
「スポーツくじ」って、なんだろう。
もし、このまちにみんなが使えるグラウンドがあったなら
もし、このまちで国際大会を観戦できたなら
もし、わたしがスポーツで世界をめざせたなら

さあ、もっとドキドキしよう、ニッポン。





すべてのスポーツに
エールを

一人ひとりの想いが重なって、新しい輪が広がる。
「スポーツくじ」は日本のスポーツ環境を支え、
スポーツを心から楽しめる人が増えるように、
一人ひとりのエールを形ある支援に変えて、
スポーツの今と未来を育てていきます。

どんなスポーツにも夢があり、想いがあり、
心動かす力があるから。

くじを買うはエールになる



J.LEAGUEとB.LEAGUEに
新しいエールを

新スポーツくじ
WINNER誕生

©J.LEAGUE    ©B.LEAGUE



新しい応援のカタチ
クラブチームに還元し、

みんなでスポーツを盛り上げよう

「WINNER」の売上の一部は、

J.LEAGUEやB.LEAGUEの各クラブチームに還元されます。

１試合の結果を予想して、

一人ひとりのエールをクラブに還元できるのは「WINNER」だけ。

みんなの力でスポーツを盛り上げよう！

好きな試合を
選んで買える

応援がもっと
楽しくなる

売上の一部は
スポーツ振興くじ助成
のほかクラブの成長
に使われる



　
フ
ァ
ン
に
な
る

スポーツの未来を想い、くじを買う。
それが、スポーツを支える財源になる。

その財源がスポーツを育て、
みんながスポーツを楽しめる機会が増えていく。

スポーツくじの仕組み

「WINNER」の登場によって、スポーツくじの4つの輪がさらに充実。
4つのステップで、日本のスポーツを育てていきます。

  エールになる

　　チャンスになる

パ
ワ
ー
に
な
る

2

スポーツくじの
 つの輪4

4

1
くじを買う 財源ができる

3
スポーツを
楽しむ機会が
増える

スポーツを
育てるために
お金が使われる



1

スポーツくじは、
新しく誕生した「WINNER」のほか、
複数試合を予想する「toto」、
完全運まかせの「BIG」の３種類。

どのスポーツくじもスポーツの今と未来につながっています。

あなたに合った楽しみ方を選べる
スポーツくじのラインナップ

好きな１試合を選んで予想 複数試合を楽しく予想 予想いらずの完全運まかせ

知っていますか？ 
スポーツくじ。



知っていますか？ 
スポーツくじ。

2
スポーツを支える

財源が生まれています。

スポーツを愛するみんなの熱い想いが、
スポーツを支える財源として活用されています。

さらに、「WINNER」の登場により、
クラブチームを支援できるしくみが加わりました。

収益

3/4 1/4

売上金

スポーツ振興の
ための助成
（スポーツ団体、
地方公共団体等）

国
庫
納
付
金

ク
ラ
ブ
等
へ
の
支
援
金

経費特定
金額

当せん払戻金
（50%）

選手等のための環境整備やクラブ強化などに充当されます

※ 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などに充当されています

※



東日本大震災の
復旧・復興支援

約51.4億円

2,335
億円

約

3
スポーツ環境を育むために、

さまざまな支援を行なっています。

あなたが住んでいる地域で、取り組んでいる競技で、
環境整備や選手のサポートが進んでいます。

たとえば、空調設備の整備を通じた熱中症対策など、
スポーツを安心して楽しめる環境が育まれています。

※2022年度は配分額を合算しています。（2022年6月現在）

地域のスポーツ
施設の整備

約975.5億円

スポーツの
競技水準の向上

約965.4億円

地域スポーツの普及

約342.7億円



これまで約2,335億円が
日本のスポーツ振興のために役立てられました。

※金額は2002年からこれまでの合計で、2022年度は配分額を合算しています。（2022年6月現在）

地域スポーツの普及 342.7億円

総合型地域スポーツクラブ活動助成 地域におけるスポーツ活動の拠点であり、地域住民の交流の場となる
総合型地域スポーツクラブを創設・育成するサポートをしています。

地方公共団体スポーツ活動助成 地方公共団体が地域住民を対象に行うスポーツ教室や大会の開催など、
地域のスポーツ活動の活性化に向けたサポートをしています。

地域スポーツ施設の整備 975.5億円

大規模スポーツ施設整備助成 アイスアリーナやスキーのジャンプ台といった冬季国体の競技会場や
Ｊリーグホームスタジアムの整備など、競技環境を整えるサポートをしています。

地域スポーツ施設整備助成 グラウンドの芝生化、体育館や陸上競技場の整備など、誰もがスポーツに親しめる
環境を整えるサポートをしています。

スポーツ競技水準の向上 965.4億円

将来性を有する競技者の発掘及び
育成活動助成

スポーツ団体や地方公共団体が行う、将来有望な選手を発掘し、
継続的に育成するための活動をサポートしています。

国際競技大会開催助成 日本で開催される国際的なスポーツの競技会が円滑に行われるよう
サポートしています。

2020オリンピック競技大会・
パラリンピック競技大会等開催助成

東京オリンピック・パラリンピック競技大会の競技会場や備品の整備など、
円滑な開催に向けたサポートを行いました。

優秀な選手・指導者に対する個人助成
（スポーツ振興基金助成）の財源に充当

スポーツ振興基金助成の事業である、優秀なスポーツ選手・指導者等、
個人に対する助成金の財源として活用されています。

スポーツ団体スポーツ活動助成 スポーツ団体が行うスポーツ教室や大会の開催など、
豊かなスポーツライフのための環境づくりをサポートしています。

東日本大震災の復旧・復興支援 約51.4億円

東日本大震災緊急復興支援 東日本大震災によって被災したスポーツ施設の復旧や、
子ども達を対象に行うスポーツを通じた支援活動など、
被災地のスポーツ環境の復興に向けたサポートを行いました。東日本大震災復旧・復興支援助成



夜間照明設備の整備バスケットコートの整備 プールの整備

教室・大会の開催 グラウンドの芝生化

4
スポーツを楽しむ機会が

増えています。

スポーツくじの支援により、
みんなが自由に使えるグラウンドが整備されています。
全国各地でスポーツ教室や大会が開催されています。

世界を目指せるチャンスが増えています。
スポーツをする、みる、ささえる。

どんな人にもスポーツの楽しみが広がっています。



2022年度は、
1,725件、159億 6,423万 7,000円が
助成金として配分されています。

2022年度助成金配分額

スポーツくじの助成金は、
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、

配分されています。（2022年6月現在）

地域スポーツ施設整備助成 61億2,972万円247件

合計1,725件 159億6,423万 7,000円

大規模スポーツ施設整備助成 3億444万5,000円2件

地方公共団体スポーツ活動助成 17億2,803万円468件

総合型地域スポーツクラブ活動助成 2億9,851万2,000円170件

将来性を有する競技者の発掘及び
育成活動助成

18億6,801万5,000円80件

スポーツ競技水準の向上 75億353万円838件

地域スポーツの普及 20億2,654万2,000円638件

地域スポーツ施設の整備 64億3,416万5,000円249件

国際競技大会開催助成 10億1,413万7,000円14件

スポーツ団体スポーツ活動助成 34億2,137万8,000円744件

優秀な選手・指導者への
個人助成に充当

12億円



競泳　大橋悠依選手

スポーツくじによるスポーツ振興助成活動や
アスリートたちの活躍をのぞいてみませんか？
    

小学生から夢を語った理由　
奥深い世界で得た
「探究心と諦めない心」

陸上　飯塚翔太選手（ミズノ）

日本女子トップスイマーが泳ぐ意味　
「次世代に一つの道を見せられたら」

スポーツ応援サイト

車いすバスケットボール  香西宏昭選手

次世代に繋ぎたい「可能性と選択肢」
日本唯一プロ車いす
バスケ選手の想い

パラアルペンスキー　村岡桃佳選手

自分で限界を作らない
夏冬“二刀流”に挑む
パラリンピアンが見る景色

アスリートのインタビューが読める

復興のシンボルとして生まれ変わった
名取市サイクルスポーツセンター
宮城県名取市

国体のレガシーを廃校の体育館へ、
茨城県鉾田市のクライミング施設
茨城県鉾田市

徳島の海・山・川・グルメを楽しみ
尽くす「四国の右下」ロードライド
徳島県

プロチーム×市民×企業×行政による
バスケットボールを核としたまちづくり
新潟県長岡市

スポーツくじが助成する自治体の取り組みについて知れる

動画でスポーツくじのしくみを理解できる

スポーツくじを購入することから始まるスポーツ支援の仕組みをわかりやすく
まとめた動画です。

「WINNER」を通じたJ.LEAGUEやB.LEAGUEのクラブチーム支援とは？
誰もが参加できる新しい応援のカタチ「WINNER」の世界観を表現した動画です。

©J.LEAGUE    ©B.LEAGUE



1等のみ…競技会結果的中

1等のみ…競技会結果的中

ルヴァンカップ、天皇杯の準決勝などを対象としたtotoGOAL2もあります。 ＊1 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 当せん確率は理論値です。

＊1 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 当せん金は理論値であり、売上金額や当せん口数によって変動します。
※すべての組み合わせ（BIG・100円BIG：4,782,969通り/MEGA BIG:16,777,216通り/BIG 1000：177,147通り/mini BIG：19,683通り）を1セットとして販売しているくじではありません。

商   品

指定されたサッカー5試合各試合のホームチームの
90分間での「勝ち」「負け」「その他（引き分け・延長）」
の結果を予想（A組とB組があります）

1等…全試合的中

大きく狙うなら！
最高6億円くじ

指定されたサッカー13試合各試合のホー
ムチームの90分間での「勝ち」「負け」
「その他（引き分け・延長）」の結果を予想

・ホームチームの90分勝ち＝1
・ホームチームの90分負け＝2  
・その他（引き分け・延長）＝0

1口100円

1口100円

1等…全試合的中　
2等…1試合はずれ
3等…2試合はずれ

キャリーオーバーあり

最高5億円
キャリーオーバーなし

最高1億円

1口300円

購入金額

14コの数字のうち、
1等…すべての数字が一致  2等…1コはずれ  3等…2コはずれ
4等…3コはずれ　5等…4コはずれ　6等…5コはずれ

当せん1等当せん金額＊1

キャリーオーバーあり

最高6億円
キャリーオーバーなし

最高3億円
特別開催回は除く

くじ史上最高額！
最高12億円くじ！

1口300円

購入金額

12コの数字のうち、
1等…すべての数字が一致  2等…1コはずれ  3等…2コはず
れ4等…3コはずれ　5等…4コはずれ　6等…5コはずれ

当せん1等当せん金額＊1

キャリーオーバーあり

最高12億円
キャリーオーバーなし

最高7億20円

キャリーオーバーあり

最高2億円
キャリーオーバーなし

最高1億円気軽＆手軽！
100円で最高2億円！

1口100円

購入金額

14コの数字のうち、
1等…すべての数字が一致　2等…1コはずれ　3等…2コはずれ
4等…3コはずれ　5等…4コはずれ

当せん1等当せん金額＊1

確率重視で選ぶなら！
1等1000万円くじ

1口200円

購入金額

11コの数字のうち、
1等…すべての数字が一致　2等…1コはずれ　
3等…2コはずれ　4等…3コはずれ

当せん1等当せん金額＊2

約1000万円

当たりゾクゾク！
1等100万円くじ

13試合を楽しく予想。

かんたん5試合選ぶだけ！
当せん確率1/243。＊2

約100万円 1口200円

購入金額

9コの数字のうち、
1等…すべての数字が一致　2等…1コはずれ　3等…2コはずれ

当せん1等当せん金額＊2

totoとは 投票方法

投票方法

投票方法

購入金額 当せん1等当せん金額＊1

・ホームチームの90分勝ち＝1
・ホームチームの90分負け＝2　
・その他（引き分け・延長）＝0

購入金額 当せん

高額当せんが狙える完全運まかせの“ＢＩＧ”

サッカーの試合結果を自分で予想する“ｔｏｔｏ”

■ 予想が難しい方には、好きなチームだけを予想して他の予想をコンピュータに任せる「ランダムチャンス」もおすすめです！

指定されたサッカー3試合（6チーム）の90分間での
ゴール数を予想

1等…全チーム的中
2等…1チームはずれ1口100円得点予想で

とことん勝負を楽しもう。

各チーム90分間での得点が
・0点＝0　・1点＝1　・2点＝2
・3点以上＝3

購入金額 当せん

mini totoとは

totoGOAL3とは

＊1 当せん金は【払戻倍率（オッズ）×購入金額】によって決まります。〔払戻倍率（オッズ）は、投票状況により販売終了まで変動します。〕 ＊2 一部の「競技会予想」はくじ売り場ではお買い求めできません。
※ キャリーオーバーは発生しません。

1口200円

バスケ

指定されたJ.LEAGUE（J1、J2、J3）、ルヴァンカップ、天皇杯など、１試合の90
分間の試合結果（スコア）について、18択から予想（選択肢イメージ：①１－０、
②２－０...⑰２－２、⑱その他の引き分けなど）

WINNERサッカー１試合予想とは

WINNERサッカー１試合予想とはWINNERバスケ１試合予想とは

購入金額

1試合から気軽に予想できる“WINNER”

「スポーツくじ」ってどんなくじ？

J.LEAGUEやルヴァンカップの優勝チームなどを予想

WINNERサッカー競技会予想とは＊2

B.LEAGUEの年間優勝チームなどを予想

WINNERバスケ競技会予想とは＊2

1口200円

購入金額

1等のみ…試合結果的中指定されたB.LEAGUE（B1、B2）、B.LEAGUEチャンピオンシップなど、１試合の
延長を含む最終の試合結果（勝利チームと点差）について、16択から予想（選
択肢イメージ：①ホーム勝利1～3点差...⑯アウェイ勝利30点差以上など）

当せん

1等のみ…試合結果的中

当せん

当せん

当せん

1口200円

購入金額

1口200円

購入金額

＊1

＊1

＊1

＊1

サッカー



販    売 どこで買えるの？

払    戻 当せんしたらどうすればいいの？

当せん金が10万円以下 当せん金が10万円超

信用金庫、くじ売り場＊1、セブン-イレブン＊2で当せん金受取 信用金庫で当せん金受取

スポーツくじ取扱いの信用金庫、
払戻可能な一部くじ売り場＊1、セブン-イレブン＊2にて、
その場で現金を受け取ることができます。
＊1 払戻可能な一部のくじ売り場は、払戻限度額が、1万円、5万円の店舗もあります。それぞれの店舗に
     ついては、スポーツくじオフィシャルサイト・店頭にて掲示している払戻上限額をご確認ください。
＊2 セブン-イレブンは、払戻限度額が1万5千円となります。 

50万円以下 スポーツくじ取扱いの信用金庫にて、その場で
現金を受け取ることができます。

50万円超

※振込手数料は差し引きとなります。

スポーツくじ取扱いの信用金庫で手続きをし、
12営業日以降に窓口で直接受け取るか、
指定の口座への振込を選択することができます。

※10万円超の場合で、払戻の取次ぎを行っているくじ売り場等もあります。

お近くの信用金庫かくじ売り場、セブン-イレブンで受け取ることができます。当せん金の金額によって受取方法が異なりますのでご注意ください。

※一券面あたり※一券面あたり

¥10000

※一部宝くじ売り場などWINNER・toto・BIGマーク（ロゴやのぼり）が目印です。

【販売時間】8:00～23:00（店舗によって販売時間は異なります）

WINNERの場合
オフィシャルサイトで予想して窓口で購入！

【販売締切時間】各指定試合の開始60分前まで

くじ売り場で購入の場合のみ、
Club totoへの会員登録がなくても購入できます！

BIGの場合

totoの場合

窓口で買いたい
口数を伝える1

STEP

totoマークシート
をもらう1

STEP
予想して記入する2

STEP 購入代金と引き換えに
チケットを受け取る3

STEP

購入代金と引き換えに
チケットを受け取る2

STEP

窓口で購入！

窓口で購入！

【販売締切時間】販売最終日の12:00まで

【販売締切時間】販売最終日の12:00まで

1
STEP

2
STEP

3
STEP

※販売締切時間は変更となる場合があります。詳しくは各開催回の情報をご確認ください。

※販売締切時間は変更となる場合があります。詳しくは各開催回の情報をご確認ください。

¥10000¥10000

オフィシャルサイトに
アクセス

サイト内で予想して
QRコードを入手

窓口でQRコードを提示
し、購入代金と引き換
えにチケットを受け取る

※インターネットでご購入（ネット決済・コンビニ決済）の場合は、お客様の口座へ自動で振り込まれます。

WINNERの購入予約はこちらから

スポーツくじオフィシャルサイト

スポーツくじ　WINNER 検索

コンビニエンスストアで toto・BIGの場合

マルチメディア端末、マルチコピー機で購入！

【販売締切時間】販売最終日の11：30まで

タッチパネルの画面の指示に沿って進み、レジで発券！

くじ売り場で

インターネットで

【販売締切時間】各指定試合の開始10分前まで

【販売期間】24時間いつでもOK
BUY

BUY

スポーツくじオフィシャルサイト

詳しくはスポーツくじまたはオフィシャルサイトにてご確認ください。  https://www.toto-dream.com

※販売締切時間は変更となる場合があります。各指定試合の情報をご確認ください。

※WINNERはコンビニのマルチメディア端末、マルチコピー機から
は直接購入できません、コンビニで代金をお支払いを希望される場
合は、スポーツくじオフィシャルサイトのコンビニ決済をご利用くだ
さい。（Club totoへの入会が必要です。）

（2022年9月発行）



◎会     費 入会金・年会費：無料　

◎特     典

◎入会資格 年齢が19歳以上であること。

◎入会方法 スポーツくじオフィシャルサイトでお申込みいただけます。

①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。
②貯まったポイントで素敵な賞品が当たるポイントプログラムに応募できます。
③会員ランクに応じて、ボーナスポイントや限定賞品プレゼント等 様々な特典が提供されます。
※ポイントの有効期限は、ポイントを獲得した年を含め、3年目の12月31日に失効します。※楽天銀行totoサイト、PayPay銀行スポーツくじサイト、Yahoo! totoサイト、楽天totoサイト、三井住友銀行SMBCダイレ
クトサイト、au PAY totoサイト、住信SBIネット銀行スポーツくじサイト、じぶん銀行totoサイト、ドコモスポーツくじサイトで購入した場合、Club totoポイントは付与されません。

詳しくはスポーツくじオフィシャルサイトで！  https://www.toto-dream.com/club/index.html

● スポーツくじオフィシャルサイト h t t p s : //www. to to - d r eam .com
● スポーツくじお客様センター 0120-9292-86  ［受付時間］8：00～23：30
      ※電話番号を十分ご確認の上、おかけ間違いのないようお願いいたします。年末年始は受付時間を変更する場合があります。

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。

〒107-0061 東京都港区北青山二丁目8番35号

会員制度 『C l u b  t o t o』

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 LINE

編集発行

友だちになるとメリットいっぱい!

QRコードから登録
またはLINE公式アカウントで と検索！スポーツくじB IG


