ニュースリリース

平成 28年

6月 24日

「常陽ＡＴＭ宝くじサービス」の取り扱い拡大について
常陽銀行（頭取

寺門 一義）は、このたび、「常陽ＡＴＭ宝くじサービス」の取り扱いを拡大しますので、

下記のとおりお知らせいたします。
本サービスは、ＡＴＭを利用してロトやナンバーズといった数字選択式宝くじを購入できるサービスで、
平成 26 年 8 月から取り扱いをしています。これまでは、当行の店舗内に併設するＡＴＭに限って取り扱い
をしておりましたが、サービスの拡大により、店舗外のＡＴＭでもご購入いただけるようになります。
当 行 は 、今 後 と も 、お 客 さ ま の 多 様 な ニ ー ズ に お 応 え す る た め 、魅 力 あ る サ ー ビ ス の 提 供 に 努 め て
まいります。
記

１．取り扱い開始時期
７月１日（金）
２．追加となる販売場所
商業施設 112 店舗などに設置している一部の店舗外ＡＴＭ
（注）学校内、病院内などの店舗外ＡＴＭは本件の対象外となります。
（注）一部店舗は、7 月 20 日（水）から販売開始します。
※新たに追加する常陽ＡＴＭ宝くじサービスの取り扱いＡＴＭ一覧につきましては（別紙）をご参照
ください。
なお、本サービスがご利用いただけるＡＴＭにつきましては、当行ホームページ「店舗・ＡＴＭの
ご案内」（http://www.joyobank.co.jp/tempo/index.html）をご覧ください。

以

上

（ご参考）
ＡＴＭ宝くじサービス概要
商
品
名
ご利用いた
だける方
購 入 方 法

宝くじ種類

販 売 場 所

販 売 時 間
ＡＴＭ手数料
宝くじ実券
当せん金の
取り扱い

常陽銀行ＡＴＭ宝くじサービス
当行の普通預金、貯蓄預金のキャッシュカード（代理人カード含む）
をお持ちの 20 歳以上の個人のお客さま
当行ＡＴＭで当行キャッシュカードでのご購入
※現金での購入はできません。

種類
購入単価
抽せん日
ナンバーズ３
毎週月～金曜日
ナンバーズ４
1 口 200 円
ミニロト
毎週火曜日
ロト６
毎週月・木曜日
ロト７
1 口 300 円
毎週金曜日
当行本支店（大阪支店は除く）および出張所（有人店舗）内のＡＴＭ 、
出張所（無人店舗）内のＡＴＭの一部
最長 8：00～20：00
（注１） 年末年始（12/31～1/3）を除く
（注２） 抽せん日にあたる宝くじは 18：30 までの販売となります。
（注３） 各営業店のＡＴＭ営業時間内での販売となります。
本サービスのＡＴＭ利用手数料は無料です。
購入した宝くじの実券は発行されません。
宝くじ番号は「ご利用明細」でご確認になれます。
抽せん日の翌々営業日に、購入に利用したキャッシュカードの預金口
座へ直接入金されます。

＜本サービスについて＞


平成 26 年 8 月に本サービスを開始し、平成 27 年 11 月に購入時のＡＴＭ操作性の改善
を行いました。



前年度（平成 27 年 4 月から平成 28 年 3 月まで）における当行ＡＴＭでの宝くじ販売額
は、約 3 億 4 千万円となりました。



宝くじ販売の収益金（販売金額の約 40％）は少子高齢化対策や教育、福祉等の公共事
業に使われております。

（別紙）
新たに追加するＡＴＭ宝くじ取り扱い店舗一覧
店舗名
水戸駅前
常陽郷土会館
常陽海上ビル
茨城県産業会館
水戸駅ビル
エクセルみなみ
京成百貨店第一
京成百貨店第ニ
ＭＥＧＡドン・キホーテ上水戸店
茨交ショッピングセンター浜田
ヨークベニマル水戸浜田店
千波ショッピングプラザ
ヨークベニマル水戸笠原店
ロゼオ水戸ショッピングセンター
フードスクエア水戸赤塚
ヨークベニマル双葉台店
住吉パワーマート
けやき台セイブ
マルト元吉田店
カスミ日立神峰店
日立駅前
滑川本町
東多賀
カスミ鮎川店
ヨークベニマル日立会瀬店
小木津セイブ
カスミ田尻店
カスミ東大沼店
川尻
ヨークベニマル土浦真鍋店
ハリガエ
イオンモール土浦
土浦駅
土浦駅東口
イオン古河店
ベイシア古河総和店
古河坂間
ヨークベニマル石岡店
カスミ石岡中央店
ヨークベニマル結城四ツ京店
南が丘
イオンモール下妻
神宮司
ヨークベニマル中郷店
笠間ショッピングセンターポレポレ
友部グリーンプラザ
ヨークベニマル友部東平店
取手マスダ
西友ひたち野うしく店
カスミみどりの駅前店
カスミ万博記念公園駅前店
並木
学園カスミ
ＴＸつくば駅
クレオスクエア
ＬＡＬＡガーデンつくば
ヨークベニマルつくば竹園店

住所
水戸市宮町1-2-4 マイムビル１階
水戸市三の丸1-5-18 常陽郷土会館内
水戸市南町3-4-12 常陽海上ビル内
水戸市桜川2-2-35 茨城県産業会館２階
水戸市宮町1-1-1 水戸駅ビルエクセル２階
水戸市宮町1-7-31 エクセルみなみ内
水戸市泉町1-6-1 京成百貨店１階
水戸市泉町1-6-1 京成百貨店８階
水戸市上水戸2-9-10 ＭＥＧＡドン・キホーテ上水戸店内
水戸市本町3-23-25 茨交ショッピングセンター浜田内
水戸市浜田1-2-30 ヨークベニマル水戸浜田店内
水戸市千波町2474 千波ショッピングプラザ内
水戸市小吹町字新山2582-2 ヨークベニマル水戸笠原店内
水戸市笠原町978-39 ロゼオ水戸ショッピングセンター内
水戸市河和田1-1 フードスクエア水戸赤塚店内
水戸市双葉台4-648-1 ヨークベニマル双葉台店内
水戸市元吉田町1478-1 パワーマート住吉店駐車場内
水戸市けやき台3-38 セイブけやき台店構内
水戸市宮内町3199-1 マルト元吉田店内
日立市神峰町1-7-7 カスミ日立神峰店内
日立市幸町1-1-3 まちステーション･日立内
日立市滑川本町4-8-12
日立市東多賀町2-10-3 駅東大通り沿い
日立市鮎川町4-1-54 フードマーケットカスミ鮎川店内
日立市会瀬町4-14-1 ヨークベニマル日立会瀬店内
日立市日高町1-24-7 セイブ小木津店内
日立市田尻町3-26-13 FOOD OFF ストッカー田尻店内
日立市東大沼町3-26-20 カスミ東大沼店内
日立市川尻町1500 日立金属豊浦工場第一駐車場内
土浦市真鍋新町20-19 ヨークベニマル土浦真鍋店内
土浦市小岩田東1-2-36 スーパーマーケットハリガエ内
土浦市上高津367 イオンモール土浦内
土浦市有明町1-30 土浦駅ビル内
土浦市港町1-5-14 土浦駅東口駅前
古河市旭町1-2-17 イオン古河店内
古河市大堤字本田前682 ベイシア古河総和店内
古河市坂間253-78
石岡市東大橋字中峯1937-1 ヨークベニマル石岡店内
石岡市石岡2222-2 フードスクエアピアシティ石岡中央店内
結城市大字結城11839-1 ヨークベニマル結城四ツ京店内
龍ケ崎市南が丘1-10-15 ハイシティ南が丘入口
下妻市堀篭972-1 イオンモール下妻内
高萩市安良川1995 神宮司団地内
北茨城市中郷町上桜井字細谷2834 ヨークベニマル中郷店内
笠間市赤坂8 ショッピングセンターポレポレ内
笠間市旭町292-1 友部グリーンプラザ内
笠間市東平3-1-45
取手市東6-130-1 マスダ取手店内
牛久市ひたち野東22-1 西友ひたち野うしく店内
つくば市花島新田13 カスミみどりの駅前店駐車場内
つくば市島名福田坪土地区画整理地48街区 カスミ万博記念公園駅前店構内
つくば市並木4-1-2 並木ショッピングセンター内
つくば市竹園2-12-1 カスミ学園店構内
つくば市吾妻2-4-1 つくばエクスプレスつくば駅（地下）構内
つくば市吾妻1-6-1 つくばクレオスクエアQ't（ｷｭｰﾄ）内
つくば市小野崎字千駄苅278-1 ＬＡＬＡガーデンつくば内
つくば市竹園1-3-1 ヨークベニマルつくば竹園店内

※一部店舗につきましては、平成28年7月20日より取り扱い開始となります。
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（別紙）

新たに追加するＡＴＭ宝くじ取り扱い店舗一覧
店舗名

住所

ＢｉＶｉつくば
つくば市吾妻１－８－１０
ヨークベニマル豊里店
つくば市豊里の杜2-1-1 ヨークベニマルつくば豊里店内
山新グランステージつくば
つくば市面野井字登戸44 山新グランステージつくば内
イーアスつくば
つくば市研究学園5-19 イーアスつくば内
とりせん研究学園店
つくば市研究学園5-18-1 とりせん研究学園店内
イオンモールつくば
つくば市稲岡66-1 イオンモールつくば内
那珂湊ピアポート
ひたちなか市栄町2-13-25 那珂湊ショッピングセンターピアポート内
ひたちなかファッションクルーズ ひたちなか市新光町35 ニューポートひたちなかファッションクルーズ内
ヨークベニマル大成店
ひたちなか市大成町11-6 ヨークベニマル大成店内
カスミ馬渡店
ひたちなか市馬渡向野2912-1 カスミ馬渡店内
ヨークベニマル東大島店
ひたちなか市東大島2-13-15 ヨークベニマル東大島店内
ヨークベニマルひたちなか店
ひたちなか市東石川3614-1 ヨークベニマルひたちなか店内
マルト佐和店
ひたちなか市稲田33-1 マルト佐和店内
鹿嶋チェリオ
鹿嶋市宮中字東山290-1 ショッピングセンターチェリオ内
延方セイミヤ
潮来市延方1365 セイミヤ延方店内
守谷ジョイフル本田
守谷市松ヶ丘3-7 ジョイフル本田守谷店内
アクロスモール守谷
守谷市松ヶ丘6-6-1 アクロスモール守谷内
イオンタウン守谷
守谷市百合ヶ丘3-249-1 イオンタウン守谷ショッピングセンター内
イオンタウン守谷第二
守谷市百合ヶ丘3-249-1 イオンタウン守谷ショッピングセンター内
大宮かわねや
常陸大宮市石沢1838 かわねや大宮店内
那珂カスミ
那珂市竹ノ内1-26-1 カスミ那珂店構内
サンモリノ那珂
那珂市菅谷字寄居1614 サンモリノ那珂店駐車場内
後台
那珂市後台2848-1 後台十文字
ヒロセヤ那珂店
那珂市飯田2708-2 スーパーヒロセヤ那珂店内
カスミ瓜連店
那珂市瓜連748-3 カスミ瓜連店内
川島エコス
筑西市布川1317-5 エコス川島店構内
かましん下館店
筑西市丙18-13 かましん下館店内
岩井グリーン
坂東市辺田1517 グリーンショッピングセンター内
ヨークベニマル坂東店
坂東市辺田1104-1 ヨークベニマル坂東店内
江戸崎バイパス通
稲敷市江戸崎甲3561-1 タイヨー江戸崎店駐車場内
アピタ佐原東店
稲敷市西代1480
岩瀬カスミ
桜川市御領1-58 フードスクエア岩瀬店駐車場内
セイミヤ神栖店
神栖市平泉1-118 セイミヤ神栖店内
麻生セイミヤモール
行方市麻生字田倉3288-29 セイミヤモール麻生店構内
大洋上沢出張所
鉾田市上沢1668-1 鉾田市上沢
水海道ショッピングセンターＦＩＮＥＳ常総市水海道渕頭町渕頭4566-1 ＦＩＮEＳ内
カスミみらい平駅前店
つくばみらい市陽光台1-14-1 カスミみらい平駅前店内
茨城空港
小美玉市与沢1601-55 茨城空港旅客ターミナルビル内
セイミヤ小美玉店
小美玉市堅倉1597 セイミヤ小美玉店内
阿見カスミ
稲敷郡阿見町阿見3987 フードスクエア阿見店内
あみプレミアム・アウトレット
稲敷郡阿見町よしわら4-1-1 あみプレミアム・アウトレット内
ヨークベニマル美浦店
稲敷郡美浦村大字受領1552-1 ヨークベニマル美浦店内
大子エコス
久慈郡大子町池田1506 エコス大子店駐車場内
東海カスミ
那珂郡東海村村松北2-7-53 FOOD OFFストッカー東海店構内
コミュニティセンター城里
東茨城郡城里町石塚1428-25 コミュニティーセンター城里構内
エコス城里店
東茨城郡城里町大字那珂西字東大堀1413 エコス城里店内
イオンタウン水戸南
東茨城郡茨城町長岡3480-101 イオンタウン水戸南ショッピングセンター内
鹿島ショッピングセンター
いわき市鹿島町米田日渡5 鹿島ショッピングセンターエブリア内
小名浜ヨークベニマル
いわき市小名浜愛宕町7-5 ヨークベニマル小名浜店内
江名
いわき市江名北町82-1 江名港前
イオンモール小山
小山市中久喜1467-1 イオンモール小山内
カスミ二宮店
真岡市石島812 カスミ二宮店駐車場内
ららぽーと柏の葉
千葉県柏市若柴175 ららぽーと柏の葉内
ららぽーと新三郷
三郷市新三郷ららシティ3-1-1 ららぽーと新三郷内
ワオシティ三郷
三郷市三郷1-3-1 ワオシティ三郷内

※一部店舗につきましては、平成28年7月20日より取り扱い開始となります。

7/20開始
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