NEWS RELEASE
平成１９年２月８日
独立行政法人日本スポーツ振興センター

報道関係各位

スポーツ振興くじｔｏｔｏ ２００７年シーズン販売について

スポーツ振興くじｔｏｔｏは、２００７年シーズンの販売を３月３日（土）、４日（日）のＪリーグ開幕戦を
対象として、２月２４日（土）から開始します。
独立行政法人日本スポーツ振興センターは、２００７年シーズンも新商品の mini BIG を販売するな
どｔｏｔｏをはじめとするスポーツ振興くじの売上向上と、スポーツ振興助成に努めてまいります。
今シーズンも何とぞよろしくお願いいたします。
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※１ BIGは、昨シーズンからのキャリーオーバー（約６，７００万円）発生中！
※２ ローソン・ファミリーマートでの新商品「mini BIG」の販売は、２月２８日（水）からとなります。

■toto オフィシャルサイト
http://www.toto-dream.com/
■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/

■toto お客様センター TEL:0120-9292-86
（携帯・ＬＣＲ利用者:098-941-8192）

１、商 品
既存の「toto」、「mini toto」、「totoGOAL３」、「BIG」に、新商品の「mini BIG」を加えた５種類のくじを、シーズンを
通じてレギュラー商品として販売します。
また、ノックアウト方式の準決勝などでは、「totoGOAL２」をスポットで販売する予定です。

【新商品「mini BIG」について】
「mini BIG（ミニ ビッグ）」は、指定された９試合を対象に購入口数を決めるだけで購入できる新しいくじです。
昨年ご好評をいただいた BIG のミニ版！１口２００円で、簡単、お手軽にお楽しみいただけます。
【当せん金額（理論値）】
当せん等級

当せん確率（理論値）

見込み当せん金額

１等（９試合的中）

１９，６８３分の１

約１００万円

２等（１試合はずれ）

約１，０９４分の１

約２万円

３等（２試合はずれ）

約１３７分の１

約４千円

※ローソン・ファミリーマートでの販売（ファミリーマートの一部店舗を除く。）は、２月２８日（水）からとなります。

【toto は３等までに！】
「ｔｏｔｏ」の当せんを３等（２試合はずれ）までとします。
これによって、１等の高額当せんを維持しつつ、当せんのチャンスがアップします！

【２００７年シーズン

販売くじ】
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投票の方法

Ｊクラブ同士の複数の試合を対象に、ホームチームの９０分間での勝ち＝「１」、その他（引き
分け・延長）＝「０」、負け＝「２」をコンピュータが選択。

対象試合数

９試合

１４試合

一口単価

２００円

３００円

当せん金の上限

最高２億円
（キャリーオーバー時は最高４億円）

最高３億円

１等・・・すべて的中
２等・・・１試合はずれ
３等・・・２試合はずれ

１等・・・すべて的中

当せんの種類

（キャリーオーバー時は最高６億円）
２等・・・１試合はずれ
３等・・・２試合はずれ
４等・・・３試合はずれ

１等・・・５０パーセント
金額の５０％。以 ２等・・・２０パーセント
下同じ。）の配分 ３等・・・３０パーセント

１等・・・８０パーセント

割合

４等・・・５パーセント

当せん金（発売

当せん確率
（理論値）

１等・・・１９，６８３分の１
２等・・・約１，０９４分の１
３等・・・約１３７分の１

２等・・・１０パーセント
３等・・・５パーセント
１等・・・約４８０万分の１
２等・・・約１７万分の１
３等・・・約１万３千分の１
４等・・・約１，６４３分の１

繰越金の対応

当せん等級ごとに繰越（キャリーオーバー）

当せん等級ごとに繰越（ｷｬﾘｰｵｰﾊﾞｰ）

ｔｏｔｏ

投票の方法

ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ

Ｊクラブ同士の複数の試合を対象に、ホームチームの９０分間での勝ち＝「１」、その他（引き
分け・延長）＝「０」、負け＝「２」の３択で投票する。

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（キャリーオーバー時は最高２億円）
１等・・・すべて的中

当せんの種類

２等・・・１試合はずれ

１等・・・すべて的中

３等・・・２試合はずれ
当せん金の配分
割合
当せん確率
（理論値）
繰越金の対応

投票の方法

１等・・・７０パーセント
２等・・・１５パーセント

１等・・・１００パーセント

３等・・・１５パーセント
１等・・・約１６０万分の１
２等・・・約６万１千分の１

１等・・・２４３分の１

３等・・・約５，１１０分の１
当せん等級ごとに繰越

Ａ組は次回のＡ組に、Ｂ組は次回のＢ組にそ

（キャリーオーバー）

れぞれ繰越。（キャリーオーバー）

ｔｏｔｏＧＯＡＬ３

ｔｏｔｏＧＯＡＬ２

Ｊクラブ同士の複数の試合を対象に、各チームの９０分間での得点を「０点」、「１点」、「２
点」、「３点以上」の４択で投票する。

対象試合数

３試合（６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

当せん金の配分

１等・・・６０パーセント

割合

２等・・・４０パーセント

当せん確率

１等・・・４，０９６分の１

（理論値）

２等・・・約２２８分の１

繰越金の対応

２試合（４チーム）

１等・・・全チーム的中
１等・・・１００パーセント
１等・・・２５６分の１

当せん等級ごとに繰越

次回の totoGOAL２に繰越

（キャリーオーバー）

（キャリーオーバー）

２、販売・払戻
●販売
（１）ｔｏｔｏ特約店
・全国約２，０５０店舗で販売を行います。
・決済方法は現金です。Ｃｌｕｂ ｔｏｔｏ会員に登録いただくとデビットカードでも決済できます。
（２）コンビニエンスストア
・全国のローソン（約８，４００店舗）、ファミリーマート（約７，０００店舗）で販売を行います。
※ファミリーマートは、Fami ポート設置店舗となります。
・ｔｏｔｏオフィシャルサイトで予想を登録していただくと、店頭では予約番号を入力するだけで購入できます。
・決済方法は現金です。Ｃｌｕｂ ｔｏｔｏ会員に登録いただくとデビットカードでも決済できます。
（３）インターネット
①ｔｏｔｏオフィシャルサイト（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｔｏｔｏ-ｄｒｅａｍ.ｃｏｍ/）
携帯サイト（ｈｔｔｐ：//ｍｏｂｉｌｅ. ｔｏｔｏ-ｄｒｅａｍ.ｃｏｍ/）
・事前にＣｌｕｂ ｔｏｔｏ会員への登録が必要になります。
・クレジットカード（ＪＣＢ、ＵＣ、ライフ、ＤＣ）決済、イーバンク銀行決済からお選びいただけます。
・toto 携帯サイトでは、イーバンク銀行決済のみご利用いただけます。
・クレジットカードでの購入は月額５万円までとなります。
②イーバンク銀行サイト（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｅｂａｎｋ.ｃｏ.ｊｐ/）
携帯サイト（ｈｔｔｐ：//ｍ.ｅｂａｎｋ.ｊｐ/）
・事前にｔｏｔｏイーバンクサービスへの登録が必要になります。
・決済方法は、イーバンク銀行のみとなります。
【販売チャネル別販売時間等】

販売時間

留 意 事 項

toto 特約店

８：００～２３：００

○ 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。
○ 販売最終日は１２：００までとなります。

ローソン

８：００～２２：３０

○ 販売最終日は１１：３０までとなります

ファミリーマート

８：００～２１：３０

○ 販売最終日は１１：３０までとなります。

販売チャネル

インターネット

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分前までとなります。

※ＢＩＧ・ｍｉｎｉ ＢＩＧについては、販売初日はその前の回のＢＩＧ・ｍｉｎｉ ＢＩＧの販売が終了次第、販売を開始します。

＜初回販売期間について＞
２００７年シーズンの初回販売期間（第２６１回）は、「２月２４日（土）～３月３日（土）」ですが、２月２４日の販売開
始以降、ローソンの Loppi やｔｏｔｏオフィシャルサイト等で販売期間が以下のように表示されることがあります。
ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ ：２月１５日（木）～３月３日（土）

ｍｉｎｉ ＢＩＧ ：２月２３日（金）～３月３日（土）

これは、販売システムのテスト等の都合から、公示上の販売開始日をｍｉｎｉ ｔｏｔｏは２月１５日（木）、ｍｉｎｉ ＢＩＧは
２月２３日（金）としているためですので、あらかじめご承知おきください。

●払戻
（信用金庫）
・全国約１，６００店の信用金庫で行います。
・当せん金の合計が１０万円以下の場合は、その場で払戻を行います。当せん金の合計が１０万円を超える場合
は、ｔｏｔｏチケットをいったんお預かりした上で、後日払い戻します。
・払戻時間は、各信用金庫の営業時間内となります。（通常、平日の９時から１５時まで）
（ｔｏｔｏ特約店）
・全国約１，２００店で行います。
・一定金額以下の当せん金は、その場で払戻を行います。
（店舗により１万円以下、５万円以下、１０万円以下と異なります。）
・１０万円を超える当せん金は、信用金庫での払戻となります。
（一部のｔｏｔｏ特約店でも取り扱います。）
・払戻時間は、各店の営業時間内となります。
（土日祝日に営業している店舗では、土日祝日も払戻を行います。）
（自動振込）
・インターネット（クレジットカード決済またはイーバンク銀行決済）で購入した場合、及びデビットカード（ｔｏｔｏ特約
店・コンビニエンスストア）で購入した場合は、決済口座に自動で振り込まれます。
・当せん金が１０万円を超える場合でも、自動振込となります。
・振込手数料は無料です。

ｔｏｔｏオフィシャルサイト（http://www.toto-dream.com/）でお近くの販売店・払戻店を検索できます！

３、会員制度「Ｃｌｕｂ ｔｏｔｏ」
【入会資格】
年齢が１９歳以上であること
【入会方法】
●郵送での入会方法
お近くのｔｏｔｏ特約店に設置されている「Ｃｌｕｂ ｔｏｔｏ入会申込書」に必要事項を記入し、年齢確認ができる身分証
明書の写しを同封して郵送してください。
●コンビニエンスストアでの入会方法
コンビニエンスストアの店頭で「Ｃｌｕｂ ｔｏｔｏ入会キット」を入手し、店頭のマルチメディア端末（ローソンは「Ｌｏｐｐｉ」、
ファミリーマートは「Ｆａｍｉポート」）でキットに入っている会員カードＩＤ及びデビットカードの登録及びお客様情報の
入力を行った上で、「当せん金振込口座届出書」に必要事項を記入後、郵送してください。
※ 当せん金振込口座届出書を提出しなければ本登録が完了したことにはなりません。
●インターネットでの入会方法
ｔｏｔｏオフィシャルサイトの「Ｃｌｕｂ ｔｏｔｏ」申し込み画面で決済方法（ＪＣＢカード、ＵＣカード、ライフカード、ＤＣカー
ド、イーバンク銀行口座）を選択し、本人認証を行った上でお客様情報の入力及び確認を行ってください。

【特典】
Ｃｌｕｂ ｔｏｔｏ会員カードでｔｏｔｏを購入すると、購入額１００円につき１ポイントが貯まります。そのポイント数に応じ
て、素敵なｔｏｔｏオリジナル商品をプレゼントします。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でｔｏｔｏを購入した場合、Ｃｌｕｂ ｔｏｔｏポイントは付与されません。
【会費】
入会金 420 円
年会費 無料
２００７年８月３１日（金）まで入会金４２０円が無料となる「入会金無料キャンペーン」実施中！

【お好きな J リーグクラブを応援できる「クラブタイアップ」】
Ｃｌｕｂ ｔｏｔｏは、コンサドーレ札幌、ベガルタ仙台、浦和レッドダイヤモンズ、大宮アルディージャ、アルビレックス
新潟、サンフレッチェ広島及びアビスパ福岡の７クラブとタイアップを実施しています。
クラブタイアップカードでｔｏｔｏを購入すれば、購入金額の１％が登録したクラブチームに還元されます。
【「クラブタイアップ」申込方法】
該当するＪリーグクラブの所在する道県内のｔｏｔｏ特約店に設置されているタイアップチラシの申込書に必要事項
を記入し、Ｃｌｕｂ ｔｏｔｏ入会申込書に同封の上、郵送してください。後日登録したクラブのエンブレムがプリントされた
Ｃｌｕｂ ｔｏｔｏカードを送付いたします。
※クラブタイアップカードの申込は、郵送のみ受け付けています。

Ｃｌｕｂ ｔｏｔｏの詳細は、ｔｏｔｏオフィシャルサイト（http://www.toto-dream.com/）をご覧ください。

◎２００７年シーズン「スローガン」
スローガンは、２００６年シーズンに引き続き「ｔｏｔｏがＪＡＰＡＮを熱くする。」
２００７年シーズンも、ｔｏｔｏが、J リーグを、サッカーを、そして日本のすべてのスポーツを熱くします。

◎２００７年シーズン「イメージキャラクター」
２月２４日（土）の販売開始に合わせて、「ＢＩＧ」新ＴＶ－ＣＭの放送を開始します。
イメージキャラクターは、２００６年シーズンに引き続き、元気はつらつのベッキーさんを起用。
皆さんに、「スポーツ振興くじｔｏｔｏ」の魅力を伝えていきます。

◎画像データの提供について
ｔｏｔｏやＢＩＧのロゴデータをご希望の方は、下記宛先にご連絡ください。
折り返しロゴデータをお送りいたします。
＜ロゴデータに関する連絡先＞
ｔｏｔｏ－ｋｏｈｏ＠ｎａａｓｈ．ｇｏ．ｊｐ

