報道発表資料
平成 26 年 5 月 29 日
独立行政法人国民生活センター

「当選番号を事前に教えてあげる」はあり得ない！
ロト６などの数字選択式宝くじの当選番号詐欺が急増
インターネットを普段利用しない高齢者などから、
「ロト６などの数字選択式宝くじの当選番号
を事前に教えてもらうのと引き換えに、高額な情報料や預託金を支払ったが、その後業者と連絡
が取れなくなった」などといった相談が急増している。
ロト６などの数字選択式宝くじ 1の抽選は、月曜から金曜の毎日 18 時 45 分から行われ、イン
ターネットで生中継される。抽選結果は抽選後すぐにインターネット上で掲載されるとともに、
翌朝の新聞に掲載される。このインターネットと新聞における掲載の時間差を利用して、抽選結
果をすぐにインターネットで確認できることを知らない消費者に対し、発表されていない当選番
号があたかも事前に入手できるかのように思い込ませてお金をだまし取る手口が横行している。
宝くじの当選番号が事前に分かることはないので、このような詐欺にだまされないよう、消費
者に注意喚起する 2。
１．PIO-NET 3における相談件数
数字選択式宝くじの当選番号詐欺に関する相談件数 4は、2010 年度 8 件、2011 年度 43 件、2012
年度 280 件、2013 年度 703 件と、2012 年度以降急増している。
図１

数字選択式宝くじの当選番号詐欺に関する相談件数
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2010 年度から 2013 年度の相談件数合計：1,034 件（2014 年 5 月 19 日までの登録分）

1 「数字選択式宝くじ」とは、購入者自身が、任意で決められたルールにより自由に数字を選択し、その数字が
抽選結果と一致すれば当選となる宝くじである。数字選択式宝くじとしては、現在、「ナンバーズ３」「ナンバ
ーズ４」
「ミニロト」
「ロト６」
「ロト７」の 5 種類が発売されている。数字選択式宝くじなどの宝くじを発売で
きるのは、
「当せん金付証票法」に定められた地方自治体であり、この地方自治体が総務大臣の許可を得て発売
元となり、販売等の事務を銀行等に委託している。
2 国民生活センターの HP 上でも注意喚起している。「ロト６などの数字選択式宝くじの当選番号詐欺にご注意く
ださい！」（平成 25 年 11 月 26 日公表）http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/loto6.html
3 PIO-NET（パイオネット：全国消費生活情報ネットワーク・システム）とは、国民生活センターと全国の消費生
活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する情報を蓄積しているデータベースのこと。
4 ここでは「数字選択式宝くじの当選番号を事前に紹介すると言われ、お金を支払ってしまった」といった相談
や「数字選択式宝くじの当たり情報を教えると言われ、お金を渡してしまった」といった相談を「数字選択式
宝くじの当選番号詐欺に関する相談」とした。
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２．相談事例
【事例１】当選番号を教えるとの電話がかかってきたが、信用できる話か
「分かるはずが
携帯電話に「数字選択式宝くじの当選番号を教える」と電話がかかってきた。
ない」と話したが、次の日の新聞を見たら、業者が教えてくれた番号と一致していた。当選番
号を教えてもらうために登録をすると、登録月の翌月から情報料がかかるようだ。信用できる
か知りたい。
（2014 年 2 月受付

契約当事者：60 歳代

女性

給与生活者

秋田県）

【事例２】高額なお金を支払ったのに当選番号を教えてもらえない
2 カ月前、突然電話があり、
「数字選択式宝くじの当選番号が抽選前に分かる。わが社は公の
会社とは違い情報源がある。当選番号を教えるので明日の新聞を見るように」と言われた。教
えられた数字が当選していたので信じた。当選金 2,700 万円のうち 400 万円を報酬として支払
った。抽選日に業者に問い合わせたところ、
「問題が起こって緊急会議をしている」と言われた。
その後、業者から「申し訳なかった」と電話があり、
「翌月の抽選で１億 2,000 万円の 1 等を当
選させる。3,000 万円は報酬として差し引き、残り 9,000 万円を手にすることができる」と言
われ、さらに 300 万円を支払った。
翌月に業者から「抽選のボールに問題があった。200 万円払ってくれたら、9,000 万円の半分
の 4,500 万円と既払い金を返金する」と電話がかかってきた。私は「お金がないので払えない。
お金を返してほしい」と頼んだが、返金を強く求めると業者からどなられた。業者と月末での
返金を約束したが、不安だ。
（2013 年 12 月受付 契約当事者：70 歳代 女性 無職 大阪府）
【事例３】当選番号を教えると電話があり、お金を払った。だまされたのでお金を取り返した
い
「数字選択式宝くじの情報案内をしている」と電話がかかってきた。当選番号の発表日の前
夜 7 時ごろ、電話で当選番号を教えてくれた。翌日の新聞を見ると全て当たっており、大手銀
行のグループ会社と言われたこともあって信用してしまった。
「情報料を払えば 2 等の当選番号
を教える」と言われたので、孫の教育費が得られると思い、1 カ月分の情報料 375 万円を、友
人や親戚から借金して、2 回に分けて宅配便で業者に送った。その際封書に「書籍」と書いた。
その後業者から 2 度情報提供があったが、1 度目は当選番号が盗まれたという理由で番号を教
えてもらえず、2 度目は当選番号とは全く関係ない数字だった。翌日お金を送った業者の住所
を訪ねたが、私書箱業者がいるだけだった。
（2013 年 9 月受付
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契約当事者：70 歳代

女性

無職

岩手県）

３．消費者へのアドバイス
（１）宝くじの当選番号が事前に分かることはない
宝くじの抽選は厳正、公正に行われており、抽選を操ることや、抽選結果が事前に分かるこ
とは絶対にない。当選番号詐欺では、「当選番号を事前に教えてあげる」などと言って、発表
されていない当選番号があたかも事前に分かるかのように思い込ませようとするが、業者から
伝えられる番号は既にインターネット上に掲載されている番号である。
（２）「当選番号を事前に教える」という電話は、すぐに切ること
宝くじの当選番号が事前に分かるという電話は詐欺である。話を聞かずに電話をすぐに切り、
お金は絶対に払わないこと。
一度電話に出ると切りにくくなるので、留守番電話機能を利用して、かかってきた電話には
出ず、必要に応じて後でかけ直すようにする方法が有効である。また、発信者番号表示機能の
ある電話を使用している場合には、番号非通知や知らない番号からの電話には出ないという方
法もある。
また、宅配便等で現金を送付させる手口が見られるが、宅配便等で現金を送付することはで
きないので絶対に送らないこと。
（３）すぐに消費生活センター等に相談すること
少しでも疑問や不安を感じた場合には、すぐに消費生活センターや家族・友人等に相談する
こと。
（４）日頃から家族や身近な人による高齢者への見守りが大切
トラブルにあっている方の多くが高齢者である。日頃から家族やホームヘルパーなどの身近
な人が、本人の様子や居室、居宅の変化などに気をつける必要がある。
４．情報提供先
消費者庁消費者政策課
内閣府消費者委員会事務局
警察庁刑事局捜査第二課
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参考１ PIO-NETからみた相談の傾向 5
(1) 契約当事者の属性
① 年代別
年代別では、60 歳代が 272 件（28.3%）、70 歳以上が 249 件（25.9%）と、60 歳以上が 54.3％
を占めた。以降、50 歳代が 208 件（21.7%）、40 歳代が 145 件（15.1%）と続き、平均年齢は 59
歳となっている（n=960）。
② 性別
性別では、男性が 460 件（45.0%）、女性が 562 件（55.0%）であり、女性の割合がやや大きい
（n=1,022）。
③ 職業別
職業別では、無職が 342 件（35.8%）、給与生活者が 320 件（33.5%）、家事従事者が 198 件（20.8%）、
自営・自由業が 92 件（9.6%）である（n=954）。
④ 都道府県別
都道府県別にみると、東京都が 86 件（8.4％）、愛知県が 62 件（6.0%）、神奈川県が 61 件（5.9%）、
大阪府が 47 件（4.6%）、兵庫県が 42 件（4.1%）と続く（n=1,026）。
(2) 既支払金額
既にお金を支払ってしまってからの相談は 581 件であり、相談全体（n=1,034）の 56.2％を
占めている。100 万円以上 500 万円未満が 223 件（38.4％）と最も多く、平均既支払金額は約
330 万円である。

5 2014 年 5 月 19 日までの登録分。2010 年度から 2013 年度に寄せられた相談の内訳。不明・無回答等を除く。
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参考 2 独立行政法人国民生活センター発行「見守り新鮮情報 6」

6 見守り新鮮情報（http://www.kokusen.go.jp/mimamori/index.html）
本資料は、第 175 号で配信したリーフレット。（http://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen175.pdf）
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<title>「当選番号を事前に教えてあげる」はあり得ない！ロト６などの数字選択式宝くじの当選番号詐欺が急増 </title>

