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世界で活躍するスポーツ選手の育成を!!

地域住民のためのスポーツ環境整備、世界の第一線で活躍する選手の育成、国際大会の開催援助等

このくじを買って、サッカーをより一層楽しみましょう。

そして、toto（トト）の収益は、日本のあらゆるスポーツ振興のために活かされます。

日本選手の活躍を期待するオリンピックやワールドカップ

皆さんの声援は、選手の力を盛り上げます。

toto（トト）の収益は、選手強化や、そのための施設の充実に役立てられます。

あらゆるスポーツのサポーターに!!

みんなが身近にスポーツを楽しめる社会を!!

気軽にスポーツを楽しみたい。でも身近にそんな場所が不足していませんか？

子供からお年寄りまで、家族や仲間でスポーツを楽しめる環境の整備

toto（トト）の収益は、こんなところに使われます。

（トト）
2001年春、スタート。



■　Ｊリーグが開催する試合のうち、センターが指定した13試合の結果について、購入者が３

通りの予想を投票します。

■　３通りについては、「ホームチームの勝ち」、「引き分け」、「ホームチームの負け」とします。

■　１等（全試合的中）、２等（１試合はずれ）、３等（２試合はずれ）を設けます。

■　売上金の50％（当面47％）を当せん払戻金とし、当せん者数であん分します。したがって、

当せん金額は毎回異なることになります。

≪当せん確率≫

■　当せん金の最高限度額は、１等１口につき１億円、２等は１等を、３等は２等を超えない

金額となります（当せん金の各等への具体的な配分割合は、現在、検討中です。）。

■　当せん者がいない場合及び最高限度額を超えた場合の当せん払戻金は、各等ごとに、次回

に繰り越すことになります。

■　平成13年は、Jリーグの試合日程に合わせ、30回程度実施します。

【totoについて】
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toto（トト）の仕組み

くじの愛称

くじの種類

３通りの内容

１口

１等（全試合的中）当せん金

２等（１試合はずれ）当せん金

３等（２試合はずれ）当せん金

toto（トト）

13試合３通り

勝ち、引き分け、負け

100円

最高１億円

１等を超えない金額

２等を超えない金額



■　投票の方法は、マークシート方式とします。マルチメディア端末機（S-MMS）では、タッ

チパネル方式も利用できます。

■　マークシートは、シングル、マルチの２種類を用意しています。１口100円で、シングルで

は最高10口（1000円）まで、マルチでは最高96口（9600円）まで購入できます。ただし、

１枚のマークシートで同じ組み合わせは、１口だけ購入できます。

■　端末機には、専用端末機（SLT）と、タッチパネル方式も利用できるマルチメディア端末

機（S-MMS）の２種類があります。

■　マークシート、投票券については、３ページ及び４ページを、端末機については、５ペー

ジを御覧ください。

■　発売期間は、原則として、対象試合が行われる日の１週間前から前日までとします。

■　販売時間は、8：00～22：00の間で、各販売店の営業時間内を予定しています。

■　目標販売店数として、全国１万５千店程度を予定しています（当初は１万店程度とし、地

域バランスや購入動向等を踏まえて、増加していく予定です。）。

■　Jリーグの試合会場では販売しません。また当面は、いわゆるコンビニエンスストアでも販

売しません。

■　主要な販売店については、別紙を御覧ください。
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販　売



マークシートについて（その１）

シングル

¡ このシートは、13試合の各試合につき、ホームチームの｢勝ち｣、｢引き分け｣、｢負け｣

のいずれか１通り（シングル）を選択して購入するものです。最大10口（1000円）ま

で購入できます。

¡ ランダムチャンスとは、13試合のうち予想を記入しなかった試合について、コンピュ

ータがランダムに選択して購入する方法です。

¡ ランダム1000とは、ランダムチャンス10口分をまとめて購入する方法です。

¡ このシートの記入方法については、別添資料を御参照ください。

投票券
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1

※投票申込用紙（マークシート）は、極力回収してリサイクルし、再使用します。

※投票申込用紙（マークシート）は、無塩素漂白工程でパルプを製造し、焼却する場合でもダイオキシンの発生を抑制します。

■ toto対戦カード
複数回の対象試合が記載されている
カードで、マークシートに重ねて使
用します。



マークシートについて（その２）

マルチ

¡ このシートは、13試合の各試合につき、ホームチームの｢勝ち｣、｢引き分け｣、｢負け｣

を、１通りだけでなく、２通り（ダブル）あるいは３通り（トリプル）選択して購入

できるものです。最大96口（9600円）まで購入できます。

¡ このシートの記入方法については、別添資料を御参照ください。

投票券
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2

※投票申込用紙（マークシート）は、極力回収してリサイクルし、再使用します。

※投票申込用紙（マークシート）は、無塩素漂白工程でパルプを製造し、焼却する場合でもダイオキシンの発生を抑制します。



端末機について

専用端末機　SLT（Sports Lottery Terminal）

¡ 販売店のカウンター等に設置され、お客様が記入したマークシートを読み取り、投票

券を発券します。

マルチメディア端末機　S-MMS（Sports Multi Media Station）

¡ S－MMSは、MMS（Multi Media Station）とMMP（Ｍulti Ｍedia Printer）の2台で

構成されています。

¡ MMSは、タッチパネル操作やマークシートで投票申込を行う端末機です。

¡ MMPは、販売員がお客様と対面で投票券の発券を行う端末機です。

¡ 平成13年の全国販売から導入を予定しています。
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MMS（Multi Media Station）

MMP（Multi Media Printer）

SIZE：幅＝約360mm
奥行き＝約520mm
高さ＝約445mm

SIZE：幅＝約280mm
奥行き＝約370mm
高さ＝約280mm

SIZE：幅＝約450mm
奥行き＝約450mm
高さ＝約1,370mm



■　totoの会員制度を設けます。

■　会員の種類は、普通会員、デビット会員、特別会員の３種類です。

■　普通会員には、写真付きと写真なしの２種類のカードを用意しています。

■　デビット会員は、入会を希望する方のキャッシュカードを登録することにより会員カード

とします。

■　特別会員カードは、クレジットカードとして発行します。ただし、totoをクレジットで購入

することはできません。

■　普通会員は現金で、デビット会員はデビットカードで、特別会員は現金又はデビットカー

ドで購入することになります。

■　会員には、その種類に応じて、種々の特典を付与します。

なお、特別会員については、積極的に日本のスポーツを支援したい、totoを楽しみたいとい

う方に、魅力ある特典を検討しています。

■　会員は、インターネットで購入予約及び当せん照会を行うこともできます。ただし、販売

は対面で行います。
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会員制度

会員種類

カード種類

登録手数料

年会費

基本
特
　
　
典

特別

くじの購入手段

普通会員

会員証

200円
（写真付きは1200円）

無　料

①ポイントアップ（購入金額を基準としたポイントに応じた特典を提供）
②インターネットを活用した特典
イ．購入予約
ロ．当せん照会
ハ．関連情報をメールマガジンで提供

③３等当せん金の

自動口座振込 ④その他特別会員に
ふさわしい特典

デビット会員

キャッシュカード

200円

無　料

特別会員

クレジットカード

有料
（特典との関係で調整中）

デビットカード 現金又はデビットカード現　金

（詳細については現在検討中です。）



■　当せん照合機を設置した信用金庫（当初は、全国で2500店舗程度）で行います。

■　会員でない方及び普通会員について

・１口につき10万円以下の場合は、その場で払戻しを行います。

・10万円を超える高額当せんの場合は、投票券をいったんお預かりした上で、所定の手続

きを経て、後日、払戻しを行います。

■　デビット会員及び特別会員について

・３等の場合は、当せん金をあらかじめ登録した本人口座へ自動振込します。

・１等、２等の場合は、投票券をいったんお預かりした上で、所定の手続きを経て、後日、

払戻しを行います。

■　当せん券については、厳重な真贋チェックを行います。
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当せん金の払戻し

払戻方法

会員でない方 普通会員 デビット会員 特別会員

【１口10万円以下の当せん金】
信用金庫窓口で、その場で払戻し

【１口10万円超の当せん金】
信用金庫窓口で受付、後日、払戻し

【３等当せんの場合】
あらかじめ登録した本人口座に自動振込

【１等・２等当せんの場合】
信用金庫窓口で受付、後日、

本人口座に振込にて払戻し
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toto（トト）購入から払戻しの流れ



会員登録

¡ 入会希望者全員に、自動車運転免許証、学生証等の写真付き身分証明書や各種の保険

証等の提示を求め、19歳以上であることを確認します。

販売

¡ すべて対面での販売とします。

¡ 19歳以上であることが疑わしい方については、購入時に写真付きの身分証明書（自動

車運転免許証、学生証など）の提示を求めます。

¡ 写真付き普通会員カード、デビット会員カード及び特別会員カードは、身分証明書と

して取り扱います。

¡ マークシートに、19歳以上であることの自己申告欄を設けます。

当せん金の払戻し

¡ 信用金庫窓口で、対面で、19歳以上であることを確認の上、払戻します。19歳未満の

方には払戻しません。

¡ 19歳以上であることが疑わしい方については、身分証明書（自動車運転免許証、学生

証など）の提示を求めます。

¡ デビット会員及び特別会員については、当せん金があらかじめ登録した本人口座へ振

込みされるため、本人以外は当せん金を受け取れない仕組みになっています。
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19歳未満の人への販売禁止措置

1

2

3



販売員への研修

¡ 販売員に対し、19歳以上であることの確認方法その他の注意事項について、研修を実

施し、研修を受けた人が販売を行います。

チェック体制

¡ シャドーバイヤー(覆面購入者)により、販売店の対応をチェックします。

¡ 各エリアにスーパーバイザー（各販売店本部の監督者）を設置し、販売店の巡回指導

及び必要に応じて現地での研修を実施します。

¡ 違反販売店については、その程度に応じて、スーパーバイザーによる指導、研修から、

一定期間の販売停止や販売契約の解消までも含めた対応を行います。

シンボルマーク

¡ 19歳未満購入禁止のマークを作成し、マークシート、

ポスター､広告などに表示します。

¡ 販売店窓口にも表示し、19歳未満購入禁止について広

く周知していきます。
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4

6

5
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スポーツ振興くじのスケジュール







販売店について販売店について販売店について販売店について
１２．６．３０現在

立地等立地等立地等立地等 販売店の名称等販売店の名称等販売店の名称等販売店の名称等 店舗概数店舗概数店舗概数店舗概数
（下記の販売店の一部にて販売予定です。）（下記の販売店の一部にて販売予定です。）（下記の販売店の一部にて販売予定です。）（下記の販売店の一部にて販売予定です。）

近鉄サービスネット（駅営業所）

熊本電気鉄道（ＤＰＥ他関連施設）

京阪交通社（旅行業）

西武ＤＰＥ（ＤＰＥ）

東武トラベル（旅行業）

名鉄観光（旅行業）

名鉄産業（駅売店）　他

サンルートホテルチェーン（ホテル）

タビックスジャパン（旅行業）

チケットぴあ（チケットショップ）

つるやゴルフ（ゴルフ用品販売店）

ピタットハウス（不動産業）

たばこ販売店

携帯電話販売店、宝くじ販売店、めがね店　他

ゴトー（紳士服販売店）

文教堂（書店）

信用金庫

スポーツ用品店

　家電店チェーン、珈琲ショップチェーン　他

イエローハット（カー用品店）

シダックス・コミュニティ－（レストランカラオケ）

ＪＯＭＯ（ガソリンスタンド）

鈴与商事（ガソリンスタンド）　

すみや（音楽映像ソフト販売）　他

その他 酒販店、中古車販売店、弁当店、
ホームセンター、職域販売等と調整中 約２０００店

約１００００店

駅構内等 約５００店

駅周辺等 約３０００店

合　　計

商店街等 約１５００店

ロードサイド等 約３０００店



販売店について（静岡テスト販売店）販売店について（静岡テスト販売店）販売店について（静岡テスト販売店）販売店について（静岡テスト販売店）

１２．６．３０現在

立地等立地等立地等立地等 販売店の名称等販売店の名称等販売店の名称等販売店の名称等 店舗概数店舗概数店舗概数店舗概数
（下記の販売店の一部にて販売予定です。）（下記の販売店の一部にて販売予定です。）（下記の販売店の一部にて販売予定です。）（下記の販売店の一部にて販売予定です。）

駅構内等 名鉄観光（旅行業） 他

タビックスジャパン（旅行業）

チケットぴあ（チケットショップ）

つるやゴルフ（ゴルフ用品販売店）

たばこ販売店　

携帯電話販売店、宝くじ販売店　他

ゴトー（紳士服販売店）

信用金庫　

家電店チェーン　他

イエローハット（カー用品店）

ＪＯＭＯ（ガソリンスタンド）

鈴与商事（ガソリンスタンド）　

すみや（音楽映像ソフト販売）　他

その他 弁当店、職域販売　他

約３５０店合　　計

駅周辺等

商店街等

ロードサイド等


