
ツイート 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H26年6月号（第804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！」

～“でっかく当たる”「サマージャンボ」と

“たくさん当たる”新登場の「サマージャンボミニ6000万」、

7月4日（金）から全国で同時発売 ～

今月発売の2つのスクラッチ

～「プロ野球　パ・リーグスクラッチ　スター選手編 3　ストラックアウト」(4ブロック)を

11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 2　ラッキー3」（全国）を25日（水）

から発売～

1等・前後賞合わせて、豪華1億円！

～「幸運の女神くじ」（4ブロック）が18日（水）から華やかに登場～

“2つのドリーム”の発売初日に記念イベントを開催

「平成25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」を開催

～“2つのドリーム”の発売を記念して～

7月のアトラクション付き抽せん会

7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)

7月の発売予定

7月号のご案内

～7月7日（月）に掲載予定です～

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



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6月号（第804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：

「2つのサマーで、ステキな予感！」

まず1つ目の“サマー”、「サマージャンボ宝くじ」（市町村振興・第663回全国自治宝くじ）が、いよいよ、7月

4日（金）から全国で一斉に発売開始となります。

今回の“でっかく当たる”「サマージャンボ宝くじ」は、1等・前後賞合わせた賞金額が、サマージャンボ宝くじ

史上最高の「6億円」となっています。

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663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 400,000,000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 10,000,000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

発売総額780億円（26ユニット）の場合

平成26年7月4日（金）～平成26年7月25日（金）

平成26年8月5日（火）

NHK大阪ホール

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300円

平成26年8月11日（月）

もう1つの“サマー”は新登場の「サマージャンボミニ6000万」（市町村振興・第664回全国自治宝くじ）で、

「サマージャンボ宝くじ」と同じく7月4日（金）から7月25日（金）まで、全国で一斉に同時発売されます。

そのネーミングの通り、1等賞金は6,000万円で、当せん本数が90本（発売総額270億円・9ユニットの場

合）もあることから、まさに、“たくさん当たる”「サマージャンボミニ6000万」となっています。

賞金条件は次のとおりです。

「サマージャンボミニ6000万」(市町村振興・第664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 60,000,000円 90本

2等 6,000,000円 180本

3等 600,000円 1,800本

4等 60,000円 18,000本

5等 6,000円 180,000本

6等 300円 9,000,000本

発売総額270億円（9ユニット）の場合

平成26年7月4日（金）～平成26年7月25日（金）

平成26年8月5日（火）

NHK大阪ホール

1枚300円

平成26年8月11日（月）

“でっかく当たる”「サマージャンボ宝くじ」と“たくさん当たる”「サマージャンボミニ6000万」。

このように魅力たっぷりの“2つのサマー”を、それぞれお買い求めいただき、“真夏の夢”を是非、お楽しみ

ください。

“2つのサマー”、「サマージャンボ宝くじ」（市町村振興・第663回全国自治宝くじ）と「サマージャンボミニ

6000万」（市町村振興・第664回全国自治宝くじ）の抽せんはともに8月5日（火）、大阪市の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。

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6月号（第804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

「プロ野球　パ・リーグスクラッチ　スター選手編 3 ストラックアウト」（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

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、各ブロックで11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 3 ストラ

ックアウト」です。各ブロックともに1等賞金は50万円で、発売は24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

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：

近畿宝くじ

西日本宝くじ

西日本宝くじ

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 3　ストラックアウト」

(第2252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 50,000円 60本

3等 10,000円 300本

4等 500円 17,880本

5等 200円 150,000本

完投賞 5,000円 15,000本

平成26年6月11日（水）～平成26年6月24日（火）

-

-

1枚200円

平成26年6月11日（水）

「プロ野球 パ・リーグスクラッチ スター選手編 3　ストラックアウト」

(第2314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 120本

2等 50,000円 240本

3等 10,000円 1,200本

4等 500円 71,520本

5等 200円 600,000本

ベストピッチング賞 5,000円 60,000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6月11日（水）～平成26年6月24日（火）

-

-

1枚200円

平成26年6月11日（水）

「プロ野球 パ・リーグスクラッチ スター選手編 3　ストラックアウト」

(第2431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 30本

2等 50,000円 60本

3等 10,000円 300本

4等 500円 17,880本

5等 200円 150,000本

ベストピッチング賞 5,000円 15,000本

平成26年6月11日（水）～平成26年6月24日（火）

-

-

1枚200円

平成26年6月11日（水）

「プロ野球 パ・リーグスクラッチ スター選手編 3　ストラックアウト」

(第2122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 50本

2等 50,000円 100本

3等 10,000円 500本

4等 500円 29,800本

5等 200円 250,000本

ベストピッチング賞 5,000円 25,000本

平成26年6月11日（水）～平成26年6月24日（火）

-

-

1枚200円

平成26年6月11日（水）

今回は「スター選手編」の3回目で、宝くじ券に登場するスター選手は、パ・リーグ各球団を代表する投手で

もあることから、特別賞（5,000円）として、「完投賞」（東京都）、「ベストピッチング賞」（その他3ブロック）が

あります。

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り、そこから「（野球の）ボール」のイラストが、5カ所以上出れば「当

たり」で、その出た数によって、当せん金が受け取れます。また、赤ワクの中から「キャップ」（野球帽）のイ

ラストが1個出れば特別賞（5,000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 2　ラッキー3」（全国）



発売期間：

抽せん日：

抽せん会場：

発売価格：

支払開始日：

25日（水）から発売されるのは「プロ野球　パ・リーグスクラッチ　マスコット編 2　ラッキー3」です。1等賞金

は777万円で、発売は7月8日(火)までです。

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 2　ラッキー3」

(第662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 7,770,000円 23本

2等 100,000円 529本

3等 10,000円 1,472本

4等 5,000円 57,500本

5等 1,000円 280,370本

6等 200円 1,150,000本

平成26年6月25日（水）～平成26年7月8日（火）

-

-

1枚200円

平成26年6月25日（水）

今回は「マスコット編」の2回目で、宝くじ券の図柄は各球団のマスコットが、“投げて”、“打って”、“走っ

て”いる姿がデザインされています。

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、出た絵柄が説明文の通りになれば「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 H26年6月号（第804号） 1等・前後賞合わせて、豪華1億円！

1等・前後賞合わせて、豪華1億円！

全国の宝くじファンの皆さまに初夏の訪れをお知らせする、「幸運の女神くじ」（4ブロック）を、18日（水）か

ら発売します。

宝くじ券の図柄には、今年度の宝くじ「幸運の女神」が“華やか”に登場しています。

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

各ブロックともに、1等・前後賞合わせて「1億円」という豪華さです。また、それぞれに、ネーミングにちなん

だ特別賞「幸運の女神賞」（10,000円）があります。

賞金条件は次のとおりです。

「幸運の女神くじ」(第2253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 24本

2等 1,000,000円 5本

3等 100,000円 50本

4等 30,000円 500本

5等 1,000円 25,000本

6等 200円 250,000本

幸運の女神賞 10,000円 2,500本

平成26年6月18日（水）～平成26年7月1日（火）

平成26年7月3日（木）

東京 宝くじドリーム館

1枚200円

平成26年7月8日（火）

「幸運の女神くじ」(第2315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 138本

2等 1,000,000円 14本

3等 100,000円 140本

4等 30,000円 1,400本

5等 1,000円 70,000本

6等 200円 700,000本

幸運の女神賞 10,000円 14,000本

平成26年6月18日（水）～平成26年7月1日（火）

平成26年7月3日（木）

三重テレビ放送本社第一スタジオ（三重県）

1枚200円

平成26年7月8日（火）

「幸運の女神くじ」(第2432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

1等の組違い賞 100,000円 24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：

2等 1,000,000円 5本

3等 100,000円 50本

4等 30,000円 500本

5等 1,000円 25,000本

6等 200円 250,000本

幸運の女神賞 10,000円 2,500本

平成26年6月18日（水）～平成26年7月1日（火）

平成26年7月3日（木）

みずほ銀行 大阪中央支店

1枚200円

平成26年7月8日（火）

「幸運の女神くじ」(第2123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 29本

2等 1,000,000円 6本

3等 100,000円 60本

4等 30,000円 300本

5等 1,000円 30,000本

6等 200円 300,000本

幸運の女神賞 10,000円 6,000本

平成26年6月18日（水）～平成26年7月1日（火）

平成26年7月3日（木）

みずほ銀行 福岡支店

1枚200円

平成26年7月8日（火）

白いユニフォーム姿の女神の笑顔があふれる、ステキな予感に満ちた「幸運の女神くじ」です。

「4ブロック全種類購入」にチャレンジしてみては、いかがでしょうか。

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6月号（第804号） “2つのドリーム”の発売初日に記念イベントを開催

“2つのドリーム”の発売初日に記念イベントを開催

「ドリームジャンボ宝くじ」（第660回全国自治宝くじ）と「ドリームジャンボミニ5000万」（第661回全国自治宝

くじ）の発売初日の5月14日（水）に東京・数寄屋橋の西銀座チャンスセンター前で発売記念のイベントが開

催されました。

午前8時40分に開始されたイベントにかけつけてくれたのは、コンビのお笑い芸人で、いま人気の「NON

STYLE」（石田明さんと井上裕介さん）の2人です。司会者の紹介で元気に登場するや「ドリーム感を出す

ために工夫しているところ、見えないですか？蝶ネクタイにいっぱい星ついてるでしょ！」と自慢げな様子

の石田さん。これに対して「わからないですよ。あなたの細かいところまで見てないですよ！」とつれない反

応の井上さん。たちまち、観客の笑いを誘います。

また、宝くじ「幸運の女神」が宝くじ券（見本券）を大きくしたパネルを持って登場すると、「宝くじの図柄っ

て、毎回カワイイですよね。このままパネルにして飾っておいても良いぐらい。」と賞金以外の宝くじの魅力

についても語ってくれました。

さらに、司会者から宝くじにまつわるエピソードがあるかと聞かれ、昨年、芸人仲間10人で宝くじのグルー

プ買いをした話を披露。「みんなで鍋をしながら当せん番号調べをする予定が、その日、仕事で出席でき

ず、また、大当たりもなくて残念だったけれど、みんなで購入して楽しかった！」と笑顔で語ってくれました。

こうした2人に「もしも宝くじが当たったら？」というお題で、石田さんには5.5億円の夢を、井上さんには

5,000万円の夢を、パネルにイラストで描いてもらいました。その結果ですが、石田さんは、なんと「井上フ

ル整形」。その理由として「井上さんが男前になったら、もっと仕事が増えるのでは？ちょうど5.5億円かか

りそうだし。」と石田さんらしい回答。これに対して井上さんは、「弟が経営する居酒屋の2号店を出店した

い！」と、こちらは微笑ましい兄弟愛を感じさせるお話でした。

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



このあと2人は、今朝「ドリームジャンボ宝くじ」を買ったばかりという若い女性に、開運の応援をすることに

なりました。そこで、井上さんのトレードマークがタンクトップということもあって、2人からその女性に黄色の

「“開運”特製タンクトップ」がプレゼントされました。タンクトップには2人のサインとともに、井上さんが書い

た「夢はみるものではない、叶えるものなんだ」という井上さんらしいキザなメッセージも添えられていまし

た。

最後に「全国の宝くじファンの皆さまへ向けての応援メッセージを」と言われ、「チャンスは待つものではな

く、自分から行動してつかまえるものです！」と力強いメッセージの石田さん。井上さんは「夢をつかみまし

ょう！」と大きな声で叫びながら、右手のこぶしを高く突き上げて、全国にエールを送ってくれました。

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
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「平成25年度宝くじ長者白書」（前編）

みずほ銀行宝くじ部では、平成25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860人の結

果をまとめました。

これは「平成25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回に分け、6月号と7月号で紹介します。

性別

最初は当せん者の「性別」です。

  ◆ 男性 ・・・ 557人 （64.8％）

  ◆ 女性 ・・・ 303人 （35.2％）

年代

次は「年代」です。全体の年代を多い順に紹介しましょう。

  ① 「60歳～」 ・・・ 376人 （43.7％）

  ② 「50～59歳」 ・・・ 186人 （21.6％）

  ③ 「40～49歳」 ・・・ 162人 （18.8％）

  ④ 「30～39歳」 ・・・ 109人 （12.7％）

  ⑤ 「   ～29歳」 ・・・ 27人 （3.1％）

この「年代」別の比率の順序は、男性・女性とも同じでした。

イニシャル

「どのような名前の人が当たるのか？」

ちょっと気になるところですが、高額当せん者の「イニシャル」（※）を調べた結果は次のとおりです。男性と

女性の場合で紹介しましょう。

※「イニシャル」は「名前・姓」の順です。

  ◆ 男性 ・・・ トップは「Ｈ.Ｋ」さんでした。

例えば「カトウ・ヒロユキ」さん、「コウダ・ヒカル」さん等です。

  ◆ 女性 ・・・ トップは「Ｍ.Ｋ」さんでした。

例えば「カンダ・ミナコ」さん、「クボタ・マユミ」さん等です。

職業

高額当せん者の「職業」を見てみますと、以下のとおりです。

  ① 「会社員」 ・・・ 358人 ＝ 41.6%  （このうち男性274人・女性84人）

  ② 「無職」 ・・・ 152人 ＝ 17.7%  （このうち男性118人・女性34人）

  ③ 「主婦」 ・・・ 125人 ＝ 14.5%  

  ④ 「自営業」 ・・・ 96人 ＝ 11.2%  

このあとは⑤「その他」⑥「公務員」⑦「農業」等となっています。

宝くじの購入歴

高額当せん者に聞く「宝くじの購入歴」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

かを聞きました。結果は次のとおりです。

ただし、「無回答」24人（2.8％）は除きます。

  ① 「10年以上」 ・・・ 610人 （70.9％）

  ② 「5年以上10年未満」 ・・・ 108人 （12.6％）

  ③ 「1年以上5年未満」 ・・・ 65人 （7.6％）

  ④ 「1年未満」 ・・・ 38人 （4.4％）

  ⑤ 「今回が初めて」 ・・・ 15人 （1.7％）

購入頻度

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



高額当せん者の「購入頻度」です。どれくらいの頻度で宝くじを買っているのか、多い順に紹介します。

ただし、「無回答」165人・（19.2％）を除きます。

  ① 「ジャンボのみ」 ・・・ 295人 （34.3％）

  ② 「年数回」 ・・・ 202人 （23.5％）

  ③ 「ほぼ毎回」 ・・・ 86人 （10.0％）

  ④ 「月1回程度」 ・・・ 68人 （7.9％）

  ⑤ 「週1回程度」 ・・・ 44人 （5.1％）

購入枚数

高額当せん者は宝くじを「何枚ぐらい買っているのか？」も気になるところです。そこで「購入枚数」を聞きま

した。「全体」の結果と「男女別」の結果を多い順に紹介しましょう。

まず「全体」です。

ただし、「無回答」106人（12.3％）は除きます。

  ① 「10枚」 ・・・ 188人 （21.9％）

  ② 「30枚」 ・・・ 166人 （19.3％）

  ③ 「20枚～29枚」 ・・・ 116人 （13.5％）

  ④ 「50枚～99枚」 ・・・ 83人 （9.7％）

  ⑤ 「100枚以上」 ・・・ 65人 （7.6％）

  ⑥ 「31枚～49枚」 ・・・ 63人 （7.3％）

  ⑦ 「10枚未満」 ・・・ 43人 （5.0％）

  ⑧ 「11枚～19枚」 ・・・ 30人 （3.5％）

「男女別」で見た「購入枚数」のベスト3は次のとおりです。

ただし、それぞれの「無回答」は除きます。

  ◆ 男性 ・・・ ① 「30枚」 ・・・ 118人 （21.2％）

        ② 「10枚」 ・・・ 97人 （17.4％）

        ③ 「20枚～29枚」 ・・・ 65人 （11.7％）

  ◆ 女性 ・・・ ① 「10枚」 ・・・ 91人 （30.0％）

        ② 「20枚～29枚」 ・・・ 51人 （16.8％）

        ③ 「30枚」 ・・・ 48人 （15.8％）

以上が「平成25年度宝くじ長者白書」の「前編」です。「後編」は7月号で紹介する予定です。

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
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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」を開催

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「ドリームジャンボミニ5000万」の

同時発売を記念して、ラジオ公開番組の「ランチタイム・コンサート」、「歌謡ショー」、そして「特別パネル

展」等を開催しました。

5月14日（水）に、「東京・宝くじドリーム館」で開催された「ランチタイム・スペシャルコンサート」では、山下

直子、渡辺茂、岩河亜希子が出演。「エンジョイ！カントリーソング」と題したコンサートが開催され、来館者

は手拍子を交えながら楽しいひと時を過ごしました。

また、5月19日（月）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、

秋岡秀治、大石まどか、谷龍介、みなみあいの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。

歌の合間に宝くじ幸運の女神・新居史麻が出演し、「ドリームジャンボ宝くじ」と「ドリームジャンボミニ5000

万」の話題を披露しました。

5月21日（水）の「宝くじプレミアム・クラシック・コンサート」には、ヴァイオリンの北島佳奈と、ピアノの加地

美秀子の2人が出演。「名曲コンサート～夢にのせて歌うヴァイオリン～」と題したコンサートが開催されま

した。ヴァイオリンとピアノのアンサンブルは来館者を魅了しました。

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



一方、「大阪・宝くじドリーム館」では、5月22日（木）の「宝くじプレミアム・クラシック・コンサート」に、ピアノ

デュオ・ドゥオールの2人、藤井隆史、白水芳枝が出演。「新緑のハーモニー～宝くじドリーム館でシンフォ

ニー！～」と題したコンサートが開催されました。来館者はピアノの魅力を心行くまで楽しみました。

また、5月23日（金）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、水田竜

子、川野夏美、坂井一郎、ジェニファーの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。

歌の合間には、宝くじ幸運の女神・寺脇佳子が出演して、「ドリームジャンボ宝くじ」と「ドリームジャンボミニ

5000万」の話題を披露しました。

そして、5月24日（土）の「ランチタイム･ドリームコンサート」には、BE IN VOICESのメンバーが出演。「BE

IN VOICES～アカペラ～声で紡ぐ上質なひととき」と題したコンサートが開催され、来館者はメンバーが織

りなすハーモニーに魅了されました。

なお、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。

「おめで当せん劇場～高額当せんエピソード12選～」特別パネル展も開催

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、「おめで当せん劇場～高額当せんエピソード12選～」と題した特別パネル

展が開催されました。これは、平成16年から雑誌広告に掲載されている、実際に宝くじで高額当せんされ

た方のエピソードを、やくみつる氏の漫画でご紹介。実際の体験談をお楽しみいただきながら、「ドリームジ

ャンボ宝くじ」と「ドリームジャンボミニ5000万」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。ま

た、「やくみつる氏直筆サイン入り色紙」プレゼントの企画もあり、大勢のご来館をいただきました。

この特別パネル展は、大阪・宝くじドリーム館では5月1日（木）から、東京・宝くじドリーム館では5月19日

（月）から、それぞれ約2週間ずつ開催しました。

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
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7月のアトラクション付き抽せん会

月日 種別 放送局 会場 開場時間 放送時間 出演者

7月3日

（木）

関中東

第2315回

MTV

三重テレビ放送

三重テレビ放送

本社

第一スタジオ

12:00

16:00

～

16:55

Hi-Hi

7月10日

（木）

近畿

第2433回

KBS

京都放送

KBS京都

Bスタジオ
12:00

16:00

～

16:55

増位山 太志郎

※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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７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

7月4日（金）

12:00

～

12:50

ランチタイム・スペシャルコンサート

幽玄の世界へ・・・
内藤 眞代(琴)　他

7月14日（月）

12:00

～

13:00

ラジオ日本公開番組(歌謡ショー)

渥美 二郎

北野 まち子

青戸 健

竹川 美子

かとう れい子

7月16日（水）

12:00

～

13:00

宝くじプレミアム・クラシック・コンサート

デュオ・ファンタジスタ

～愛と情熱のレゾナンス～

ホルンとギターの鮮烈なコラボレーション

丸山 勉(ホルン)

松尾 俊介(ギター)

7月14日（月）

～

7月25日(金)

 

特別パネル展

色にあふれた宇宙

～ハッブル宇宙望遠鏡が見た宇宙の深淵～

写真提供

アメリカ航空宇宙局

(NASA)

大阪・宝くじドリーム館

月日 時間 テーマ 出演者等

7月17日（木）

12:00

～

13:00

宝くじプレミアム・クラシック・コンサート

夏の午後のひととき、

名曲を奏でる癒しのフルート

岩佐 和弘(フルート)

大坪 夕美(ピアノ)

7月18日（金）

12:00

～

13:00

ラジオ関西公開番組(歌謡ショー)

成世 昌平

山本 さと子

叶 麗子

3代目コロムビアローズ

野村 未奈

7月19日（土）

12:15

～

13:00

ランチタイム・ドリームコンサート

トランペット・アンサンブル

～トランペットが奏でるサウンド！～

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)

6月30日（月）

～

7月11日(金)

 

特別パネル展

色にあふれた宇宙

～ハッブル宇宙望遠鏡が見た宇宙の深淵～

写真提供

アメリカ航空宇宙局

(NASA)

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



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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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）

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。（5月1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

26.7.8 西日本 2089 1等 100,000,000 09 140503 愛媛県 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。
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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




