
ツイート 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H26年10月号（第808号）

バックナンバーはこちら 過去の記事はこちら

枚数限定「オータムジャンボ」の発売期限迫る！

～10日（金）まで！売り切れ次第終了、お早目にお買い求めください！！～

“はじまるよ！”、「ちびまる子ちゃんスクラッチ」が今月からカムバック！！

～「ちびまる子ちゃんスクラッチ　祝！カムバック編　タテ・ヨコ・ナナメ」を

14日（火）まで全国で発売（地医等）～

～「ちびまる子ちゃんスクラッチ　白熱！運動会編　トライアングルチャンス」を

15日（水）から発売（4ブロック）～

～「ちびまる子ちゃんスクラッチ　ヤッホー！山登り編　ラッキー迷路」を

29日（水）から発売（4ブロック）～

新登場！「秋のビッグチャンスくじ」

～1等賞金1億円で、22日（水）から各ブロックで発売～

平成27年度　宝くじ「幸運の女神」を募集

～次の女神は、あなたです。～

「宝くじデザインコンテスト」開催

～平成25年度の優秀作品決定！！～

平成25年度「高額当せん者の誕生ペース」

平成25年度の宝くじ「モデル・ラッキーナンバー」

11月のアトラクション付き抽せん会

11月の東西「宝くじドリーム館」のイベント（入場無料）

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



支払期限間近の当せん番号（250万円以上)

11月の発売予定

11月号のご案内

～11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

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10月号（第808号） 枚数限定「オータムジャンボ」の発売期限迫る！

発売期間：

抽せん日：

抽せん会場：

枚数限定「オータムジャンボ」の発売期限迫る！

1等・前後賞合わせて「3.9億円」という豪華賞金が話題の「オータムジャンボ宝くじ」（新市町村振興・第668

回全国自治宝くじ）の発売期限が10日（金）までと迫っています。

枚数限定発売のため、売り切れ次第、発売終了となりますので、このチャンスを逃さぬよう、どうぞ、売り場

へお急ぎください。

賞金条件は次のとおりです。

「オータムジャンボ宝くじ」(新市町村振興・第668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 330,000,000円 13本

1等の前後賞 30,000,000円 26本

1等の組違い賞 200,000円 1,287本

2等 10,000,000円 130本

3等 1,000,000円 1,300本

4等 50,000円 26,000本

5等 10,000円 520,000本

6等 300円 13,000,000本

発売総額390億円（13ユニット）

平成26年9月19日（金）～平成26年10月10日（金）

平成26年10月17日（金）

福井県立音楽堂　ハーモニーホールふくい

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



発売価格：

支払開始日：

1枚300円

平成26年10月22日（水）

この「オータムジャンボ宝くじ」の抽せんは10月17日（金）に、福井県立音楽堂　ハーモニーホールふくいで

行われます。なお、当日の模様はNHKテレビの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10月号（第808号） “はじまるよ！”、「ちびまる子ちゃんスクラッチ」が今月からカムバック！！

“はじまるよ！”、「ちびまる子ちゃんスクラッチ」が今月からカ
ムバック！！

昨年10月から今年3月まで発売され、宝くじファンの皆さまからご好評をいただいた「ちびまる子ちゃんスク

ラッチ」ですが、今月発売の3つのスクラッチから、この「ちびまる子ちゃん」がカムバックします。

当せん金の夢とともに、この可愛らしい図柄も、是非、お楽しみください。

「ちびまる子ちゃんスクラッチ　祝！カムバック編　タテ・ヨコ・ナナメ」（地医等）

～スクラッチに、まる子が帰ってきたよ！～

地域医療等振興自治/ポスター

最初は、「レインボーくじ」の愛称で、全国で発売中の「ちびまる子ちゃんスクラッチ　祝！カムバック編　タ

テ・ヨコ・ナナメ」（第383回地域医療等振興自治宝くじ）です。発売は14日（火）までで、1枚200円です。

まる子ちゃんをはじめ、「さくら家」の全員が図柄の中に総出演して、宝くじファンの皆さまへ“カムバック”の

ごあいさつ。まる子ちゃんが「はじまるよ！」といって、両手を広げて、微笑みかけています。

地域医療等振興自治宝くじ

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　祝！カムバック編　タテ・ヨコ・ナナメ」

（第383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 500,000円 500本

2等 50,000円 1,000本

3等 10,000円 2,500本

4等 3,000円 125,000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：

5等 1,000円 197,000本

6等 200円 1,250,000本

平成26年10月1日（水）～平成26年10月14日（火）

-

-

1枚200円

平成26年10月1日（水）

ゲームの方法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絵柄が3個並べば

「当たり」で、そろった絵柄に応じて当せん金が受け取れます。

「ちびまる子ちゃんスクラッチ　白熱！運動会編　トライアングルチャンス」（4ブロック）

～スクラッチで、1等とろうよ！～

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

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：

続いては、各ブロックが15日（水）から発売する「ちびまる子ちゃんスクラッチ　白熱！運動会編　トライアン

グルチャンス」です。発売は28日（火）までで、1枚200円です。

こちらの図柄には、運動会で活躍する、まる子ちゃんと、その友達のたまちゃんと大野君と杉山君が登場し

ます。

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

また、今回は各ブロックともに特別賞の「敢闘賞」（1万円）があり、こちらも楽しみですね。

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　白熱！運動会編　トライアングルチャンス」

（第2262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 30,000円 99本

4等 1,000円 9,105本

5等 200円 150,000本

敢闘賞 10,000円 7,500本

平成26年10月15日（水）～平成26年10月28日（火）

-

-



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26年10月15日（水）

「ちびまる子ちゃんスクラッチ　白熱！運動会編　トライアングルチャンス」

（第2324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 30,000円 429本

4等 1,000円 39,455本

5等 200円 650,000本

敢闘賞 10,000円 32,500本

平成26年10月15日（水）～平成26年10月28日（火）

-

-

1枚200円

平成26年10月15日（水）

「ちびまる子ちゃんスクラッチ　白熱！運動会編　トライアングルチャンス」

（第2441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 30,000円 132本

4等 1,000円 12,140本

5等 200円 200,000本

敢闘賞 10,000円 10,000本

平成26年10月15日（水）～平成26年10月28日（火）

-

-

1枚200円

平成26年10月15日（水）

「ちびまる子ちゃんスクラッチ　白熱！運動会編　トライアングルチャンス」

（第2132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 30,000円 165本

4等 1,000円 15,175本

5等 200円 250,000本

敢闘賞 10,000円 12,500本

平成26年10月15日（水）～平成26年10月28日（火）

-

-

1枚200円

平成26年10月15日（水）

ゲームの方法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。左列、右列、下列のように、どれか一列に同じ等級が

3個並べば「当たり」で、その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「メダル」が1個



出れば「敢闘賞」（1万円）の「当たり」です。

「ちびまる子ちゃんスクラッチ　ヤッホー！山登り編　ラッキー迷路」（4ブロック）

～当たりも、シャッターチャンスも、逃さないぞ！～

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

3つ目は、各ブロックが29日（水）から発売する「ちびまる子ちゃんスクラッチ　ヤッホー！山登り編　ラッキ

ー迷路」です。発売は11月11日（火）までで、1枚200円です。

こちらの図柄には、少しずつ深まりゆく秋の紅葉を楽しむ、まる子ちゃんとたまちゃんが登場します。



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

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　ヤッホー！山登り編　ラッキー迷路」

（第2264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 60本

2等 50,000円 75本

3等 10,000円 300本

4等 3,000円 15,000本

5等 1,000円 23,430本

6等 200円 150,000本

平成26年10月29日（水）～平成26年11月11日（火）

-

-

1枚200円

平成26年10月29日（水）

「ちびまる子ちゃんスクラッチ　ヤッホー！山登り編　ラッキー迷路」

（第2326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 240本

2等 50,000円 300本

3等 10,000円 1,200本

4等 3,000円 60,000本

5等 1,000円 93,720本

6等 200円 600,000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10月29日（水）～平成26年11月11日（火）

-

-

1枚200円

平成26年10月29日（水）

「ちびまる子ちゃんスクラッチ　ヤッホー！山登り編　ラッキー迷路」

（第2443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 80本

2等 50,000円 100本

3等 10,000円 400本

4等 3,000円 20,000本

5等 1,000円 31,240本

6等 200円 200,000本

平成26年10月29日（水）～平成26年11月11日（火）

-

-

1枚200円

平成26年10月29日（水）

「ちびまる子ちゃんスクラッチ　ヤッホー！山登り編　ラッキー迷路」

（第2134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 100本

2等 50,000円 125本

3等 10,000円 500本

4等 3,000円 25,000本

5等 1,000円 39,050本

6等 200円 250,000本

平成26年10月29日（水）～平成26年11月11日（火）

-

-

1枚200円

平成26年10月29日（水）

ゲームの方法は次のようになっています。

券面左側の赤ワクの中の「スタート」から削って、出た矢印のとおりに進んでください。「当たり」の文字が出

れば「当たり」で、その一つ前の矢印が何合目かによっ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10月号（第808号） 新登場！「秋のビッグチャンスくじ」

新登場！「秋のビッグチャンスくじ」

この秋に、新しいネーミングの宝くじが登場します。それは、22日（水）より各ブロックから発売される「秋の

ビッグチャンスくじ」です。毎年、この時期に発売されてきた「幸運の女神くじ」にかわって新登場するもの

で、その名のとおり、秋にお届けする豪華賞金が楽しみな「ビッグチャンス」の宝くじです。1枚200円で、1

等賞金額は各ブロックとも「1億円」と豪華です。そして、各ブロックくじとも、季節にふさわしいネーミングの

特別賞「実りの秋賞」（1万円）があります。

また、各ブロックそれぞれ、”喜びあふれる実りの秋”をテーマにした証票図柄になっていますので、宝くじ

の夢とともに、こちらもお楽しみください。

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

各ブロック宝くじの賞金条件は、次のとおりです。

「秋のビッグチャンスくじ」(第2263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 100,000,000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 29本

2等 1,000,000円 6本

3等 100,000円 30本

4等 30,000円 300本

5等 1,000円 30,000本

6等 200円 300,000本

実りの秋賞 10,000円 6,000本

平成26年10月22日（水）～平成26年11月4日（火）

平成26年11月6日（木）

東京 宝くじドリーム館

1枚200円

平成26年11月11日（火）

「秋のビッグチャンスくじ」(第2325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 100,000,000円 2本

1等の前後賞 5,000,000円 4本

1等の組違い賞 100,000円 158本

2等 3,000,000円 3本

3等 1,000,000円 80本

4等 100,000円 800本

5等 1,000円 80,000本

6等 200円 800,000本

実りの秋賞 10,000円 8,000本

平成26年10月22日（水）～平成26年11月4日（火）

平成26年11月6日（木）

チバテレ Aスタジオ（千葉市）

1枚200円

平成26年11月11日（火）

「秋のビッグチャンスくじ」(第2442回近畿宝くじ)の当せん金・本数

等級等 当せん金 本数

1等 100,000,000円 1本

1等の前後賞 1,000,000円 2本

1等の組違い賞 100,000円 24本

2等 1,000,000円 3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：

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

実りの秋賞 10,000円 2,500本

平成26年10月22日（水）～平成26年11月4日（火）

平成26年11月6日（木）

みずほ銀行 大阪中央支店

1枚200円

平成26年11月11日（火）

「秋のビッグチャンスくじ」(第2133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 100,000,000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 29本

2等 1,000,000円 6本

3等 100,000円 30本

4等 30,000円 300本

5等 1,000円 30,000本

6等 200円 300,000本

実りの秋賞 10,000円 6,000本

平成26年10月22日（水）～平成26年11月4日（火）

平成26年11月6日（木）

みずほ銀行 福岡支店

1枚200円

平成26年11月11日（火）

まさに「秋のビッグチャンス」です。

このチャンスを逃さず、是非、お買い求めください。

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10月号（第808号） 平成27年度の宝くじ「幸運の女神」を募集

平成27年度の宝くじ「幸運の女神」を募集

～次の女神は、あなたです。～

現在、平成27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昭和55年に

誕生した宝くじ「幸運の女神」ですが、今回は36期目の募集です。先輩女神の中には、この女神での経験

を生かして、その後、芸能界やマスコミの分野で活躍している人もいます。これを機会に、どうぞご応募くだ

さい。

あなたの素敵な笑顔をお待ちしています。

平成27年度宝くじ「幸運の女神」の募集要項は次のとおりです。

【応募資格】

平成27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27年4月1日（水）～平成28年3月31日（木）

（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 宝くじの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

  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

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



  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お1人で写っているもので、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

※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26年11月30日（日）（当日消印有効）

【書類審査】

平成26年12月1日（月）～平成27年1月6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27年1月29日（木）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　電話03（3543）0591

月曜日～金曜日　9:30～17:30（祝日を除く）

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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「宝くじデザインコンテスト」開催

宝くじデザインコンテスト
平成25年度の優秀作品決定！！

「宝くじデザインコンテスト」が、今年も東京と大阪の宝くじドリーム館で8月18日から9月12日までにわた

り、それぞれ約2週間ずつ開催されました。

これは、平成25年度に発売された宝くじ券・86枚(数字選択式宝くじ、スクラッチは除く)を東西宝くじドリー

ム館に展示し、来館の皆さまにご覧いただきながら、お好きな宝くじデザインをお選びいただき投票してい

ただいたものです。

そして、宝くじの種類ごとに、投票が最も多かったものを「優秀デザイン」と決定しました。このコンテストの

結果は今後の宝くじデザイン選定の参考とさせていただきます。

それぞれの優秀デザインは次のとおりです。

☆全国自治宝くじ

第655回(清野　レイコ　画／「グリーンジャンボ」)平成26年2月発売

☆東京都宝くじ

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



第2222回(「Discover Tomorrow 2020年 オリンピック・パラリンピックを日本で！」)平成25年7月発売

☆関東・中部・東北自治宝くじ

第2274回(永清　文明　画／「富士山の世界文化遺産登録推進（静岡県）」)平成25年4月発売

☆近畿宝くじ

第2416回(永清　文明　画／「新春運だめしくじ」)平成26年1月発売

☆西日本宝くじ

第2085回(川田　望　画／「出雲大社平成の大遷宮（島根県）」平成25年5月発売

☆レインボーくじ（地域医療等振興自治宝くじ）

第376回(喜屋武　稔　画／「日本の伝統野菜シリーズNO.12　広島菜(広島県)」)平成25年8月発売

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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172,722本 (76,005本)

18,148本 (6,864本)

1,953本 (1,188本)

249本 (58本)

367本 (60本)

77本 (24本)

51本 (8本)

9本 (9本)

193,576本 (84,216本)

20,854本 (8,211本)

2,706本 (1,347本)

504本 (101本)

平成25年度「高額当せん者誕生ペース」

「宝くじに当たって億万長者になったという人って、本当にいるのかなあ？」とか「高額当せん者って1年間

にどれくらいいるのかなあ？」といった皆さまの疑問に対して、お答えしましょう。

平成25年度の1年間に、すべての宝くじで発生した「10万円以上」の高額当せん本数は19万3,576本でし

た。このうち数字選択式宝くじ（ロト7、ロト6、ミニロト、ナンバーズ）での当せん本数は8万4,216本でした。

これほど、たくさんの高額当せん者が誕生しています。

次に、その内訳を「当せん金額別」に、より詳しく紹介しましょう（カッコ内の数字は数字選択式宝くじの本数

です）。

平成25年度当せん本数（10万円以上）

当せん金 本数　（うち数字選択式宝くじ）

10万円～100万円未満

100万円～1,000万円未満

1,000万円～6,000万円未満

6,000万円～1億円未満

1億円～2億円未満

2億円～4億円未満

4億円～8億円未満

8億円

計

うち100万円以上

うち1,000万円以上

うち1億円以上

さらに、今度はこれを「時間的にどれくらいの割合で、高額当せん者が誕生しているか」という視点でみて

みました。つまり、時間的にみた「高額当せん者の誕生ペース」です。

平成25年度当せん者誕生ペース（10万円以上）

10万円以上の誕生ペース 1日に530人 ・3分に1人の割合

100万円以上の誕生ペース 1日に 57人 ・26分に1人の割合

1,000万円以上の誕生ペース 1日に 7人 ・4時間に1人の割合

1億円以上の誕生ペース 1日に1.3人 ・18時間に1人の割合

ご覧のとおり、たくさんの高額当せん者が誕生しています。

あなたが「高額当せん者」となる順番が、もうすぐそばまで、来ているかもしれませんね。

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。

ジャンボ宝くじ等…詳細はコチラ
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平成25年度の宝くじ「モデル・ラッキーナンバー」

「宝くじをより楽しんでいただこう」と毎年、お届けしている宝くじの「モデル・ラッキーナンバー」ですが、そ

の最新版（平成25年度版）がまとまりましたので、お届けします。

平成25年度の宝くじ「モデル・ラッキーナンバー」は、

「組の下1ケタ2組128287番」と「組の下1ケタ2組188287番」の2つです。

さて、この宝くじ「モデル・ラッキーナンバー」は、いったい、どのような方法で割り出されたかを紹介しましょ

う。

平成25年度の1年間に発売されたすべての宝くじ（数字選択式宝くじは除く）において、賞金100万円以上

の当せん番号を決めるために、457個の6ケタの番号が抽せんされました。このうち「組の下1ケタ番号」ま

で抽せんされたのは446個でした。「モデル・ラッキーナンバー」はこれらの当せん番号を対象にして割り出

されました。

割り出し方法は、これらの当せん番号の一位、十位、百位、千位、万位（6ケタ番号のうち十万位は、すべ

て「1」なので省略）、それに、組番号の一位を、バラバラにします。そのうえで「0から9まで」のうち、どの数

字が何回出たかを「出目表」を作成して、集計しました。

そして「出目表」の集計結果から、各ケタで最も多く出た数字をピックアップします。平成25年度の場合、そ

れぞれの最多出目数字は、組下1ケタが「2」。万位は「2」と「8」の2つが同回数で最多の出目となりました。

以下、千位は「8」、百位は「2」、十位は「8」、そして一位は「7」でした。

これを並べた結果、「組の下1ケタ2組128287番」と「組の下1ケタ2組188287番」となり、この2つの番号が

平成25年度版の宝くじ「モデル・ラッキーナンバー」となりました。

以上は、平成25年度の高額当せん番号から割り出した集計結果ですが、これからの宝くじを楽しむための

1つの材料にしてください。

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。
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11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

11月6日

（木）

関中東

第2325回

CTC

千葉テレビ放送

チバテレ

Aスタジオ

（千葉市）

12:00

16:00

～

16:54

錦野旦・

ふじいあきら

11月20日

（木）

西日本

第2135回

TSK

山陰中央

テレビジョン放送

松江テルサ

（島根県）
12:00

15:25

～

16:20

湯原昌幸

※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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11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

11月12日(水)

12:00

～

13:00

宝くじプレミアム・クラシック・コンサート

「秋の日の ヴィオロンの ためいきの」

～ヴァイオリン大好き！

おしゃべりコンサート～

高橋 和歌(ヴァイオリン)

髙橋 望(ピアノ)

11月21日(金)

12:00

～

12:50

ランチタイム・スペシャル・コンサート

スペインの風　in Autumn

～日本のスペイン歌曲の第一人者、

柳貞子のファドの世界～

柳 貞子(歌)、他

12月1日(月)

～12月19日(金)
 

特別展

夢あふれる『しかけ絵本展』

開いて楽しめる「しかけ絵本」

の実物展示

大阪 宝くじドリーム館

月日 時間 テーマ 出演者等

11月8日(土)

12:15

～

13:00

ランチタイム・ドリームコンサート

Honey Beeのほっこりコンサート

～さわやかコーラスをあなたに～

Honey Bee

 ヨーコ

 mitchi (みっち)

 ゆうこ

東条 慶子(キーボード)

11月13日(木)

16:00

～

17:00

トワイライト・宝くじプレミアム・コンサート

音楽の女神♪

ミュゼの演奏と宝くじで幸せを！

ピアノトリオ・ミュゼ

 上野 真理(ヴァイオリン)

 伊久 希(チェロ)

 佐々木 祐子(ピアノ)

11月17日(月)

～11月28日(金)
 

特別展

夢あふれる『しかけ絵本展』

開いて楽しめる「しかけ絵本」

の実物展示
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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）

11月30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。（9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

26.11.11 東京都 2230 1等 50,000,000 17 157613 東京都 1
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