


2010年前期toto理念パンフ/中面
A4、6p、4C×4c、2010.2.26

くじの仕組みスポーツ振興くじ助成金

totoの収益の使途

totoの収益による助成

平成２1年度スポーツ振興くじ助成金配分額

売　上　金

●くじの売上金から、当せん払戻金及び経費を除いたものが収益となります。
●収益の２/３は、スポーツ振興を目的とする事業の資金とし、収益の１/３をスポーツ団体に、１/３を地方公共団体等にそれぞれ助成
します。
●収益の１/３は、国庫に納付されます。
（納付金相当額は、教育･文化の振興、自然環境の保全、青少年の健全育成、スポーツの国際交流に関する事業等に充てられます。）

スポーツの普及に対する助成
●地域スポーツ施設整備助成
●総合型地域スポーツクラブ活動助成
●地方公共団体スポーツ活動助成
●国際競技大会開催助成（地方公共団体主催）

競技力の向上に対する助成
●スポーツ団体が行う将来性を有する選手の発掘及び
育成強化助成
●スポーツ団体スポーツ活動助成
●国際競技大会開催助成（スポーツ団体主催）

スポーツ振興くじの収益による助成は平成１４年度から実施しています。
これまで、約１７2億円の助成を行っています。（平成21年度は配分額を合算しています。）

助 　 成 　 区 　 分 件 　 数 金 　 　 額

地域スポーツ施設整備助成

総合型地域スポーツクラブ活動助成

地方公共団体スポーツ活動助成

スポーツ団体が行う将来性を有する選手の発掘及び育成強化助成

スポーツ団体スポーツ活動助成

国際競技大会開催助成

優秀な選手・指導者への個人助成に充当

合　　　計

193件

2,２０２件

9２６件

253件

１,５８５件

13件

5,172件

3,435,989千円

3,977,403千円

865,692千円

1,117,330千円

4,199,540千円

2,736,262千円

921,065千円

17,253,281千円

事 　 業 　 区 　 分 件 　 数 配 　 分 　 額

地域スポーツ施設整備助成

クラブハウス整備事業

グラウンド芝生化事業（学校のグラウンドを含む）

スポーツ施設等整備事業（夜間照明施設、学校のシャワー、更衣室等）

総合型地域スポーツクラブ活動助成

総合型地域スポーツクラブ創設支援事業

総合型地域スポーツクラブ活動支援事業

総合型地域スポーツクラブ活動事業

広域スポーツセンター指導者派遣等事業（連携推進事業を含む）

地方公共団体スポーツ活動助成

地域スポーツ活動推進事業（将来性を有する選手の発掘・育成事業を含む）

地域スポーツクラブ活動支援事業

国民体育大会冬季大会の競技会開催支援事業

スポーツ団体が行う将来性を有する選手の発掘及び育成強化助成

スポーツ団体スポーツ活動助成

スポーツ活動推進事業

アンチ･ドーピング活動推進事業

スポーツ指導者海外研修事業

組織基盤強化事業

国際競技大会開催助成

優秀な選手・指導者への個人助成に充当

合　　　計

94件

4件

64件

26件

774件

297件

352件

115件

10件

54件

52件

1件

1件

56件

447件

320件

69件

3件

55件

5件

1,430件

1,701,841千円

149,762千円

1,220,120千円

331,959千円

1,808,447千円

285,219千円

895,123千円

604,438千円

23,667千円

156,442千円

89,579千円

200千円

66,663千円

457,509千円

2,236,272千円

528,663千円

1,428,016千円

57,873千円

221,720千円

337,564千円

332,644千円

7,030,719千円

■予想系くじ

toto
（トト）

totoGOAL3
（トトゴールスリー）

totoGOAL2
（トトゴールツー）

mini toto
（ミニトト）

予想の方法 Ｊクラブ同士の指定された各試合の９０分間での結果について、
ホームチームの勝ち＝「１」、その他（引き分け・延長）＝「０」、負け＝「２」の３択で予想

対象試合数 13試合 5試合
一口単価 100円
当せん金の上限 最高１億円（キャリーオーバー発生時は、最高2億円）

当せんの種類 １等：全試合的中　　　２等：１試合はずれ
３等：２試合はずれ １等：全試合的中

当せん金の配分割合 1等：100％

予想の方法 Ｊクラブ同士の指定された各試合（各チーム）の９０分間での得点数について、
０点、１点、２点、３点以上の４択で予想

対象試合数 3試合（6チーム） 2試合（4チーム）

一口単価 100円
当せん金の上限 最高1億円（キャリーオーバー発生時は、最高2億円）

当せんの種類 1等：全チーム的中   2等：1チームはずれ 1等：全チーム的中
当せん金の配分割合 1等：60％　　2等：40％ 1等：100％

■非予想系くじ

BIG
（ビッグ）

mini BIG
（ミニビッグ）

投票の方法
Ｊクラブ同士の指定された各試合の９０分間での結果について、

ホームチームの勝ち＝「１」、その他（引き分け・延長）＝「０」、負け＝「２」の３択でコンピュータが選択

対象試合数 14試合 11試合 9試合

6億円　（※1） 約1,000万円　（※2） 約100万円　（※2）

一口単価 300円 200円

当せん金の上限

1等当せん金額
（理論値）

最高3億円
（キャリーオーバー発生時は、最高6億円）

最高2億円
（キャリーオーバー発生時は、最高4億円）

当せんの種類
1等：全試合的中　　2等：1試合はずれ　
3等：2試合はずれ　4等：3試合はずれ　
５等：４試合はずれ

1等：全試合的中　 2等：1試合はずれ
3等：2試合はずれ

1等：全試合的中　  2等：1試合はずれ
3等：2試合はずれ 4等 : 3試合はずれ

当せん金の配分割合 １等：７８％ ２等：10％ ３等：４％  
４等：４％　　5等：４％

１等：60％   　２等：15％
３等：15％   　４等：10％

１等：50％   　２等：20％
３等：30％

カンタン購入するなら…楽して当てちゃえ！楽しく当てちゃえ！　『 楽当 』（ラクアテ）
「楽当」は、コンピュータが自動的に予想するのでサッカー（Jリーグ）にあまり詳しくない方や試合結果を
予想するのが面倒な方でも、くじの種類（toto、mini toto-A組、totoGOAL3）を選んで、購入金額を
決めるだけで手軽に買える購入方法です。

写真提供：財団法人
福岡県スポーツ振興公社

写真提供：長野県大町市

写真提供：
2009年世界卓球選手権
横浜大会組織委員会

写真提供：NPO法人
しんじ湖スポーツクラブ

当せん払戻金
50％

経　費
スポーツ振興事業助成

スポーツ団体 地方公共団体等
国庫納付金

収　　益

2/3 1/3

1等：70％　　2等：15％　　3等：15％

※助成事業に関する詳細は、こちらでご確認ください。
独立行政法人日本スポーツ振興センターホームページ http://www.naash.go.jp/sinko

の収益は日本のスポーツ振興に役立てられています。

※ナビスコ杯・天皇杯の準決勝
　などを対象に販売します。

 BIG1000
（ビッグセン）

このほか、これまでに約114億円を国庫に納付し、教育・文化の振興、自然環境の保全、青少年の健全育成、スポーツの国際交流に
関する事業等に充当されています。

地域スポーツ施設整備助成
グラウンド芝生化事業
（大町市運動公園サッカー場）

総合型地域スポーツクラブ活動助成
（NPO法人しんじ湖スポーツクラブ）

スポーツ団体スポーツ活動助成
（平成21年度福岡県タレント発掘事業）

国際競技大会開催助成
（2009年世界卓球選手権横浜大会）

平成21年度の助成については、外部有識者による「スポーツ振興事業助成審査委員会」の審議を経て、1,430件、
70億3,071万9,000円の配分額が了承されました。内訳については、以下のとおりとなっています。 （平成21年１０月現在）

（※1）キャリーオーバー発生時。通常は最高3億円。当せん金は売上金額や当せん口数によって変動します。
（※2）当せん金は売上金額や当せん口数によって変動します。
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くじの仕組みスポーツ振興くじ助成金

totoの収益の使途

totoの収益による助成

平成２1年度スポーツ振興くじ助成金配分額

売　上　金

●くじの売上金から、当せん払戻金及び経費を除いたものが収益となります。
●収益の２/３は、スポーツ振興を目的とする事業の資金とし、収益の１/３をスポーツ団体に、１/３を地方公共団体等にそれぞれ助成
します。
●収益の１/３は、国庫に納付されます。
（納付金相当額は、教育･文化の振興、自然環境の保全、青少年の健全育成、スポーツの国際交流に関する事業等に充てられます。）

スポーツの普及に対する助成
●地域スポーツ施設整備助成
●総合型地域スポーツクラブ活動助成
●地方公共団体スポーツ活動助成
●国際競技大会開催助成（地方公共団体主催）

競技力の向上に対する助成
●スポーツ団体が行う将来性を有する選手の発掘及び
育成強化助成
●スポーツ団体スポーツ活動助成
●国際競技大会開催助成（スポーツ団体主催）

スポーツ振興くじの収益による助成は平成１４年度から実施しています。
これまで、約１７2億円の助成を行っています。（平成21年度は配分額を合算しています。）

助 　 成 　 区 　 分 件 　 数 金 　 　 額

地域スポーツ施設整備助成

総合型地域スポーツクラブ活動助成

地方公共団体スポーツ活動助成

スポーツ団体が行う将来性を有する選手の発掘及び育成強化助成

スポーツ団体スポーツ活動助成

国際競技大会開催助成

優秀な選手・指導者への個人助成に充当

合　　　計

193件

2,２０２件

9２６件

253件

１,５８５件

13件

5,172件

3,435,989千円

3,977,403千円

865,692千円

1,117,330千円

4,199,540千円

2,736,262千円

921,065千円

17,253,281千円

事 　 業 　 区 　 分 件 　 数 配 　 分 　 額

地域スポーツ施設整備助成

クラブハウス整備事業

グラウンド芝生化事業（学校のグラウンドを含む）

スポーツ施設等整備事業（夜間照明施設、学校のシャワー、更衣室等）

総合型地域スポーツクラブ活動助成

総合型地域スポーツクラブ創設支援事業

総合型地域スポーツクラブ活動支援事業

総合型地域スポーツクラブ活動事業

広域スポーツセンター指導者派遣等事業（連携推進事業を含む）

地方公共団体スポーツ活動助成

地域スポーツ活動推進事業（将来性を有する選手の発掘・育成事業を含む）

地域スポーツクラブ活動支援事業

国民体育大会冬季大会の競技会開催支援事業

スポーツ団体が行う将来性を有する選手の発掘及び育成強化助成

スポーツ団体スポーツ活動助成

スポーツ活動推進事業

アンチ･ドーピング活動推進事業

スポーツ指導者海外研修事業

組織基盤強化事業

国際競技大会開催助成

優秀な選手・指導者への個人助成に充当

合　　　計

94件

4件

64件

26件

774件

297件

352件

115件

10件

54件

52件

1件

1件

56件

447件

320件

69件

3件

55件

5件

1,430件

1,701,841千円

149,762千円

1,220,120千円

331,959千円

1,808,447千円

285,219千円

895,123千円

604,438千円

23,667千円

156,442千円

89,579千円

200千円

66,663千円

457,509千円

2,236,272千円

528,663千円

1,428,016千円

57,873千円

221,720千円

337,564千円

332,644千円

7,030,719千円

■予想系くじ

toto
（トト）

totoGOAL3
（トトゴールスリー）

totoGOAL2
（トトゴールツー）

mini toto
（ミニトト）

予想の方法 Ｊクラブ同士の指定された各試合の９０分間での結果について、
ホームチームの勝ち＝「１」、その他（引き分け・延長）＝「０」、負け＝「２」の３択で予想

対象試合数 13試合 5試合
一口単価 100円
当せん金の上限 最高１億円（キャリーオーバー発生時は、最高2億円）

当せんの種類 １等：全試合的中　　　２等：１試合はずれ
３等：２試合はずれ １等：全試合的中

当せん金の配分割合 1等：100％

予想の方法 Ｊクラブ同士の指定された各試合（各チーム）の９０分間での得点数について、
０点、１点、２点、３点以上の４択で予想

対象試合数 3試合（6チーム） 2試合（4チーム）

一口単価 100円
当せん金の上限 最高1億円（キャリーオーバー発生時は、最高2億円）

当せんの種類 1等：全チーム的中   2等：1チームはずれ 1等：全チーム的中
当せん金の配分割合 1等：60％　　2等：40％ 1等：100％

■非予想系くじ

BIG
（ビッグ）

mini BIG
（ミニビッグ）

投票の方法
Ｊクラブ同士の指定された各試合の９０分間での結果について、

ホームチームの勝ち＝「１」、その他（引き分け・延長）＝「０」、負け＝「２」の３択でコンピュータが選択

対象試合数 14試合 11試合 9試合

6億円　（※1） 約1,000万円　（※2） 約100万円　（※2）

一口単価 300円 200円

当せん金の上限

1等当せん金額
（理論値）

最高3億円
（キャリーオーバー発生時は、最高6億円）

最高2億円
（キャリーオーバー発生時は、最高4億円）

当せんの種類
1等：全試合的中　　2等：1試合はずれ　
3等：2試合はずれ　4等：3試合はずれ　
５等：４試合はずれ

1等：全試合的中　 2等：1試合はずれ
3等：2試合はずれ

1等：全試合的中　  2等：1試合はずれ
3等：2試合はずれ 4等 : 3試合はずれ

当せん金の配分割合 １等：７８％ ２等：10％ ３等：４％  
４等：４％　　5等：４％

１等：60％   　２等：15％
３等：15％   　４等：10％

１等：50％   　２等：20％
３等：30％

カンタン購入するなら…楽して当てちゃえ！楽しく当てちゃえ！　『 楽当 』（ラクアテ）
「楽当」は、コンピュータが自動的に予想するのでサッカー（Jリーグ）にあまり詳しくない方や試合結果を
予想するのが面倒な方でも、くじの種類（toto、mini toto-A組、totoGOAL3）を選んで、購入金額を
決めるだけで手軽に買える購入方法です。

写真提供：財団法人
福岡県スポーツ振興公社

写真提供：長野県大町市

写真提供：
2009年世界卓球選手権
横浜大会組織委員会

写真提供：NPO法人
しんじ湖スポーツクラブ

当せん払戻金
50％

経　費
スポーツ振興事業助成

スポーツ団体 地方公共団体等
国庫納付金

収　　益

2/3 1/3

1等：70％　　2等：15％　　3等：15％

※助成事業に関する詳細は、こちらでご確認ください。
独立行政法人日本スポーツ振興センターホームページ http://www.naash.go.jp/sinko

の収益は日本のスポーツ振興に役立てられています。

※ナビスコ杯・天皇杯の準決勝
　などを対象に販売します。

 BIG1000
（ビッグセン）

このほか、これまでに約114億円を国庫に納付し、教育・文化の振興、自然環境の保全、青少年の健全育成、スポーツの国際交流に
関する事業等に充当されています。

地域スポーツ施設整備助成
グラウンド芝生化事業
（大町市運動公園サッカー場）

総合型地域スポーツクラブ活動助成
（NPO法人しんじ湖スポーツクラブ）

スポーツ団体スポーツ活動助成
（平成21年度福岡県タレント発掘事業）

国際競技大会開催助成
（2009年世界卓球選手権横浜大会）

平成21年度の助成については、外部有識者による「スポーツ振興事業助成審査委員会」の審議を経て、1,430件、
70億3,071万9,000円の配分額が了承されました。内訳については、以下のとおりとなっています。 （平成21年１０月現在）

（※1）キャリーオーバー発生時。通常は最高3億円。当せん金は売上金額や当せん口数によって変動します。
（※2）当せん金は売上金額や当せん口数によって変動します。



2010年前期toto理念パンフ/中面
A4、6p、4C×4c、2010.2.26

くじの仕組みスポーツ振興くじ助成金

totoの収益の使途

totoの収益による助成

平成２1年度スポーツ振興くじ助成金配分額

売　上　金

●くじの売上金から、当せん払戻金及び経費を除いたものが収益となります。
●収益の２/３は、スポーツ振興を目的とする事業の資金とし、収益の１/３をスポーツ団体に、１/３を地方公共団体等にそれぞれ助成
します。
●収益の１/３は、国庫に納付されます。
（納付金相当額は、教育･文化の振興、自然環境の保全、青少年の健全育成、スポーツの国際交流に関する事業等に充てられます。）

スポーツの普及に対する助成
●地域スポーツ施設整備助成
●総合型地域スポーツクラブ活動助成
●地方公共団体スポーツ活動助成
●国際競技大会開催助成（地方公共団体主催）

競技力の向上に対する助成
●スポーツ団体が行う将来性を有する選手の発掘及び
育成強化助成
●スポーツ団体スポーツ活動助成
●国際競技大会開催助成（スポーツ団体主催）

スポーツ振興くじの収益による助成は平成１４年度から実施しています。
これまで、約１７2億円の助成を行っています。（平成21年度は配分額を合算しています。）

助 　 成 　 区 　 分 件 　 数 金 　 　 額

地域スポーツ施設整備助成

総合型地域スポーツクラブ活動助成

地方公共団体スポーツ活動助成

スポーツ団体が行う将来性を有する選手の発掘及び育成強化助成

スポーツ団体スポーツ活動助成

国際競技大会開催助成

優秀な選手・指導者への個人助成に充当

合　　　計

193件

2,２０２件

9２６件

253件

１,５８５件

13件

5,172件

3,435,989千円

3,977,403千円

865,692千円

1,117,330千円

4,199,540千円

2,736,262千円

921,065千円

17,253,281千円

事 　 業 　 区 　 分 件 　 数 配 　 分 　 額

地域スポーツ施設整備助成

クラブハウス整備事業

グラウンド芝生化事業（学校のグラウンドを含む）

スポーツ施設等整備事業（夜間照明施設、学校のシャワー、更衣室等）

総合型地域スポーツクラブ活動助成

総合型地域スポーツクラブ創設支援事業

総合型地域スポーツクラブ活動支援事業

総合型地域スポーツクラブ活動事業

広域スポーツセンター指導者派遣等事業（連携推進事業を含む）

地方公共団体スポーツ活動助成

地域スポーツ活動推進事業（将来性を有する選手の発掘・育成事業を含む）

地域スポーツクラブ活動支援事業

国民体育大会冬季大会の競技会開催支援事業

スポーツ団体が行う将来性を有する選手の発掘及び育成強化助成

スポーツ団体スポーツ活動助成

スポーツ活動推進事業

アンチ･ドーピング活動推進事業

スポーツ指導者海外研修事業

組織基盤強化事業

国際競技大会開催助成

優秀な選手・指導者への個人助成に充当

合　　　計

94件

4件

64件

26件

774件

297件

352件

115件

10件

54件

52件

1件

1件

56件

447件

320件

69件

3件

55件

5件

1,430件

1,701,841千円

149,762千円

1,220,120千円

331,959千円

1,808,447千円

285,219千円

895,123千円

604,438千円

23,667千円

156,442千円

89,579千円

200千円

66,663千円

457,509千円

2,236,272千円

528,663千円

1,428,016千円

57,873千円

221,720千円

337,564千円

332,644千円

7,030,719千円

■予想系くじ

toto
（トト）

totoGOAL3
（トトゴールスリー）

totoGOAL2
（トトゴールツー）

mini toto
（ミニトト）

予想の方法 Ｊクラブ同士の指定された各試合の９０分間での結果について、
ホームチームの勝ち＝「１」、その他（引き分け・延長）＝「０」、負け＝「２」の３択で予想

対象試合数 13試合 5試合
一口単価 100円
当せん金の上限 最高１億円（キャリーオーバー発生時は、最高2億円）

当せんの種類 １等：全試合的中　　　２等：１試合はずれ
３等：２試合はずれ １等：全試合的中

当せん金の配分割合 1等：100％

予想の方法 Ｊクラブ同士の指定された各試合（各チーム）の９０分間での得点数について、
０点、１点、２点、３点以上の４択で予想

対象試合数 3試合（6チーム） 2試合（4チーム）

一口単価 100円
当せん金の上限 最高1億円（キャリーオーバー発生時は、最高2億円）

当せんの種類 1等：全チーム的中   2等：1チームはずれ 1等：全チーム的中
当せん金の配分割合 1等：60％　　2等：40％ 1等：100％

■非予想系くじ

BIG
（ビッグ）

mini BIG
（ミニビッグ）

投票の方法
Ｊクラブ同士の指定された各試合の９０分間での結果について、

ホームチームの勝ち＝「１」、その他（引き分け・延長）＝「０」、負け＝「２」の３択でコンピュータが選択

対象試合数 14試合 11試合 9試合

6億円　（※1） 約1,000万円　（※2） 約100万円　（※2）

一口単価 300円 200円

当せん金の上限

1等当せん金額
（理論値）

最高3億円
（キャリーオーバー発生時は、最高6億円）

最高2億円
（キャリーオーバー発生時は、最高4億円）

当せんの種類
1等：全試合的中　　2等：1試合はずれ　
3等：2試合はずれ　4等：3試合はずれ　
５等：４試合はずれ

1等：全試合的中　 2等：1試合はずれ
3等：2試合はずれ

1等：全試合的中　  2等：1試合はずれ
3等：2試合はずれ 4等 : 3試合はずれ

当せん金の配分割合 １等：７８％ ２等：10％ ３等：４％  
４等：４％　　5等：４％

１等：60％   　２等：15％
３等：15％   　４等：10％

１等：50％   　２等：20％
３等：30％

カンタン購入するなら…楽して当てちゃえ！楽しく当てちゃえ！　『 楽当 』（ラクアテ）
「楽当」は、コンピュータが自動的に予想するのでサッカー（Jリーグ）にあまり詳しくない方や試合結果を
予想するのが面倒な方でも、くじの種類（toto、mini toto-A組、totoGOAL3）を選んで、購入金額を
決めるだけで手軽に買える購入方法です。

写真提供：財団法人
福岡県スポーツ振興公社

写真提供：長野県大町市

写真提供：
2009年世界卓球選手権
横浜大会組織委員会

写真提供：NPO法人
しんじ湖スポーツクラブ

当せん払戻金
50％

経　費
スポーツ振興事業助成

スポーツ団体 地方公共団体等
国庫納付金

収　　益

2/3 1/3

1等：70％　　2等：15％　　3等：15％

※助成事業に関する詳細は、こちらでご確認ください。
独立行政法人日本スポーツ振興センターホームページ http://www.naash.go.jp/sinko

の収益は日本のスポーツ振興に役立てられています。

※ナビスコ杯・天皇杯の準決勝
　などを対象に販売します。

 BIG1000
（ビッグセン）

このほか、これまでに約114億円を国庫に納付し、教育・文化の振興、自然環境の保全、青少年の健全育成、スポーツの国際交流に
関する事業等に充当されています。

地域スポーツ施設整備助成
グラウンド芝生化事業
（大町市運動公園サッカー場）

総合型地域スポーツクラブ活動助成
（NPO法人しんじ湖スポーツクラブ）

スポーツ団体スポーツ活動助成
（平成21年度福岡県タレント発掘事業）

国際競技大会開催助成
（2009年世界卓球選手権横浜大会）

平成21年度の助成については、外部有識者による「スポーツ振興事業助成審査委員会」の審議を経て、1,430件、
70億3,071万9,000円の配分額が了承されました。内訳については、以下のとおりとなっています。 （平成21年１０月現在）

（※1）キャリーオーバー発生時。通常は最高3億円。当せん金は売上金額や当せん口数によって変動します。
（※2）当せん金は売上金額や当せん口数によって変動します。



2010年前期toto理念パンフ/表面
A4、6p、4C×4c、2010.2.26修正

販売・払戻

toto会員制度『Club toto』

スポーツ振興くじtotoの歩み

●平成４年（１９９２年）
 １月 （財）日本体育協会、（財）日本オリンピック委員会から

各政党及びスポーツ議員連盟等に要望書提出

●平成１０年（１９９８年）
 ５月 スポーツ振興投票の実施等に関する法律公布
 １１月 スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び　　　

関係省令施行

●平成１１年（１９９９年）
 ８月 大和銀行（現：りそな銀行）を第一期（２００１年～

２００５年シーズンまでの５年間）委託金融機関として
決定

●平成１２年（２０００年）
 ３月 文部大臣が（社）日本プロサッカーリーグをスポーツ　

振興投票対象試合開催機構として指定
 ４月 スポーツ振興くじの愛称ｔｏｔｏ（トト）及びロゴデザイン

決定
 ９月 文部省が「スポーツ振興基本計画」を策定
 １０月 静岡地域限定販売（テスト販売２回）（～１１月）

●平成１３年（２００１年）
 ３月 全国販売開始
 １１月 文部科学大臣がスポーツ振興くじの収益による　　　

助成の基本方針を決定

●平成１４年（２００２年）
 ２月 投票方法変更（延長Vゴール方式→９０分方式）
 ４月 助成事業を開始

●平成１５年（２００３年）
 ３月 ５試合（１０チーム）の得点を予想する「ｔｏｔｏＧＯＡＬ」　

スタート
 ８月 コンビニエンスストアでの会員限定販売を開始
 １０月 独立行政法人日本スポーツ振興センター設立　　　 

（日本体育・学校健康センターから移行）

●平成１６年（２００４年）
 ３月 最高当せん金の引き上げ

 （１億円→２億円　※キャリーオーバー発生時）
 １２月 第二期（２００６年～２０１２年シーズンまでの７年間）

の運営業務を金融機関に委託せず、センターの直接
運営方式で行うことを決定

●平成１７年（２００５年）
 ５月 ３試合（６チーム）の得点を予想する「ｔｏｔｏＧＯＡＬ３」

スタート
 ８月 インターネットでの販売を開始

●平成１８年（２００６年）
 ２月 第二期センター直接運営方式による販売開始

指定試合当日まで販売期間を延長
５試合の試合結果を予想する「ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ」スタート

 ３月 コンビニエンスストアでの一般販売を開始
 ７月 予想をせずに簡単に購入できる新しい購入方法

「楽当」スタート
 ９月 １４試合の試合結果を対象とした、予想のいらない
  最高当せん金６億円のくじ「ＢＩＧ」スタート

（通常は最高３億円　※キャリーオーバー発生時）

●平成１９年（２００７年）
 ２月 ９試合の試合結果を対象とした、予想のいらないくじ

「ｍｉｎｉ ＢＩＧ」スタート

●平成２０年（２００８年）
 ２月 １１試合の試合結果を対象とした、予想のいらない

くじ「ＢＩＧ１０００」スタート

◆ 入会資格 年齢が１９歳以上であること。

◆ 入会方法 郵送、ファミリーマート、totoオフィシャルサイトでお申込みいただけます。

◆ 特　　典  くじを購入すると、購入金額１００円につき１ポイントが貯まります。
　  ポイント数に応じて、抽選で素敵な賞品が当たるキャンペーン等に応募できます。
　  ポイントに有効期限はありません。
　  ※イーバンク銀行サイト、ジャパンネット銀行サイト、Yahoo! JAPANサイト、楽天totoサイトで購入した場合、
 　Club totoポイントは付与されません。

◆ 会　　費 入会金・年会費：無料

スポーツ振興くじtotoの最新情報は、totoオフィシャルサイト（http://www.toto-dream.com）、totoお客様センター
（TEL：0120-9292-86　（携帯・PHSご利用の方 TEL：098-941-8192【有料】））でご確認いただけます。

BIG・BIG1000・mini BIG（非予想系くじ）については、販売初日はその前の開催回のBIG・BIG1000・mini BIGの販売が終了次第、販売を開始します。
※1 開店・閉店時間などにより、totoの取扱時間は各店舗で異なります。 ※2 デビットカード決済は、Club toto会員の方に限られます。
※3 一部店舗ではデビットカードの取り扱いは行っておりません。 ※4 Famiポート設置店舗のみの販売となります。
※5 カルワザステーション設置店舗のみの販売となります。 ※6 提携クレジットカードについてはtotoオフィシャルサイトでご確認ください。
※7 Yahoo! totoの決済方法については、Yahoo! JAPANサイトでご確認ください。

販売チャネル 販売時間 決済方法 備 考

toto売り場 ８：００～２３：００※1
（販売最終日は12：00まで） 現金又はデビットカード※2※3

現金

現金又はデビットカード※2
コンビニエンスストア

ローソン
８：００～２２：３０

（販売最終日は11：30まで）

totoオフィシャルサイトであらかじめ
登録した予想について、予約番号
を入力するだけの予約購入も可能

事前にClub totoへの
登録が必要

事前にtotoイーバンクサービス
への登録が必要

事前にJNB-totoへの
登録が必要

事前にYahoo! totoへの
登録が必要

事前に楽天totoへの
登録が必要

インターネット
totoオフィシャルサイト

ファミリーマート※4

サークルKサンクス※5

http://www.toto-dream.com
（パソコン）

http://mobile.toto-dream.com
（モバイル）

http://www.ebank.co.jp 
（パソコン）

http://m.ebank.jp 
（モバイル）

インターネット
イーバンク銀行サイト

http://www.japannetbank.co.jp
（パソコン、モバイル）

インターネット
ジャパンネット銀行サイト

http://toto.yahoo.co.jp
（パソコン）

https://toto.rakuten.co.jp
（パソコン）

https://m.toto.rakuten.co.jp
（モバイル）

インターネット
Yahoo! JAPANサイト

インターネット
楽天totoサイト

提携クレジットカード※6
又はイーバンク銀行

イーバンク銀行

ジャパンネット銀行

Yahoo!ネットバンキング又は
提携クレジットカード※7

楽天カード、楽天キャッシュ
又はイーバンク銀行

■払 戻

■販 売

払戻チャネル 払戻時間 払 戻 方 法 等

toto取扱い信用金庫 各信用金庫の営業時間内

各店舗の営業時間内toto払戻店

自動振込

サークルKサンクス ８：００～２２：３０

青少年への配慮　～19歳未満の方への購入禁止措置～

  19歳未満の方の購入又は譲り受けは、法律で禁じられています。払戻金も受け取れません。

独立行政法人日本スポーツ振興センター 　 ホームページ
スポーツ振興くじ及びセンターの業務に関する情報を掲載しています。

当センターは、スポーツの振興や子どもたちの健康の保持増進を図るため、法律によって設置されている文部科学省所管の法人です。

スポーツ振興事業部　〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町10番1号　TEL:03-5410-9190　URL: http://www.naash.go.jp/toto　 （平成２2年3月発行）

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｎａａｓｈ．ｇｏ．ｊｐ

●Club toto会員（ただし、現金で購入した場合を除きます）、totoイーバンクサービス会員、
JNB-toto会員、Yahoo! toto会員及びローソンパス会員（口座引落としコースの方のみ）は、
お客様の口座へ自動振込（原則、払戻開始日から3営業日後に振込）
●振込手数料は無料

独立行政法人 日本スポーツ振興センター　スポーツ振興事業部
NAASH  National Agency for the Advancement of Sports and Health 編集発行

●チケット１枚の当せん金額が５０万円以下の場合は、その場で払戻し
●チケット１枚の当せん金額が５０万円を超える場合は、十数日後に払戻し

●一定金額以下の当せん金は、その場で払戻し（払戻金額の上限は店舗により異なります）
●一部店舗では、チケット1枚の当せん金額が１０万円を超える場合は、十数日後に払戻し

●チケット1枚の当せん金額が1万円未満の場合は、その場で払い戻し

２４時間

販売初日は8：00から、
販売最終日は、指定試
合の最初の試合が開
始される10分前まで
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スポーツ振興くじtotoの歩み

●平成４年（１９９２年）
 １月 （財）日本体育協会、（財）日本オリンピック委員会から

各政党及びスポーツ議員連盟等に要望書提出

●平成１０年（１９９８年）
 ５月 スポーツ振興投票の実施等に関する法律公布
 １１月 スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び　　　

関係省令施行

●平成１１年（１９９９年）
 ８月 大和銀行（現：りそな銀行）を第一期（２００１年～

２００５年シーズンまでの５年間）委託金融機関として
決定

●平成１２年（２０００年）
 ３月 文部大臣が（社）日本プロサッカーリーグをスポーツ　

振興投票対象試合開催機構として指定
 ４月 スポーツ振興くじの愛称ｔｏｔｏ（トト）及びロゴデザイン

決定
 ９月 文部省が「スポーツ振興基本計画」を策定
 １０月 静岡地域限定販売（テスト販売２回）（～１１月）

●平成１３年（２００１年）
 ３月 全国販売開始
 １１月 文部科学大臣がスポーツ振興くじの収益による　　　

助成の基本方針を決定

●平成１４年（２００２年）
 ２月 投票方法変更（延長Vゴール方式→９０分方式）
 ４月 助成事業を開始

●平成１５年（２００３年）
 ３月 ５試合（１０チーム）の得点を予想する「ｔｏｔｏＧＯＡＬ」　

スタート
 ８月 コンビニエンスストアでの会員限定販売を開始
 １０月 独立行政法人日本スポーツ振興センター設立　　　 

（日本体育・学校健康センターから移行）

●平成１６年（２００４年）
 ３月 最高当せん金の引き上げ

 （１億円→２億円　※キャリーオーバー発生時）
 １２月 第二期（２００６年～２０１２年シーズンまでの７年間）

の運営業務を金融機関に委託せず、センターの直接
運営方式で行うことを決定

●平成１７年（２００５年）
 ５月 ３試合（６チーム）の得点を予想する「ｔｏｔｏＧＯＡＬ３」

スタート
 ８月 インターネットでの販売を開始

●平成１８年（２００６年）
 ２月 第二期センター直接運営方式による販売開始

指定試合当日まで販売期間を延長
５試合の試合結果を予想する「ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ」スタート

 ３月 コンビニエンスストアでの一般販売を開始
 ７月 予想をせずに簡単に購入できる新しい購入方法

「楽当」スタート
 ９月 １４試合の試合結果を対象とした、予想のいらない
  最高当せん金６億円のくじ「ＢＩＧ」スタート

（通常は最高３億円　※キャリーオーバー発生時）

●平成１９年（２００７年）
 ２月 ９試合の試合結果を対象とした、予想のいらないくじ

「ｍｉｎｉ ＢＩＧ」スタート

●平成２０年（２００８年）
 ２月 １１試合の試合結果を対象とした、予想のいらない

くじ「ＢＩＧ１０００」スタート

◆ 入会資格 年齢が１９歳以上であること。

◆ 入会方法 郵送、ファミリーマート、totoオフィシャルサイトでお申込みいただけます。

◆ 特　　典  くじを購入すると、購入金額１００円につき１ポイントが貯まります。
　  ポイント数に応じて、抽選で素敵な賞品が当たるキャンペーン等に応募できます。
　  ポイントに有効期限はありません。
　  ※イーバンク銀行サイト、ジャパンネット銀行サイト、Yahoo! JAPANサイト、楽天totoサイトで購入した場合、
 　Club totoポイントは付与されません。

◆ 会　　費 入会金・年会費：無料

スポーツ振興くじtotoの最新情報は、totoオフィシャルサイト（http://www.toto-dream.com）、totoお客様センター
（TEL：0120-9292-86　（携帯・PHSご利用の方 TEL：098-941-8192【有料】））でご確認いただけます。

BIG・BIG1000・mini BIG（非予想系くじ）については、販売初日はその前の開催回のBIG・BIG1000・mini BIGの販売が終了次第、販売を開始します。
※1 開店・閉店時間などにより、totoの取扱時間は各店舗で異なります。 ※2 デビットカード決済は、Club toto会員の方に限られます。
※3 一部店舗ではデビットカードの取り扱いは行っておりません。 ※4 Famiポート設置店舗のみの販売となります。
※5 カルワザステーション設置店舗のみの販売となります。 ※6 提携クレジットカードについてはtotoオフィシャルサイトでご確認ください。
※7 Yahoo! totoの決済方法については、Yahoo! JAPANサイトでご確認ください。

販売チャネル 販売時間 決済方法 備 考

toto売り場 ８：００～２３：００※1
（販売最終日は12：00まで） 現金又はデビットカード※2※3

現金

現金又はデビットカード※2
コンビニエンスストア

ローソン
８：００～２２：３０

（販売最終日は11：30まで）

totoオフィシャルサイトであらかじめ
登録した予想について、予約番号
を入力するだけの予約購入も可能

事前にClub totoへの
登録が必要

事前にtotoイーバンクサービス
への登録が必要

事前にJNB-totoへの
登録が必要

事前にYahoo! totoへの
登録が必要

事前に楽天totoへの
登録が必要

インターネット
totoオフィシャルサイト

ファミリーマート※4

サークルKサンクス※5

http://www.toto-dream.com
（パソコン）

http://mobile.toto-dream.com
（モバイル）

http://www.ebank.co.jp 
（パソコン）

http://m.ebank.jp 
（モバイル）

インターネット
イーバンク銀行サイト

http://www.japannetbank.co.jp
（パソコン、モバイル）

インターネット
ジャパンネット銀行サイト

http://toto.yahoo.co.jp
（パソコン）

https://toto.rakuten.co.jp
（パソコン）

https://m.toto.rakuten.co.jp
（モバイル）

インターネット
Yahoo! JAPANサイト

インターネット
楽天totoサイト

提携クレジットカード※6
又はイーバンク銀行

イーバンク銀行

ジャパンネット銀行

Yahoo!ネットバンキング又は
提携クレジットカード※7

楽天カード、楽天キャッシュ
又はイーバンク銀行

■払 戻

■販 売

払戻チャネル 払戻時間 払 戻 方 法 等

toto取扱い信用金庫 各信用金庫の営業時間内

各店舗の営業時間内toto払戻店

自動振込

サークルKサンクス ８：００～２２：３０

青少年への配慮　～19歳未満の方への購入禁止措置～

  19歳未満の方の購入又は譲り受けは、法律で禁じられています。払戻金も受け取れません。

独立行政法人日本スポーツ振興センター 　 ホームページ
スポーツ振興くじ及びセンターの業務に関する情報を掲載しています。

当センターは、スポーツの振興や子どもたちの健康の保持増進を図るため、法律によって設置されている文部科学省所管の法人です。

スポーツ振興事業部　〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町10番1号　TEL:03-5410-9190　URL: http://www.naash.go.jp/toto　 （平成２2年3月発行）

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｎａａｓｈ．ｇｏ．ｊｐ

●Club toto会員（ただし、現金で購入した場合を除きます）、totoイーバンクサービス会員、
JNB-toto会員、Yahoo! toto会員及びローソンパス会員（口座引落としコースの方のみ）は、
お客様の口座へ自動振込（原則、払戻開始日から3営業日後に振込）
●振込手数料は無料

独立行政法人 日本スポーツ振興センター　スポーツ振興事業部
NAASH  National Agency for the Advancement of Sports and Health 編集発行

●チケット１枚の当せん金額が５０万円以下の場合は、その場で払戻し
●チケット１枚の当せん金額が５０万円を超える場合は、十数日後に払戻し

●一定金額以下の当せん金は、その場で払戻し（払戻金額の上限は店舗により異なります）
●一部店舗では、チケット1枚の当せん金額が１０万円を超える場合は、十数日後に払戻し

●チケット1枚の当せん金額が1万円未満の場合は、その場で払い戻し

２４時間

販売初日は8：00から、
販売最終日は、指定試
合の最初の試合が開
始される10分前まで


