NEWS RELEASE
平成２１年２月１２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 ２００９年シーズン販売について

スポーツ振興くじ toto は、２００９年シーズンの販売を３月７日（土）、８日（日）の J リーグ開幕戦を対象とし、
２月２１日（土）から開始いたします。
独立行政法人日本スポーツ振興センターは、すべてのスポーツのために、２００９年シーズンも BIG や 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。
２００９年シーズンも、スポーツ振興くじ toto を何卒よろしくお願いいたします。

≪ 目 次 ≫
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【本日の発表者】
独立行政法人 日本スポーツ振興センター理事 石野 利和（いしの としかず）

■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・PHS から:098-941-8192【有料】）

１．３月販売スケジュール
２ ０ ０ ９ 年 シ ー ズ ン は 、 販 売 初 回 か ら 「 BIG 」 に
キャリーオーバーが発生しています。
初回から最高当せん金６億円の大チャンス！
報道各位におかれましては、お客様への周知に
ご協力ください。

BIG キャリーオーバー額：

３９億１，７７９万７，５５４円
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１

スポーツ振興くじ toto ３月販売スケジュールについて

スポーツ振興くじ toto の３月の販売スケジュールは、下記のとおりです。
○ 各開催回の指定試合等については、別添資料をご参照ください。
○ また、プレスリリースと同時に、toto オフィシャルサイト（http://www.toto-dream.com/ ）に掲載いたします。
toto 売り場に掲示する販売スケジュールカレンダーや、ローソン、ファミリーマート、サークル K サンクスに設
置している totoNEWS などにも掲載いたします。

２００９年シーズンは、販売初回から「BIG」にキャリーオーバー３９億１，７７９万７，５５４円が
発生しています。
初回から、最高当せん金６億円当せんの大チャンス！

開催回
第３７５回
第３７６回
第３７７回
第３７８回
第３７９回

販売期間
２/２１（土）
～３/７（土）
３/７（土）
～３/１４（土）
３/１４（土）
～３/２１（土）
３/１８（水）
～３/２５（水）
３/２１（土）
～３/２９（日）
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● 初回（第３７５回）の販売期間について
２００９年シーズンの初回（第３７５回）の販売期間は、「２月２１日（土）～３月７日（土）」ですが、２月２１
日の販売開始以降、ローソンのＬｏｐｐｉやサークル K サンクスのカルワザステーション、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。
２月１３日（金）～３月７日（土）
これは、販売システムのテストの都合から、公示上の販売開始日を２月１３日（金）としているためです
ので、ご承知おきくださいますようお願いいたします。
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２．販売
２００９年シーズンから全国のサークル K とサンクス
※1

での販売がスタートします。

ｔｏｔｏ売り場、ローソン、ファミリーマートとあわせて
全国約２４，５００店舗※2 でご購入いただけます。
○ ファミリーマートで、当せん照会ができるようになり
ます。
○ ２００８年シーズン途中から、ジャパンネット銀行
及び Yahoo! JAPAN での販売を開始しました。
○ 決済にご利用いただけるクレジットカードが増え、
さらに便利になります。
※１

カルワザステーション設置店のみの販売となります。販売開始は３/２（月）８：００
からとなります。

※２

約２０，９００店舗で販売を開始し、今年８月末までに約２４，５００店舗でご購入い
ただけるようになる予定です。
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２ 販売について
（１）ｔｏｔｏ売り場
・ 全国約２，５００店舗で販売を行います。
・ 決済方法は現金です。Club toto 会員にご登録いただくとデビットカードでの決済も可能です。
（２）コンビニエンスストア
【さらに便利に！ サークル K とサンクスで販売を開始します。
】
①サークル K サンクス
・ ３月２日（月）８：００から、全国のサークル K とサンクス（マルチメディア端末
「カルワザステーション」設置店）約２，５００店※１で販売を開始します。
・ 店頭に設置されているマルチメディア端末「カルワザステーション」※２を利用して販
売します。
・ 決済方法は現金のみです。
※１ 今年８月末までに、全店に拡大予定（一部店舗除く）。
※２ 予想系くじ（toto、mini toto、totoGOAL3 等）は、マークシートを利用しても
購入することができます。非予想系くじ（BIG、BIG1000、mini BIG）は、タッチパ
ネルを利用して購入します。
●カルワザステーション

②ローソン・ファミリーマート
・ 引き続き、全国のローソン（約８，６００店舗）、ファミリーマート（約７，３００店舗）※３でも販売を行います。
・ 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 会員にご登録いただくとデビットカードでの決済※４もできます。
【さらに便利に！ ファミリーマートで当せん照会ができるようになります。
】
・ toto チケットに記載してある開催回、くじの種類、照会番号を入力するだけで、当せんの有無がわかります。
※３ ファミリーマートは、Fami ポート設置店舗のみの販売となります。
※４ ローソンの一部店舗では、デビット決済の取扱いを行っておりません。
（２００９年シーズン販売開始時点）
（３）インターネット
①ｔｏｔｏオフィシャルサイト
（【PC】 http://www.toto-dream.com/ 【モバイル】 http://mobile.toto-dream.com/）
・ 事前に Club toto 会員への登録が必要になります。
・ 一部クレジットカードでの購入は、月額５万円又は１０万円までとなります。
【さらに便利に！ 決済にご利用いただけるクレジットカードが増えます。
】
・ 決済方法は下記からお選びいただけます。
イーバンク銀行決済
クレジットカード決済
JCB カード、UC カード、ライフカード、DC カード、《セゾン》カード、ジャックスカード、
PC
２００９年シーズン※５から新たにご利用可能となります！

三井住友カード、MUFG カード、UFJ カード、NICOS カード
イーバンク銀行決済
モバイル
《セゾン》カード決済
※５ ご利用可能開始日及びご利用方法の詳細につきましては、後日、お知らせさせていただきます。
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②イーバンク銀行サイト
（【PC】http://www.ebank.co.jp/
【モバイル】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、イーバンク銀行決済のみとなります。
③ジャパンネット銀行サイト
（【PC】http://www.japannetbank.co.jp/ ）
・ 事前に JNB-toto への登録が必要になります。
・ 決済方法は、ジャパンネット銀行決済のみとなります。
④Yahoo! JAPAN サイト
（【PC】http://toto.yahoo.co.jp/ ）
・ 事前に Yahoo! toto への登録が必要となります。
・ 決済方法は、Yahoo!カード決済または Yahoo!ネットバンキング（ジャパンネット銀行）決済からお選びいただ
けます。

■販売チャネル別販売時間■
販売チャネル

販売時間

留 意 事 項
・開店、閉店時間などにより、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。

toto 売り場

８：００～２３：００

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

８：００～２２：３０

・販売最終日は１１：３０までとなります。

サークルＫ
サンクス

８：００～２２：３０

・販売最終日は１１：３０までとなります。

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」、「ＢＩＧ１０００」及び「ｍｉｎｉ ＢＩＧ」の販売初日については、その前の回の販売が終了次第、販売開
始となります。
なお、初回（第３７５回）の販売初日については、すべてのくじが８時から販売開始となります。
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３．２００９年シーズン 新ＴＶ-ＣＭ
２月２１日（土）の販売開始にあわせ、「BIG」新 TV－CM の放送を開始。
メインイメージキャラクターとして、新たに浅野忠信さんに出演いただきます。
◆BIG の神様『登場』篇（１５秒）

最高６億円※が当たるくじ「BIG」の当せん者は、神様たちの会議で決定されていた！
浅野忠信さんと４名の神様たち。
何を隠そう、この神様たちは「BIG」の神様なのです。
実は・・・６億円※の当せん者は、BIG の神様が投げるダーツによって決定されていたのです！
それも何とも言えず、不思議な緩い雰囲気の中で・・・
コンピュータがすべての予想をするため、簡単・手軽に購入でき、最高６億円※が当たるくじ「BIG」。
BIG の神様たちによる当せん者決定会議の模様を通じて、その魅力を余すことなくお伝えしていきます。
※キャリーオーバー発生時。
通常は１等最高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。
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４．２００９年シーズン toto 理念訴求メッセージ
『スポーツは、育てるものだと思います。』
この言葉を、toto 理念訴求のキーメッセージとして発信していきます。
スポーツ振興くじ toto の収益金は、グラウンドの芝生化、総合型地域スポーツクラブの活動支援など、誰も
が身近にスポーツに親しめる環境の整備や、将来性を有する選手の発掘・育成など、日本のスポーツ振興に
広く役立てられています。
しかしながら、これらの取り組みについての認知はまだまだ低いのが現状です。
そこで、大人から子どもまでより多くの人々に、これらの取り組みを「自分ごと」として共感していただくために、
toto の理念に深くご理解、共感いただいた前サッカー日本代表監督のイビチャ・オシム氏の協力を仰ぎ、メッセ
ージを発信していくことにいたしました。
『スポーツは、育てるものだと思います。』
このメッセージには、日本スポーツ界全体の裾野の拡大を願う思いが込められています。

このメッセージは、J リーグの試合会場の大型ビジョンやポスター等によって、みなさんにお伝えしていきます。
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≪参考≫商品（くじ）
２００９年シーズンは、２００８年シーズンまでと同様、予想を楽しんでいただく「toto｣、「mini toto」、
「totoGOAL３」と手軽に楽しんでいただく「BIG」、「BIG１０００」、「mini BIG」の６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。

■２００９年シーズン 販売くじ（予想系）■
toto

予想の方法

対象試合数
１口単価

mini toto

totoGOAL３

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。
１３試合

totoGOAL２

Ｊクラブ同士の指定された各試合（各チーム）の９
０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。

５試合

３試合（６チーム）

２試合（４チーム）

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･･･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

１等･･･すべて的中
２等･･･１チームはずれ

１等･･･すべて的中

当せん金の
配分割合

１等･･･７０％
２等・・・１５％
３等・・・１５％

１等・・・１００％

１等・・・６０％
２等・・・４０％

１等・・・１００％

当せん確率
（理論値）

１等･･･1,594,323 分の 1
２等･･･約 61,320 分の 1
３等･･･約 5,110 分の 1

１等･･･243 分の 1

１等･･･4,096 分の 1
２等･･･約 228 分の 1

１等･･･256 分の 1

最低成立試合数

９試合
（４試合中止まで）

３試合
（２試合中止まで）

２試合
（１試合中止まで）

２試合
（試合中止なし）

繰越金の対応
１等当せん金
2008 年シーズン平均

当せん等級ごとに繰越（キャリーオーバー）
（mini toto については、A 組は次回の A 組に、B 組は次回の B 組にそれぞれ繰越となります。）
約５，５００万円

約１．７万円

約２０万円

約１．７万円

カンタン購入するなら・・・『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。
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■２００９年シーズン 販売くじ（非予想系）■
BIG

投票の方法
対象試合数
１口単価
当せん金の
上限

BIG１０００

mini BIG

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。
１４試合

１１試合

３００円
最高３億円
（キャリーオーバー時は
最高６億円）

９試合
２００円

最高２億円
（キャリーオーバー時は最高４億円）

１等・・・すべて的中
２等・・・１試合はずれ
３等・・・２試合はずれ
４等・・・３試合はずれ

当せんの種類

１等・・・すべて的中
２等・・・１試合はずれ
３等・・・２試合はずれ

当せん金の
配分割合

１等・・・８０％
２等・・・１０％
３等・・・ ５％
４等・・・ ５％

１等・・・６０％
２等・・・１５％
３等・・・１５％
４等・・・１０％

１等・・・５０％
２等・・・２０％
３等・・・３０％

当せん確率
（理論値）

１等・・・ 4,782,969 分の 1
２等・・・約 170,820 分の 1
３等・・・約 13,140 分の 1
４等・・・約 1,643 分の 1

１等・・・177,147 分の 1
２等・・・約 8,052 分の 1
３等・・・約 805 分の 1
４等・・・約 134 分の 1

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

最低成立試合数

１０試合
（４試合中止まで）

８試合
（３試合中止まで）

６試合
（３試合中止まで）

繰越金の対応
１等当せん金
2008 年シーズン平均

当せん等級ごとに繰越（キャリーオーバー）
６億円

約１，０００万円

約１００万円
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≪参考≫払戻
当せん金を受け取る際は、当せんチケットのほか、運転免許証などの所定の本人確認書類、印鑑が必要となる
場合があります。
払戻期限は、チケットに印刷された「払戻期限」日（通常、払戻開始日から１年）までです。
（１）toto 取扱い信用金庫
・ 全国約１，３００店の toto 取扱い信用金庫で行います。
・ 一定金額以下の当せん金は、その場で払戻しを行います。
・ 払戻時間は、各信用金庫の営業時間内です。（通常、平日の９時から１５時まで）
（２）toto 払戻店
・ 全国約１，７００店で行います。
・ 一定金額以下の当せん金は、その場で払戻しを行います。払戻金額の上限は、店舗により異なります。
・ 払戻時間は、各店舗の営業時間内です。土日祝日に営業している店舗では、土日祝日も払戻しを行います。
（３）自動振込
・ インターネット決済で購入した場合又はデビットカード決済で購入した場合は、払戻開始日から当該金融機関
の３営業日後に、お客様の下記の口座に自動で振り込まれます。
購入場所

購入時の決済方法

当せん金振込口座

クレジットカード

クレジットカード代金お支払口座

イーバンク銀行口座

イーバンク銀行口座

イーバンク銀行サイト

イーバンク銀行口座

イーバンク銀行口座

ジャパンネット銀行サイト

ジャパンネット銀行口座

ジャパンネット銀行口座

Yahoo! JAPAN サイト

Yahoo! ネ ッ ト バ ン キ ン グ （ ジ ャ パ ン Yahoo! JAPAN サイトでお客様が登録
ネット銀行）又は Yahoo!カード
した口座

toto オフィシャルサイト

特約店
ローソン
ファミリーマート

デビットカード

デビットカード（キャッシュカード）の口座

現金

当せん金は自動振込されません。

・ 振込手数料は無料です。

お近くの販売店及び払戻店は、toto オフィシャルサイトで検索することができます！
http://www.toto-dream.com/
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≪参考≫会員制度「Club toto」
「Club toto」の会員が、０７年シーズン末時点から、約２７．７万人増加しました。
２００７年１２月末日時点： 約４４．３万人 ⇒ ２００８年１２月末日時点： 約７２万人

【入会資格】
年齢が１９歳以上であること。
【入会方法】
① 郵送
お近くの toto 売り場に設置されている「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の上、郵送してください。
② ローソン※１、ファミリーマート
ローソンまたはファミリーマート店頭で「Club toto 入会キット」を入手し、マルチメディア端末（ローソンでは
「Loppi」、ファミリーマートでは「Fami ポート」）でキットに入っている会員カード ID、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、「デビット口座届出書」※２に必要事項を記入後、郵送してください。
※１ ローソンの一部店舗では、Club toto 入会申込の取扱いを行っておりません。
※２ デビット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。
③ インターネット
toto オフィシャルサイトの「Club toto」申込み画面で下記の決済方法を選択し、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。
イーバンク銀行決済
クレジットカード決済
PC
JCB カード、UC カード、ライフカード、DC カード、《セゾン》カード、ジャックスカード
三井住友カード、MUFG カード、UFJ カード、NICOS カード※３
イーバンク銀行決済
モバイル
《セゾン》カード決済
※３ ご利用可能開始日及びご利用方法の詳細につきましては、後日、お知らせさせていただきます。
【特典】
Club toto 会員カードでくじを購入すると、購入金額１００円につき１ポイントが貯まります※４。そのポイント数に
応じ、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。
※４ イーバンク銀行サイト、ジャパンネット銀行サイト及び Yahoo! JAPAN サイトでくじを購入した場合、 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
入会金が無料となる「入会金無料キャンペーン」を２０１０年１月まで実施します！
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