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1.	 新規入力

発表された当選番号を新規入力します。

1. メニュー画面から［新規入力］をクリックします。

●入力画面が表示されます。

2. 番号の右にある「★」印の赤丸をクリックします。

誤ってチェックした場合は、右にある「×」を
クリックするとキャンセルされます。

3. ボーナス数字を右の［ボーナス数字選択］エリア
から数字の左にあるをクリックします。
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●ボーナス数字エリアに数字が挿入されます。

4. ［保存］ボタンをクリックします。

●入力された内容は全て消去され、抽選回数のエ
リアに次の番号が表示されます。

過去の当選番号を入力することができますが、
抽選回数エリアの数字は直前に作成した数字に
「１」を足した数が表示されます。
新規で入力する場合は、表示されている数字を
ご確認ください。

5. ［戻る］ボタンをクリックして、メニュー画面に
戻ります。
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2.	 入力結果の確認

1. メニューから［入力結果］をクリックします。

●入力結果画面が表示されます。

●入力されたデータから、過去の「出現回数」・「出
現順位」・「連番数」が下段に表されます。

「連番数」は、２連続や３連続・４連続が存在
するため、正確な数字ではありません。

出現回数をグラフ表示できます。

2. ［分布グラフ］ボタンをクリックします。

●「各数字の出現回数分布」画面が表示されます。

●数字の羅列ではなく、視覚的に出現頻度が確認
できます。

3. ［戻る］ボタンをクリックして、入力結果画面に
戻ります。
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4. 最近のデータを確認する場合は、検索エリアに確
認したい回数を入力します。

数字に制限はありませんが、左上にある現在登
録されている数字よりも大きな値を入力した場
合は全てのデータを表示します。

5. 数字を入力後、［検索］ボタンをクリックします。

●指定された直近の回数分が表示されます。

●［分布グラフ］ボタンは、表示されているデー
タから抽出されます。

6. ［分布グラフ］ボタンをクリックします。

●検索された回数分の分布グラフが表示されま
す。

7. ［戻る］ボタンをクリックして、入力結果画面に
戻ります。
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●直近のデータを検索した後で、全てのデータを
確認したい場合は、検索数字入力エリアに数字
を入力しないで［検索］ボタンをクリックしま
す。

●全てのデータが再表示されます。

検索結果のみが表示されている時に［戻る］ボ
タンでメニュー画面に戻って、再びメニューか
ら［入力結果］ボタンをクリックして入力結果
画面に移動した場合も全てのデータが表示され
ます。
必要な場合は、項番「４」からの手順で検索し
てください。
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3.	 入力結果の修正と削除

●入力結果の修正をする

1. 修正したい抽選回数の行をクリックします。

●クリックする場所は、行のどこの部分をくりっ
くしても選択できます。

●ダイアログボックスが表示されます。

2. ［修正する］ボタンをクリックします。

●入力画面が表示されます。

3. 変更する番号の「×」の左にある赤丸をクリック
して消去し、正しい番号の「★」をクリックして
変更してください。

ボーナス数字は、そのまま他の数字をクリック
するとかわります。

4. 変更完了後、［保存］ボタンをクリックします。

●一覧画面が表示されます。

変更内容をご確認ください。

パターンの内容も同時に保存されます。
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●入力結果を削除する

5. 修正したい抽選回数の行をクリックします。

●クリックする場所は、行のどこの部分をくりっ
くしても選択できます。

●ダイアログボックスが表示されます。

6. ［削除する］ボタンをクリックします。

●削除を確認するダイアログボックスが表示され
ます。

7. ［削除する］ボタンをクリックします。

削除した場合は、パターンのレコードも同時に
削除されます。誤って削除した場合は、もう一
度「新規入力」から入力し直してください。
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4.	 当選番号のパターン

「パターン」は、１～９の１桁の数字と、10～ 19までの10台の数字、20～ 29までの20台の数字、30
～ 39までの30台の数字と、40～ 43までの40台の数字の５つのブロックに分けて、それぞれがどのよう
なパターンで出現してるかを検討するためのものです。

1. メニューから［パターン］をクリックします。

●パターン表示画面が表示されます。

表示された時点で、データは抽選回数でソート
されています。上部の「抽選回数」「当選番号」「当
選番号合計」「ボーナス数字」「1～ 9」の部分
で再ソートができます。

下段には、表示されているデータの、当選数字
の合計の「最大」「平均」「最小」と、合計の分
布および偶数・奇数の分布が表示されます。

６ページの項番「４」　の入力結果の検索と同様に直近の抽出ができます。

2. 入力エリアに確認したい回数分の数字を入力しま
す。
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3. 入力が完了したら［検索］ボタンをクリックしま
す。

●指定された回数分のデータが表示されます。

下段の「当選番号の合計の分布」や「偶数・奇
数の分布」は表示されたデータから抽出されま
す。

抽出後、全てのデータを確認したい場合

4. 回数の入力エリアが空欄の状態で［検索］ボタン
をクリックします。

●全てのデータが表示されます。
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過去データのパターンの分布を確認できます。

5. ［パターン集約］ボタンをクリックします。

●過去に出現したパターンと出現数が表示されま
す。

●予測する際の参考にしてください。

それぞれのパターンが出現した抽選回の当選番号を確認できます。

6. パターンの後ろにある［発生］の数字部分をクリッ
クします。

●このマニュアルでは、［0-2-2-2-0］を選択しま
した。

●選択したパターンの当選番号が一覧表示されま
す。

該当する抽選回と次の抽選回が２段で表示され
ます。
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●該当する抽選回だけを確認したい場合は、上段
の［該当回のみ］ボタンをクリックします。

●該当する抽選回の一覧が表示されます。

7. 次回のみを表示したい場合は、［次回のみ］をク
リックします。

●次回の抽選回の一覧が表示されます。

［当該回のみ］と［次回のみ］のそれぞれのボ
タンで切り替えができます。

8. ［戻る］ボタンで、当該回と次回の併記画面に戻
ります。

9. ［戻る］ボタンをクリックします。
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●「当選パターン出現回数」画面に戻ります。

10. ［戻る］ボタンをクリックします。

●パターンの一覧画面が表示されます。

「一致数検索」の虫眼鏡で、当選番号の一致す
る抽選会を確認することができます。

11. パターンを選択して［虫眼鏡］ボタンをクリック
します。

このマニュアルでは「1488」を選択しました。

●３個以上一致しているデータを抽出していま
す。一覧には、該当する回と次の抽選回が表示
されます。（３個以上一致する番号が 15 件検
出されました。）

上段に選択した抽選回の当選番号とパターンが
表示されます。

12. 該当する回のみを表示したい場合は、上段の［該
当回のみ］をクリックします。

●該当回のみの一覧画面が表示されます。

13. ［戻る］ボタンを２回クリックしてメニュー画面
に戻ります。
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5.	 連番集計

当選数字には、連続する数字がかなりの割合で発生しています。過去に発生した連番を集計して表示します。

1. メニューの［連番集計］をクリックします。

●連番集計画面が表示されます。

●開始番号により３つのタブに分けてあります。

●１つ目のタブ　開始番号が 1～ 15まで

●２つ目のタブ　開始番号が 16～ 30まで
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●３つ目のタブ　開始番号が 31～ 43まで

直近のデータのみを表示することが可能です。

2. 入力エリアに確認したい回数分の数字を入力しま
す。

3. 入力が完了したら［再集計］ボタンをクリックし
ます。

●指定された回数分のデータが表示されます。

検索枠を空欄のまま［再集計］ボタンをクリッ
クすると全てのデータを表示します。
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数字エリア横の「虫眼鏡」アイコンをクリック
すると、該当する入力結果が表示されます。

4. 「虫眼鏡」をクリックします。

このマニュアルでは、「３・４」の連続データ
を選択しました。

●入力確認画面が表示されます。

5. 「3」から始まる２連続のデータが表示されます。

表示画面には、該当する抽選回と次の抽選回が
表示されます。

6. 該当する抽選回のみを確認したい場合は、［該当
回のみ］をクリックします。

●該当する抽選回が表示されます。

●［次回のみ］ボタンで該当する回の次の回が表
示されます。

●次の抽選回が表示されます。

●［戻る］ボタンを２回クリックして連番集計画
面に戻ります。
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6.	 次回の数字の発生回数

今回の当選番号の最初の数字が「1」だった場合に、次回の最初の数字の出現した回数を集計しています。最初
の数字だけでなく、６つの数字（ロト7は7つの数字）に対して集計しています。

1. メニューから［次回の数字の発生回数］をクリッ
クします。

●一覧画面が表示されます。

例えば今回（1489 回）の最初の数字が「4」だっ
た場合の過去のデータから、次回（1490 回）「7」
が出現した回数は「2」回でした。
（直近の 151回分のデータから）

●「エリア検索」で２番目の数字から６番目の数
字まで切り替えます。

2. 「４」を選択します。
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●４番目のリストが表示されます。

●同様に「エリア検索」で１～６までの表示画面
を切り替えられます。
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7.	 ランダム予測

「ランダム予測」は、コンピュータがランダムに抽出した数字を表示しています。これまでの「入力結果」「パター
ン」「連番集計」「次回の数字の発生回数」などを考慮してお考え下さい。当選する確率のある数字を抽出してい
るわけではありませんのでご了承ください。

1. メニューから［ランダム予測］をクリックします。

●予測画面が表示されます。

下段には、表示されているデータの、当選数字
の合計の「最大」「平均」「最小」と、合計の分
布および偶数・奇数の分布が表示されます。

2. 入力エリアに予測数を入力します。

●１回の予測で 20通りまで指定できます。
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3. 入力が完了したら［予測］ボタンをクリックしま
す。

●ランダムな数字が表示されます。

表示された数字ではない、と思われる場合は、
再度［件数］エリアで指定してください。

再予測した場合、同じ日のデータは消去されま
す。

●予測から過去の類似データを確認する

●左の虫眼鏡アイコンをクリックすると、予測の
数字と過去の当選番号の一致を確認することが
できます。

4. 虫眼鏡アイコンをクリックします。

このマニュアルでは下から２つ目の数字を選択
しました。

●３個以上一致しているデータを抽出していま
す。一覧には、該当する回と次の抽選回が表示
されます。（３個以上一致する番号が９件検出
されました。）

上段に選択した抽選回の当選番号とパターンが
表示されます。下段には次の抽選回の当選番号
とパターンが表示されます。

5. 該当する回のみを表示したい場合は、上段の［該
当回のみ］をクリックします。
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●該当回のみの一覧画面が表示されます。

6. ［戻る］ボタンを２回クリックしてメニュー画面
に戻ります。

●当選番号の合計の分布、偶数・奇数の分布

●下段の「当選番号の合計」等は、直近の回数指
定が可能です。

7. 確認したい回数分の数字を入力します。

8. 入力が完了したら、入力エリアの下にある［検索］
ボタンをクリックします。
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●指定された回数分のデータが表示されます。

9. 全てのデータを表示したい場合は、回数エリアを
空欄のまま［検索］ボタンをクリックします。

●全てのデータが表示されます。

10. 表示されている番号で購入する場合は、選択枠の
赤丸をクリックします。
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●当選結果は「結果枠」でプルダウンメニューか
ら選択し、記録として残せます。

この予測は、１～43（ROTO-7 では1～37）までの数字をランダムに抽出しています。
これらのデータを基にご検討していただき、「ワクワク」「ドキドキ」していただければ幸いです。


