
ツイート 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H26年11月号（第809号）

バックナンバーはこちら 過去の記事はこちら

「2つのジャンボで、ラッキーな予感！」

～1等・前後賞合わせて7億円の「年末ジャンボ宝くじ」と「年末ジャンボミニ7000万」

が21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「ちびまる子ちゃんスクラッチ」

～「ちびまる子ちゃんスクラッチ　めざせ！満点編　チャレンジテスト」を

12日（水）から発売（4ブロック）～

～「ちびまる子ちゃんスクラッチ　夢の当せん編　ストリームマッチ」を

26日（水）から発売（全国）～　

ただ今発売中！今年度最後の「レインボーくじ」

～1等・前後賞合わせて7,000万円、18日（火）まで全国で発売～

締切迫る！平成27年度 宝くじ「幸運の女神」募集

「オータムジャンボ宝くじ」の抽せん会開催

昨年の「年末ジャンボ宝くじ」の支払期限迫る

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（入場無料）

支払期限間近の当せん番号（250万円以上)

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

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



12月の発売予定

12月号のご案内

～12月5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11月号（第809号） 「2つのジャンボで、ラッキーな予感！」

「2つのジャンボで、ラッキーな予感！」

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、今年もやってきました。

また、昨年に引き続き今年も、「ラッキーな予感」を呼び起こす“ジャンボ”な贈り物を2つ、ご用意いたしまし

た。

まず、1つ目の“ジャンボ”は、「年末ジャンボ宝くじ」（第669回全国自治宝くじ）です。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、21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669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 49本

1等の前後賞 100,000,000円 98本

1等の組違い賞 100,000円 4,851本

2等 20,000,000円 98本

3等 1,000,000円 4,900本

4等 50,000円 49,000本

5等 3,000円 4,900,000本

6等 300円 49,000,000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：

発売期間：

抽せん日：

抽せん会場：

発売価格：

支払開始日：

発売総額1,470億円（49ユニット）の場合

平成26年11月21日（金）～平成26年12月19日（金）

平成26年12月31日（水）

赤坂ACTシアター（東京）

1枚300円

平成27年1月6日（火）

もう1つの贈り物は、「年末ジャンボミニ7000万」（第670回全国自治宝くじ）で、年末ジャンボ宝くじと同じ

く、21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、190本もあります（発売総額

570億円・19ユニットの場合）。

賞金条件は次のとおりです。

「年末ジャンボミニ7000万」(第670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 190本

2等 7,000,000円 380本

3等 700,000円 3,800本

4等 70,000円 19,000本

5等 7,000円 380,000本

6等 300円 19,000,000本

発売総額570億円（19ユニット）の場合

平成26年11月21日（金）～平成26年12月19日（金）

平成26年12月31日（水）

赤坂ACTシアター（東京）

1枚300円

平成27年1月6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」は、11月21日（金）から12月19日（金）までの同時発売

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

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



「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

～全国47都道府県の特選グルメから選べる！

グルメカタログを合計7,000名様にプレゼント！～

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669回全国自治宝くじ）と、1等7,000万円の

「年末ジャンボミニ7000万」（第670回全国自治宝くじ）の発売を記念して、今年も、「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21日（金）から12月19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種類だけでも可能）、一度に30枚以上のご購入で専用応募ハガキを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、52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名様に本キャンペーンのオリジナルグルメカタログを発送いたします。応募

締切は12月26日（金）（当日消印有効）です。

詳しくは11月21日（金）に開設予定のキャンペーンサイト（http ://nj2014cp.takarakuj i-off ic ia l . jp/）をご

覧下さい。

「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26年11月21日（金）～12月19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（金）（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

も可能）、一度に30枚以上のご購入で専用応募ハガキを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、52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、本キャンペーンの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27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、あらかじめご了承下さい。）



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。

◎ご応募にかか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。

◎賞品の発送は、日本国内に限定させていただきます。

◎ご応募後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、本キャンペーンのみに

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。

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:03-4321-1194

≪事務局開設期間≫

平成26年11月21日（金）～12月26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 ://nj2014cp.takarakuj i-off ic ia l . jp/ ＜11月21日（金）に開設予定＞

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

2.青森県：青森県産活ほたて

3.岩手県：国産そば粉使用生わんこそばセット

4.宮城県：牛たん詰合せ

5.秋田県：きりたんぽ鍋セット

6.山形県：芋煮会セット

7.福島県：縁起物白河だるま酒

8.茨城県：茨城ミルキークイーン

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：COEDOビール詰合せ

12.千葉県：木戸泉古酒飲み比べセット

13.東京都：プリン＆濃厚チョコレートケーキ

14.神奈川県：カステラ箱入り詰合せ

15.新潟県：新潟県魚沼産コシヒカリ

16.富山県：富山ブラックチャーシューめん

17.石川県：塩糀炙りセット

18.福井県：福井県産米づくし

19.山梨県：甲州ワインビーフすき焼用

20.長野県：信州杏づくし贅沢な詰合せ

21.岐阜県：飛騨牛サーロインステーキ

22.静岡県：駿河湾産釜揚げしらす&桜海老

23.愛知県：ひつまぶしセット

24.三重県：松阪牛しゃぶしゃぶ用

25.滋賀県：近江牛すき焼・しゃぶしゃぶ用

26.京都府：京のあっさり漬けセット

27.大阪府：和牛入れすぎカレー

28.兵庫県：但馬牛リブロースステーキ

29.奈良県：奈良漬桶入り詰合せ

30.和歌山県：有田みかんゼリー&ジュース

31.鳥取県：かにぞうすい

32.島根県：特選島根和牛ロースすき焼用

33.岡山県：清水白桃ジュレ

34.広島県：牡蠣のガーリックオイル煮

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：骨付鶏わかどり・手羽先

38.愛媛県：高級コンフィチュール

39.高知県：シャモ鍋・シャモスキやきセット

40.福岡県：糸島美食詰合せ

41.佐賀県：佐賀いかづくし

42.長崎県：牧島流豪華バラエティー詰合せ

43.熊本県：馬刺しセット

44.大分県：姫島ブランド活〆車海老

45.宮崎県：宮崎牛ロースすき焼用

46.鹿児島県：鹿児島県産黒豚バラ・ロースしゃぶしゃぶ用

47.沖縄県：ラフテー丼

※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 H26年11月号（第809号） 今月発売の2つの「ちびまる子ちゃんスクラッチ」

今月発売の2つの「ちびまる子ちゃんスクラッチ」

今年10月にカムバックした「ちびまる子ちゃんスクラッチ」ですが、今月も2つ発売になります。

「ちびまる子ちゃんスクラッチ　めざせ！満点編　チャレンジテスト」（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

まずは、各ブロックが12日（水）から発売する「ちびまる子ちゃんスクラッチ　めざせ！満点編　チャレンジテ

スト」です。発売は25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

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　めざせ！満点編　チャレンジテスト」

（第2266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 30本

2等 100,000円 60本

3等 10,000円 600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 3,000円 15,000本

5等 1,000円 18,210本

6等 200円 150,000本

平成26年11月12日（水）～平成26年11月25日（火）

-

-

1枚200円

平成26年11月12日（水）

「ちびまる子ちゃんスクラッチ　めざせ！満点編　チャレンジテスト」

（第2328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 130本

2等 100,000円 260本

3等 10,000円 2,600本

4等 3,000円 65,000本

5等 1,000円 78,910本

6等 200円 650,000本

平成26年11月12日（水）～平成26年11月25日（火）

-

-

1枚200円

平成26年11月12日（水）

「ちびまる子ちゃんスクラッチ　めざせ！満点編　チャレンジテスト」

（第2445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 30本

2等 100,000円 60本

3等 10,000円 600本

4等 3,000円 15,000本

5等 1,000円 18,210本

6等 200円 150,000本

平成26年11月12日（水）～平成26年11月25日（火）

-

-

1枚200円

平成26年11月12日（水）

「ちびまる子ちゃんスクラッチ　めざせ！満点編　チャレンジテスト」

（第2136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 50本

2等 100,000円 100本

3等 10,000円 1,000本

4等 3,000円 25,000本

5等 1,000円 30,350本

6等 200円 250,000本

平成26年11月12日（水）～平成26年11月25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26年11月12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。そこに出た3科目の合計点数が、説明文の通りになれ

ば「当たり」で、それに応じて当せん金が受け取れます。なお、各等級間での重複当せんはありません。

「ちびまる子ちゃんスクラッチ　夢の当せん編　ストリームマッチ」（全国）

続いて、26日（水）から全国で発売するのは「ちびまる子ちゃんスクラッチ　夢の当せん編　ストリームマッ

チ」で、1等賞金が1,000万円という“デラックス”なスクラッチです。

その図柄には2種類あり、1つは金貨や金塊で埋めつくされた中で、大きな金貨を抱いて、満足げに立って

いるまる子ちゃんが登場している図柄で、もう1つは黄金製の本人像の前でうっとりとしているまる子ちゃん

が登場している図柄です。発売は12月9日（火）までです。

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　夢の当せん編　ストリームマッチ」

（第671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 20本

2等 1,000,000円 40本

3等 10,000円 2,000本

4等 5,000円 50,000本

5等 1,000円 198,400本



発売期間：

抽せん日：

抽せん会場：

発売価格：

支払開始日：

6等 200円 1,000,000本

平成26年11月26日（水）～平成26年12月9日（火）

-

-

1枚200円

平成26年11月26日（水）

ゲームの方法は次のようになっています。

券面上部の中央にある「★マーク」と、その下にあるA～Dの赤ワクの中をすべて削ってください。★マーク

に出た絵柄が、A～Dのどれかに出れば「当たり」で、その絵柄の下に出た金額が当せん金となります。

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11月号（第809号） ただ今発売中！今年度最後の「レインボーくじ」

ただ今発売中！今年度最後の「レインボーくじ」

「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回の発売ですが、

その最後の「レインボーくじ」が5日（水）から18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384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 50,000,000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 298本

2等 10,000,000円 6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

健康ハツラツ賞 10,000円 30,000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：

平成26年11月5日（水）～平成26年11月18日（火）

平成26年11月20日（木）

東京 宝くじドリーム館

1枚200円

平成26年11月25日（火）

特別賞「健康ハツラツ賞」（1万円×3万本）もあり、こちらも楽しみですね。
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ツイート 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H26年11月号（第809号） 締切迫る！平成27年度の宝くじ「幸運の女神」募集

締切迫る！平成27年度の宝くじ「幸運の女神」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、その応募締切が11月30日（日）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。

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

  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

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 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。
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ツイート 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H26年11月号（第809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

「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）の抽せん会が10月17日に福井市の福

井県立音楽堂「ハーモニーホールふくい」で開催されました。

当日は会場前に「億万長者誕生の瞬間をぜひ見たい」という地元の宝くじファンの長い列ができ、午前11

時15分の開場とともに入場。11時45分になり、司会者の開会挨拶の後、この日の立会人が紹介されまし

た。正午になり、抽せんの開始です。場内が静まる中、まずは6等300円の抽せんに始まり、2等1,000万円

までの抽せんが順次、行われました。ここで第一部の終了です。

休憩の後、12時33分に第二部が始まりました。

残すは1等3億3,000万円の当せん番号1つの抽せんのみです。この1等には前後賞各3,000万円がついて

おり、合わせて「3億9,000万円」という豪華さです。

ここで、舞台に歌手の大川栄策さんが登場。大川さんにも抽せんのお手伝いをしてもらうことになり、当せ

ん番号の「千位」の数字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。

準備がすべて整ったところで、7台の抽せん機の風車盤が回り始め、やがてフル回転。次の瞬間、矢が放

たれて番号が決定しました。

1等の当せん番号は「36組110530番」と決まり、抽せん会は終了しました。

このあと、会場の皆さんはアトラクションとして、大川栄策さんをはじめ、成世昌平さん、松川未樹さん出演

の「夢がつながる歌の宴」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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ツイート 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H26年11月号（第809号） 昨年の「年末ジャンボ宝くじ」の支払期限迫る

昨年の「年末ジャンボ宝くじ」の支払期限迫る

昨年の「年末ジャンボ宝くじ」（第651回全国自治）及び「年末ジャンボミニ7000万」（第652回全国自

治）の未払い高額当せん金

（10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

27.1.6 全国

651

1等 500,000,000

23

130916

北海道 1

兵庫県 1

1等前後賞 100,000,000

130915

北海道 1

群馬県 1

兵庫県 1

130917

北海道 2

秋田県 1

長野県 1

兵庫県 1

652 1等 70,000,000

16

105112

京都府 1

26 北海道 1

36 東京都 1

46

茨城県 1

三重県 1

大阪府 1

兵庫県 1

56 佐賀県 1

66 兵庫県 1

76

福島県 1

熊本県 1

96

秋田県 1

山形県 1

群馬県 1

千葉県 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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ツイート 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H26年11月号（第809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

月日 種別 放送局 会場 開場時間 放送時間 出演者

12月31日

(水)

全国

第669回 NHK

日本放送協会
赤坂ACTシアター 10:30 12:38～12:45 堀内孝雄

全国

第670回

※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。
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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11月号（第809号） 12月の東西「宝くじドリーム館」のイベント　

12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

12月8日

（月）

12:00

～

13:00

ラジオ日本公開番組（歌謡ショー）

北原ミレイ

千葉一夫

西崎　緑

はやぶさ

工藤あやの

12月10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・レゾネ、

ハートウォーミング・コンサート

デュオ・レゾネ

 亀井良信（クラリネット）

 鈴木慎崇（ピアノ）

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

12月11日

（木）

12:00

～

13:00

宝くじプレミアム・クラシック・コンサート

多彩な音の世界～『3の魅力』

高木和弘（ヴァイオリン）

佐藤勝重（ピアノ）

12月12日

（金）

12:00

～

13:00

ラジオ関西公開番組（歌謡ショー）

平川幸男

秋岡秀治

真木ことみ

高橋樺子

12月13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」

～”サンタ”の贈り物♪～

菅マナミ（指揮＆ボーカル）

ブルームコーン
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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11月号（第809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）

12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。（10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

26.12 .9 関中東 2293 1等 7,770,000 01 166724 神奈川県 1
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HOME 宝ニュース H26年11月号（第809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

12月1日（月）から12月5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」の発売回号は次の通りです。

ナンバーズ3とナンバーズ4

第4029回～第4033回

ミニロト

第796回

ロト6

第921回、第922回

ロト7

第87回
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