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１０月１０日『ｔｏｔｏの日』記念 

「ｔｏｔｏでＪリーグが１００倍楽しくなる」キャンペーン 
実施について 

 
スポーツ振興くじｔｏｔｏ(ﾄﾄ)では、１０月１０日ｔｏｔｏの日を記念して、「ｔｏｔｏでＪリーグが１００倍楽しくなる」キ

ャンペーンを実施いたします。 
このキャンペーンは、はずれたｔｏｔｏチケットで、J リーグ全２８クラブのホーム最終戦の観戦チケットなどが

当たる、というもので、のべ約４万通の御応募をいただき大好評だった昨年に引き続き実施するものです。 
今年は、昨年から更にグレードアップし、お好きなＪリ－ガ－のサイン入りレプリカユニフォーム、スカパ

ー！視聴セットを賞品に加え、まさに「ｔｏｔｏでＪリーグが１００倍楽しくなる」プレゼント内容となっています。 
また、東京、大阪では、Ｊリーグファンのタレント、元Ｊリーガーをゲストに迎えたイベントも実施いたします。
詳細は、下記のとおりです。 

記 
 
1 はずれたｔｏｔｏチケットで J リーグ観戦チケットなどが当たるプレゼントキャンペーン 
【賞 品】   
コース 賞品 数量 
Ａコース 
（１，０００円１口） 

Ｊリーグ全２８クラブのホーム最終戦のペア観戦チケット 
＊試合日程は別紙 

各試合につき、１０組２０
名様、合計５６０名様 

Ｂコース 
（２，０００円１口） 

御希望のＪリーガーの直筆サイン入りレプリカユニフォーム 
＊サイズの指定はできません 

１００名様 

Ｃコース 
（２，０００円１口） 

スカパー！視聴セット（アンテナ、チューナー、無料視聴クーポ
ン１０，０００円分の３点セット） 

１００名様 

【応 募 方 法 】  販売店設置の専用ハガキ又は官製ハガキに、対象となるｔｏｔｏ開催回（第６１回～第６５回）のはずれたｔｏｔｏ

チケットを貼付し、住所、氏名、年齢、電話番号、応募口数及び御希望コース（Ａコースをお選びの方は御

希望の対戦カード、Ｂコースをお選びの方は御希望のクラブ名と選手名）を御記入の上、御応募ください。 

ｔｏｔｏチケット購入金額の 1,000 円分（又は 2,000 円分）を１口と換算し、お一人様何口でも御応募いただけま

す。（１枚のハガキで複数コースへの応募はできません。）なお、応募は、満１９歳以上の方に限らせていた

だきます。 
 
【キャンペーン対象】  ９月２８日(土)～１０月２５日(金) の間に御購入いただいたｔｏｔｏチケット 

＜対象となるｔｏｔｏ開催回 ： 第６１回（9/28～10/4）、第６２回（10/5～11）、第６３回(10/12～18)、
第６４回（10/16～22）、第６５回（10/19～25）＞ 

 
【応募受付締切】  １１月１日（金） 当日消印有効 
 
【応 募 先】  〒115-8691 赤羽郵便局私書箱６０号  

「ｔｏｔｏでＪリーグが１００倍楽しくなる」プレゼントキャンペーン事務局まで 
 
【抽選・発表】  締切後、厳正なる抽選の結果、賞品の発送をもって、発表とかえさせていただきます。 

       （※賞品の発送は、Ａコースは各日程に合わせて、その他のコースについては 12 月 13 日頃を予定しています。） 

 
【問い合わせ先】  ０３－５２４９－５５９８ キャンペーン事務局（受付時間：平日 9:30～17:30、土日祝日を除く。）※14 年 9 月 30 日から 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

２ 「ｔｏｔｏでＪリーグが１００倍楽しくなる」イベント 
 
東京、大阪に特設ステージを設置し、多彩なゲストを迎え、Ｊリーグとｔｏｔｏの楽しみ方をテーマとしたトークショー

などのイベントを行います。 
イベント会場では、今回新たに編成しました『ｔｏｔｏ楽しさ伝え隊』が、御来場された方に、ｔｏｔｏの予想の楽しみ方

や購入方法について、やさしくサポートします。 
なお、無線仕様の特設ｔｏｔｏ販売コーナーも、イベント会場に設置します。 

 
＜大  阪＞ 
【日 時】  １０月５日(土)、６日（日） １１：００～１９：００ 
【場 所】  難波 なんばＣＩＴＹ B1F・ロケット広場特設ステージ （大阪市中央区難波） 
【内 容】  ゲストによるトークショー、Ｊリーグ観戦、クイズ、サンプリング、特設ｔｏｔｏ販売コーナーなど 

《ス ペ シ ャ ル ト ー ク シ ョ ー 》  
           10/5  13:30～14:00/15:30～16:00   ゲスト：乾 貴美子（キャスター） 

中西 哲生（スポーツジャーナリスト） 
山田 誉子（Ｃ．Ｃ．ガールズ） 

10/6  13:30～14:00/15:30～16:00   ゲスト：川原 みなみ（キャスター） 
岡田 武史（元日本代表監督） 
今井 恵理（女優） 

                                         
＜東  京＞ 
【日 時】  １０月１０日(木)、１１日（金） １１：００～１９：００ 
【場 所】  有楽町 東京交通会館前特設ステージ （東京都千代田区有楽町） 
【内 容】  ゲストによるトークショー、クイズ、サンプリング、特設ｔｏｔｏ販売コーナーなど 

《ス ペ シ ャ ル ト ー ク シ ョ ー 》  
               10/10  17:00～17:30/18:30～19:00   ゲスト：乾 貴美子（キャスター） 

中西 哲生（スポーツジャーナリスト） 
三瀬 真美子（タレント） 

               10/11  17:00～17:30/18:30～19:00   ゲスト：川原 みなみ（キャスター） 
宮澤 ミシェル（サッカー解説者） 
浜野 裕子（Ｃ．Ｃ．ガールズ） 

 
※ゲストについては、一部変更になる可能性があります。 

 
 

以上 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

別紙 
 
＜Ａコース プレゼント対象ホーム最終戦全２８試合について＞ 
 

 

※ １１月１６日(土)の浦和レッズｖｓガンバ大阪戦は、ホーム最終戦ではありません。 

※ 会場により、指定席ではない場合があります。 

※ 会場までの交通費・宿泊費は、お客様の御負担となります。 

 
  

対象地区 ホーム VS アウェイ 開催日 ｷｯｸｵﾌ スタジアム名称

北海道 コンサドーレ札幌 VS サンフレッチェ広島 11/30（土） 14:00 札幌ドーム

東北 ベガルタ仙台 VS コンサドーレ札幌 11/23（土・祝） 14:00 仙台スタジアム

モンテディオ山形 VS セレッソ大阪 11/24（日） 13:00 山形県総合運動公園陸上競技場

関東 鹿島アントラーズ VS FC東京 11/30（土） 14:00 県立カシマサッカースタジアム

水戸ホーリーホック VS 大分トリニータ 11/16（土） 14:00 笠松運動公園陸上競技場

浦和レッズ VS ガンバ大阪 11/16（土） 19:00 さいたま市浦和駒場スタジアム

大宮アルディージャ VS 湘南ベルマーレ 11/17（日） 14:00 埼玉県営大宮公園サッカー場

ジェフユナイテッド市原 VS ヴィッセル神戸 11/23（土・祝） 14:00 市原臨海競技場

柏レイソル VS ガンバ大阪 11/30（土） 14:00 日立柏サッカー場

FC東京 VS 浦和レッズ 11/24（日） 15:00 東京スタジアム

東京ヴェルディ1969 VS ベガルタ仙台 11/30（土） 14:00 東京スタジアム

川崎フロンターレ VS ヴァンフォーレ甲府 11/16（土） 13:00 等々力陸上競技場

横浜F・マリノス VS 名古屋グランパスエイト 11/23（土・祝） 16:00 横浜国際総合競技場

横浜FC VS モンテディオ山形 11/16（土） 14:00 横浜市三ツ沢公園球技場

湘南ベルマーレ VS 川崎フロンターレ 11/24（日） 13:00 平塚競技場

ヴァンフォーレ甲府 VS 横浜FC 11/24（日） 13:00 小瀬スポーツ公園陸上競技場

北信越 アルビレックス新潟 VS 水戸ホーリーホック 11/24（日） 13:00 新潟市陸上競技場

東海 清水エスパルス VS 鹿島アントラーズ 11/24（日） 15:00 日本平スタジアム

ジュビロ磐田 VS 東京ヴェルディ1969 11/23（土・祝） 16:00 ジュビロ磐田スタジアム

名古屋グランパスエイト VS ジュビロ磐田 11/30（土） 14:00 豊田スタジアム

関西 京都パープルサンガ VS ジェフユナイテッド市原 11/30（土） 14:00 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場

ガンバ大阪 VS 京都パープルサンガ 11/23（土・祝） 14:00 万博記念競技場

セレッソ大阪 VS アルビレックス新潟 11/16（土） 15:00 長居スタジアム

ヴィッセル神戸 VS 清水エスパルス 11/30（土） 14:00 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

中国 サンフレッチェ広島 VS 柏レイソル 11/23（土・祝） 14:00 広島ビッグアーチ

九州 アビスパ福岡 VS サガン鳥栖 11/16（土） 14:00 東平尾公園博多の森球技場

サガン鳥栖 VS 大宮アルディージャ 11/24（日） 13:00 鳥栖スタジアム

大分トリニータ VS アビスパ福岡 11/24（日） 13:00 大分スポーツ公園総合競技場（ビッグアイ）


