」

(第2426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 20本

2等 100,000円 40本

3等 50,000円 80本

4等 1,000円 12,080本

5等 200円 200,000本

完封賞 10,000円 10,000本

平成26年4月16日（水）～平成26年4月29日（火）

-

-

1枚200円

平成26年4月16日（水）

「プロ野球 パ・リーグスクラッチ スター選手編 1 ラッキー3」

(第2117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 50本

3等 50,000円 100本

4等 1,000円 15,100本

5等 200円 250,000本

完封賞 10,000円 12,500本

平成26年4月16日（水）～平成26年4月29日（火）

-

-

1枚200円

平成26年4月16日（水）

今回登場する“スター選手”は、各球団を代表する投手でもあることから、各ブロックとも、特別賞として、

「完封賞」（1万円）があります。

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、出た文字が説明文通りになれば「当たり」で、その文字に応じて当せ

ん金が受け取れます。または赤ワクの中に「グラブ」のイラストが1個出れば、特別賞「完封賞」（1万円）の

「当たり」です。

「プロ野球　パ・リーグスクラッチ　マスコット編 1　タテ・ヨコ・ナナメ」(全国)



発売期間：

抽せん日：

抽せん会場：

発売価格：

支払開始日：

3つ目に、30日（水）から全国で発売するのは、「プロ野球　パ・リーグスクラッチ　マスコット編 1　タテ・ヨ

コ・ナナメ」(第659回全国自治宝くじ)です。発売は5月13日(火)までです。こちらも1等の当せん金が1,000

万円という豪華なスクラッチとなっています。

賞金条件は次のとおりです。

「プロ野球 パ・リーグスクラッチ マスコット編 1　タテ・ヨコ・ナナメ」

(第659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 10,000,000円 23本

2等 1,000,000円 46本

3等 10,000円 2,300本

4等 5,000円 57,500本

5等 1,000円 228,160本

6等 200円 1,150,000本

平成26年4月30日（水）～平成26年5月13日（火）

-

-

1枚200円

平成26年4月30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。

こちらの図柄も2種類で、パ・リーグ6球団それぞれの「マスコット」が3球団ずつ紹介されています。

☆「プロ野球　パ・リーグスクラッチ」の発売とともに、パ・リーグ選手が登場する、数字選択式宝くじ「ロト7」

スペシャルムービーを、「パ・リーグ特設サイト」（http ://specia l .paci f ic league. jp/ loto7/）、および1日

（火）から公式戦終了までのパ・リーグ主催全試合開始前の球場にて、それぞれ放映します。これは、各チ

ームのバッテリーが出演する、「ロト7」の数字選びを巡るユーモラスな内容になっていますので、是非、ご



覧ください。 

また、パ・リーグ公式戦のうち各チーム主催の2試合ずつ（計12試合）において、選手のサイン入りユニフォ

ームやボールが当たる、「ロト7抽せんイベント」を行います。こちらの日程等の詳細につきましても、「パ・リ

ーグ特設サイト」にてお知らせいたしますので、是非、ご確認ください。

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 H26年4月号（第802号） 好評発売中！豪華賞金の「春爛漫くじ」

好評発売中！豪華賞金の「春爛漫くじ」

春を彩る「春爛漫くじ」が現在発売中です。発売期間は、いずれも1日（火）から15日（火）までで、抽せん日

は17日（木）です。

各ブロック宝くじとも1等賞金は8,000万円で、これに前後賞として各1,000万円がつき、1等と前後賞合わせ

て「1億円」という豪華さです。

またいずれにも、特別賞の「春爛漫賞」（1万円）があります。

東京都宝くじ

関東・中部・東北自治宝くじ

近畿宝くじ

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：

発売期間：

抽せん日：

抽せん会場：

発売価格：

支払開始日：

西日本宝くじ

また、各ブロックの宝くじ券の図柄も、咲き誇る桜の風景をモチーフにしており、まさに“春爛漫”となってい

ます。

賞金条件は次のとおりです。

「春爛漫くじ」(第2245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 80,000,000円 1本

1等の前後賞 10,000,000円 2本

1等の組違い賞 100,000円 34本

2等 10,000,000円 2本

3等 100,000円 70本

4等 30,000円 350本

5等 1,000円 35,000本

6等 200円 350,000本

春爛漫賞 10,000円 7,000本

平成26年4月1日（火）～平成26年4月15日（火）

平成26年4月17日（木）

東京 宝くじドリーム館

1枚200円

平成26年4月22日（火）

「春爛漫くじ」(第2307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 80,000,000円 2本

1等の前後賞 10,000,000円 4本

1等の組違い賞 100,000円 178本

2等 10,000,000円 9本

3等 100,000円 90本

4等 50,000円 900本

5等 1,000円 90,000本

6等 200円 900,000本

春爛漫賞 10,000円 18,000本

平成26年4月1日（火）～平成26年4月15日（火）

平成26年4月17日（木）

BSNラジオ第1スタジオ（新潟市）

1枚200円

平成26年4月22日（火）

「春爛漫くじ」(第2424回近畿宝くじ)の当せん金・本数

等級等 当せん金 本数

1等 80,000,000円 1本

1等の前後賞 10,000,000円 2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：

1等の組違い賞 100,000円 29本

2等 10,000,000円 3本

3等 100,000円 90本

4等 30,000円 300本

5等 1,000円 30,000本

6等 200円 300,000本

春爛漫賞 10,000円 3,000本

平成26年4月1日（火）～平成26年4月15日（火）

平成26年4月17日（木）

みずほ銀行 大阪中央支店

1枚200円

平成26年4月22日（火）

「春爛漫くじ」(第2115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 80,000,000円 1本

1等の前後賞 10,000,000円 2本

1等の組違い賞 100,000円 34本

2等 10,000,000円 3本

3等 100,000円 105本

4等 50,000円 700本

5等 1,000円 35,000本

6等 200円 350,000本

春爛漫賞 10,000円 3,500本

平成26年4月1日（火）～平成26年4月15日（火）

平成26年4月17日（木）

みずほ銀行 福岡支店

1枚200円

平成26年4月22日（火）

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4月号（第802号） 平成26年度の宝くじ「幸運の女神」が決定

平成26年度の宝くじ「幸運の女神」が決定

平成26年度の宝くじ「幸運の女神」（6名）が、全国からご応募いただいた1,029名の中から選ばれました。

任期は今年4月から来年3月までの1年間で、この期間に、全国各地で行われる宝くじに関する各種のイベ

ントのお手伝いや、宝くじの抽せん会での司会のアシスタントなどで活躍します。また、宝くじの証票図柄等

にも登場して、宝くじファンの皆さまへ、「たくさんの幸運と大きな夢」をお届けする橋渡し役をつとめます。

これからの1年間、どうぞよろしくお願いいたします。

平成26年度の宝くじ「幸運の女神」（6名）のプロフィールは次のとおりです。

新居　史麻（あらい　しま）・26歳

在住地 東京都

趣味・スポーツ 舞台鑑賞・温泉旅行、フィールドアスレチック・舞踊全般・スキー・卓球

抱負
1枚1枚の宝くじと、それを手にしてくださる宝くじファンの皆さま1人1人との架け橋と

なれるよう、笑顔と感謝の気持ちを大切にし、心を込めて活動していきます。

寺脇　佳子（てらわき　よしこ）・27歳

在住地 大阪府

趣味・スポーツ お菓子作り・読書・手紙を書くこと・ドライブ、水泳・バレーボール・スポーツ観戦

抱負

「女神に出会えて元気になった。幸せになった」と言っていただけるように、明るい

笑顔をお届けします。根っからの宝くじファンですので、宝くじの魅力を一生懸命PR

します。全国の皆さま、夢をかなえましょう！！

お会いできることを楽しみにしています。

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



栃村　彩実（とちむら　あやみ）・24歳

在住地 栃木県

趣味・スポーツ お菓子作り・旅行・ネイルアート、ウォーキング

抱負
いつも明るく笑顔で、全国の皆さまに夢と幸運をお届けします。1年間、よろしくお願

いいたします。

庭木　櫻子（にわき　さくらこ）・21歳

在住地 熊本県

趣味・スポーツ 日本舞踊・箏の演奏、水泳・サイクリング

抱負
出会った皆さまに、幸せな気持ちになっていただけるよう、明るい笑顔で頑張りま

す。どうぞよろしくお願いいたします。

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



福辺　蓉都（ふくべ　ようこ）・23歳

在住地 奈良県

趣味・スポーツ 舞台鑑賞・映画鑑賞、創作ダンス・ボウリング

抱負
いつも笑顔で全国の皆さまに夢と幸運を届けられるよう、元気一杯頑張ります。どう

ぞよろしくお願いいたします。

村上　涼子（むらかみ　りょうこ）・24歳

在住地 愛知県

趣味・スポーツ ピアノ・作曲、ソフトテニス

抱負

宝くじファンの皆さまはもちろん、宝くじを購入されたことがない方にも興味を持って

いただき夢が届けられるよう、明るく元気に頑張ります。

一年間、どうぞよろしくお願いいたします。
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ツイート 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H26年4月号（第802号） 「グリーンジャンボ宝くじ」の抽せん会を開催

「グリーンジャンボ宝くじ」の抽せん会を開催

1等・前後賞合わせて5億円で人気を博した「グリーンジャンボ宝く

じ」（第655回全国自治宝くじ）の抽せん会が3月14日（金）に福島

県の福島市公会堂で開催されました。

当日は会場前に「大きな幸運をわが手に…」と期待に胸をふくらま

せた宝くじファンの長い列ができ、午前11時15分に開場。同45分

に舞台の幕が上がり、抽せん会が始まりました。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。司会者からこの

日の立会人の紹介が終わるや、さっそく抽せんの開始です。7等

300円の抽せんに始まり、テンポよく進んで2等1,000万円の当せ

ん番号4つを決定したところで、第一部が終了です。

午後12時34分に再び幕が上がり、第ニ部の始まりです。残すは1

等3億円の当せん番号を1つ決める抽せんのみで、ここからはNHKのBSプレミアムのテレビ中継放送も始

まります。抽せんを前に特別ゲストが舞台上手から登場しました。この日の抽せん会終了後のアトラクショ

ンに出演するソプラノのオペラ歌手・森麻季さんです。そして、森さんが抽せんのお手伝いをしてくれること

になり、「千位」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。

準備が整い、ハイテンポの音楽に合わせて7台の抽せん機の風車盤が回ります。フル回転の次の瞬間、矢

が一斉に発射され、決まりました。司会者がゆっくりと1等の当せん番号を読みあげます。「88組の187472

番」。これで、抽せん会は終了です。

会場の皆さんは、このあとアトラクションとして「N響メンバーによる弦楽四重奏コンサート」を楽しみました。
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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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HOME 宝ニュース H26年4月号（第802号） 5月のアトラクション付き抽せん会

5月のアトラクション付き抽せん会

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

5月15日

（木）

関中東

第2310回

TVI

テレビ岩手

盛岡劇場

メインホール

（盛岡市）

12:00 15:55～16:50 大石 まどか

※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
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5月の「東西宝くじドリーム館」のイベント（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

5月14日(水)

12:00

～

12:50

ランチタイム・スペシャルコンサート

エンジョイ！カントリーソング
山下 直子

5月19日（月）

12:00

～

13:00

ラジオ日本公開番組(歌謡ショー)

冠 二郎

秋岡 秀治

大石 まどか

谷 龍介

みなみ あい

5月21日（水）

12:00

～

13:00

宝くじプレミアム・クラシック・コンサート

名曲コンサート

～夢にのせて歌うヴァイオリン～

北島 佳奈(ヴァイオリン)

加地 美秀子(ピアノ)

5月19日（月）

～6月4日(水)
 

特別パネル展

おめで当せん劇場

～高額当せんエピソード12選～

高額当せんエピソード12選

マンガ やく みつる

大阪・宝くじドリーム館

月日 時間 テーマ 出演者等

5月22日（木）

12:00

～

13:00

宝くじプレミアム・クラシック・コンサート

新緑のハーモニー

～宝くじドリーム館でシンフォニー！～

ピアノデュオ・ドゥオール

 藤井 隆史

 白水 芳枝

5月23日（金）

12:00

～

13:00

ラジオ関西公開番組(歌謡ショー)

水田 竜子

川野 夏美

坂井 一郎

ジェニファー

5月24日（土）

12:15

～

13:00

ランチタイム・ドリームコンサート

BE IN VOICES

～アカペラ～声で紡ぐ上質なひととき

BE IN VOICES

(アカペラグループ)

5月1日（木）

～5月16日(金)
 

特別パネル展

おめで当せん劇場

～高額当せんエピソード12選～

高額当せんエピソード12選

マンガ やく みつる

特別パネル展で「やくみつる氏サイン入り色紙」を抽せんでプレゼント！

上記にご案内の通り、特別パネル展で、「高額当せんエピソード12選」を、東西の宝くじドリーム館で開

催いたします。

12種類のパネルの中で「一番印象に残ったエピソード」をご投票いただき、一番投票数の多いエピソード

(パネル)をお選びいただいた方の中から抽せんにより、東京、大阪各3名の方に「やくみつる氏直筆のサ

イン入り色紙」をプレゼントいたします。ぜひご来館いただき、奮ってご投票ください。

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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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4月号（第802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）

5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。（3月3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

26.5.13 関中東 2276 1等 10,000,000 09 101283 神奈川県 1
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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




