
スポーツくじ（toto・BIG）

誰もが世界一になれるわけでもない

誰もが日本代表になれるわけでもない

それでも人はスポーツをする

昨日の自分に追い越されないために

明日の自分を追い越すために

スポーツに鍛えられた人生は

勝っても負けても  きっと負けない

スポーツは、自分を超えるためにある。



その額、およそ1,241億円。

くじを買った人みんなの力で、

日本のスポーツは、

今日も成長しています。

スポーツくじの収益は、選手や指導者の育成、グラウンドの芝生化、地域のスポーツ施設の整備など

日本のスポーツの振興のために役立てられています。

サッカーの試合を楽しく予想する totoと、簡単・運任せ・予想

いらずで億のチャンスのBIG。

誰もが手軽に楽しめるくじ、だけじゃないもうひとつの顔が、

スポーツくじ（toto・BIG）にはあります。それは…

売 上 金

スポーツくじ（to to・BIG）は、スポーツを育てています。

約532.5億円

約239.6億円

地域のスポーツ
施設の整備

約421.7億円

スポーツの
競技水準の
向上

地域スポーツの
普及

約

1,241
億円

東日本大震災の復旧・復興支援
約47.5億円

※平成28年度は配分額を合算しています。
　（平成28年11月現在）
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（50%）

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

特定金額経 費

3 / 4

収 益

1/4



日本代表選手団が過去最多のメダルを獲得したリオデジャネイロオリンピック・パラリンピック。

メダルを獲った選手の育成には、じつはスポーツくじの収益が役立てられていました。

（助成対象のアスリート※が獲得したメダルの数は65個中54個でした。）

くじを買う人が、スポーツ選手の育ての親になれる。

そして日本選手の活躍を見るのが、前よりちょっとうれしくなるのも

スポーツくじのいいところかもしれません。

次のオリンピック・パラリンピックで、日本選手が活躍するのが

今から楽しみです。 

※平成 2 8 年度アスリート助成対象者

スポーツくじは、日本を強くしています。

約421.7億円
スポーツの競技水準の向上

萩野 公介 選手

（競泳）

Photo:ロイター／アフロ Photo:ロイター／アフロ Photo:ロイター／アフロ 

伊調 馨 選手

（レスリング）

Photo:ロイター／アフロ Photo:ロイター／アフロ Photo:ロイター／アフロ 

ベイカー 茉秋 選手

（柔道）
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松友 美佐紀 選手、髙橋 礼華 選手

（バドミントン） （体操）

山室 光史 選手、内村 航平 選手、田中 佑典 選手、

白井 健三 選手、加藤 凌平 選手  　　　　　
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佐藤 友祈 選手

（パラ陸上）
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木村 敬一 選手

（パラ競泳）
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グラウンドの芝生化にも、スポーツくじの収益が役立てられています。

土のグラウンドを芝生にしたおかげで、「転んでも痛くなくなって、ケガが減った」

「砂ぼこりで近所に迷惑をかけることがなくなった」といった、

うれしい声が全国各地から届いています。

くじを買う人のおかげで、今日も緑のグラウンドがひろがっていきます。

あなたの近くのグラウンドも、ある日突然、芝生になるかもしれませんね。

スポーツくじは、

グラウンドの芝生化を進めています。

約532.5億円
地域のスポーツ施設の整備



努力することやチームワークの大切さ。

スポーツを通して、こどもたちは、さまざまなことを学びます。

そんなこどもたちの成長にも、スポーツくじの収益が役立てられています。

たとえば、こどもたちが楽しく安全にスポーツを楽しめるイベントをつくったり、

現役のアスリートが先生となって教えてくれるスポーツ教室を開催するなど、

全国のさまざまな場所で、こどもたちの成長と夢を応援しています。

もしかしたら、あなたの買ったくじのサポートで、

あなたの地元からも、未来のスーパースターが生まれるかもしれません。

スポーツくじは、

こどもたちの成長と夢を応援しています。

約239.6億円
地域スポーツの普及



平成28年度助成金配分額

このほか、これまでに約733億円を国庫に納付し、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等に充当されています。 

これまでの助成金累計額
スポーツくじの収益による助成は平成14年度から実施しています。
これまで、約1,241億円の助成を行っています。（平成 28年度は配分額を合算しています。）

平成28年度の助成については、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、2，335件、
236億4,304万4千円の配分額が了承されました。内訳については、以下のとおりとなっています。（平成28年11月現在）

大規模スポーツ施設整備助成

地域スポーツ施設整備助成 1,962 件

53 件 11,804,670 千円

41,440,577 千円

総合型地域スポーツクラブ活動助成 9,819 件 18,295,797 千円

地方公共団体スポーツ活動助成  2,467 件  5,659,683 千円

将来性を有する競技者の発掘及び育成活動助成 704 件 7,635,806 千円

スポーツ団体スポーツ活動助成  5,714 件 19,938,263 千円

国際競技大会開催助成 52 件  5,387,669 千円

東日本大震災緊急復興支援  11 件 615,328 千円

東日本大震災復旧・復興支援助成 1,263 件 4,135,683 千円

2020 オリンピック競技大会・パラリンピック競技大会招致活動支援助成  1,020,787 千円5 件

22 件

 3,908,133 千円優秀な選手・指導者への個人助成に充当

4,281,010 千円

合　　　計  22,072 件 124,123,406 千円

助　成　区　分 件　　数 金　　額

東京オリンピック・パラリンピック競技大会等開催助成

大規模スポーツ施設整備助成 11 件  3,869,226 千円

地域スポーツ施設整備助成 296 件 7,470,265 千円

総合型地域スポーツクラブ活動助成 650 件 1,101,306 千円

地方公共団体スポーツ活動助成

将来性を有する競技者の発掘及び育成活動助成 84 件 1,709,655 千円

スポーツ団体スポーツ活動助成  656 件 3,147,190 千円

国際競技大会開催助成 6 件 1,106,936 千円

東日本大震災復旧・復興支援助成 238 件 817,214 千円

東京オリンピック・パラリンピック競技大会等開催助成 2,426,620 千円14 件

800,000 千円

23,643,044 千円

優秀な選手・指導者への個人助成に充当

380 件 1,194,632 千円

Ｊリーグホームスタジアム等整備事業 2 件  3,052,500 千円

クラブハウス整備事業 2 件 76,160 千円

地域スポーツ活動推進事業 379 件 1,082,132 千円

スポーツ活動推進事業 561 件 1,630,792 千円

ドーピング検査推進事業 73 件 1,261,459 千円

スポーツ仲裁等事業 1 件 13,500 千円

スポーツ指導者海外研修事業 2 件  85,109 千円

組織基盤強化事業 12 件 16,888 千円

国際スポーツ会議開催事業 7 件 139,442 千円

被災地の総合型地域スポーツクラブ支援事業  237 件 663,551 千円

1 件 153,663 千円スポーツによる被災地の子どもたちの心のケア活動等事業

国民体育大会冬季大会の競技会開催支援事業 1 件 112,500 千円

グラウンド芝生化事業（学校のグラウンドを含む） 123 件 3,358,261 千円

スポーツ施設等整備事業（夜間照明施設、防球フェンス等） 171 件 4,035,844 千円

国民体育大会冬季大会競技会場整備事業 9 件  816,726 千円

事　業　区　分 件　　数

合　　　計 2,335 件

配　分　額



※totoGOAL2はルヴァン杯・天皇杯の準決勝などを対象に販売します。

スポーツくじ（ toto・BIG）の仕組み

※1 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。なお、特別開催回は除きます。 ※2 キャリーオーバー発生時。通常は 1等最高
1億円。当せん金は、売上金額や当せん口数によって変動します。 ※3 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。 

9 試合11 試合

投票の方法

当せんの種類
1等：全試合的中　  2等：1試合はずれ
3等：2試合はずれ  4等：3試合はずれ
5等：4試合はずれ  6等：5試合はずれ

1等：全試合的中　  2等：1試合はずれ
3等：2試合はずれ  4等：3試合はずれ

1等：全試合的中
2等：1試合はずれ
3等：2試合はずれ

1等：全試合的中　  2等：1試合はずれ
3等：2試合はずれ  4等：3試合はずれ
5等：4試合はずれ

対象試合数 14 試合
200円300円 100円一口単価

１等当せん金額（理論値）

当せん金の上限

当せん金の配分割合 1等：76％　2等：9％　3等：2％
4等：4％    5等：4％　6等：5％

1等：60％　2等：15％
3等：15％   4等：10％

1等：76％  2等：10％  3等：4％
4等：4％    5等：6％

1等：50％  2等：20％  3等：30％

最高 3億円
（キャリーオーバー発生時は、最高6億円）

最高 1億円
（キャリーオーバー発生時は、最高2億円）

最高 2億円
（キャリーオーバー発生時は、最高4億円）

指定されたサッカーの各試合の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

6億円※1 2億円※2 約 1,000 万円※3 約100万円※3

払戻方法等払戻チャネル 払戻時間

払  

戻

スポーツくじ取扱信用金庫

払戻可能な一部くじ売り場

サークルＫ・サンクス
セブン- イレブン

各信用金庫の営業時間内

各店舗の営業時間内

8：00 ～ 22：30
8：00 ～ 22：30

◎チケット1枚の当せん金額が50万円以下の場合は、その場で払戻し
◎チケット1枚の当せん金額が50万円を超える場合は、十数日後に払戻し

◎一定金額以下の当せん金は、その場で払戻し（払戻金額の上限は店舗により異なります）
◎一部店舗では、チケット1枚の当せん金額が10万円を超える場合は、十数日後に払戻し

◎チケット１枚の当せん金額が１万円未満の場合は、その場で払戻し
◎チケット１枚の当せん金額が１万5千円以下の場合は、その場で払戻し

商
品
（
非
予
想
系
く
じ
）

商
品
（
予
想
系
く
じ
）

toto
（トト）

BIG
（ビッグ）

100円BIG
（ヒャクエンビッグ）

 mini toto
（ミニトト）

totoGOAL3
（トトゴールスリー）

mini BIG
（ミニビッグ）

totoGOAL2
（トトゴールツー）

BIG1000
（ビッグセン）

１等：全試合的中

予想の方法
指定されたサッカーの各試合の 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

指定されたサッカーの各試合の 90 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

当せんの種類
1等：全試合的中
2等：1試合はずれ
3等：2試合はずれ

対象試合数 13 試合 5 試合
一口単価

当せん金の上限 最高 1 億円（キャリーオーバー発生時は、totoは最高 5 億円、toto以外は最高 2 億円）

当せん金の配分割合 1等：70％   2等：15％   3等：15％ 1 等：100％

1 等：全チーム的中
1等：全チーム的中
2等：1チームはずれ

3 試合（6チーム） 2 試合（4チーム）
100円

1等：60％   2等：40％ 1 等：100％

8：00 ～ 23：00※1
（販売最終日は12：00まで）※2

8：00 ～ 22：30
（販売最終日は11：30まで）※2

くじ売り場 現金又はデビットカード※3 ※4

コンビニエンスストア

ローソン※5

ファミリーマート※6

サークルＫ・サンクス※7

セブン - イレブン※8

ミニストップ※5

toto オフィシャルサイト 提携クレジットカード※10
楽天銀行

24時間

販売初日は 8：00から、
販売最終日は、J リー
グの場合は指定試合の
最初の試合が開始され
る10分前、J リーグ以
外の場合は販売最終日
の 19：00 まで。
ただし、システムメンテ
ナンスの時間帯を除く。
（上記時間は変更となる
場合あり。）

インターネット

楽天銀行 toto サイト

ジャパンネット銀行サイト

Yahoo! toto サイト※11

楽天 toto サイト

三井住友銀行 SMBC ダイレクトサイト

au toto サイト※13

楽天銀行

ジャパンネット銀行

Yahoo!カード・ジャパンネット銀行
提携クレジットカード※12

楽天カード・楽天銀行
楽天キャッシュ・JCB カード

三井住友銀行

まとめてau支払い・auかんたん決済・じぶん銀行
提携クレジットカード※14

現 金

現 金
又はデビットカード※3

現 金※9

現 金

販売時間 決済方法販売 チャネル

販  

売

住信 SBI ネット銀行 toto サイト

じぶん銀行 toto サイト

住信 SBI ネット銀行

じぶん銀行

◎Club toto会員（ただし、現金で購入した場合を除きます）、楽天銀行toto会員、JNB-toto会員、Yahoo! toto会員、楽天toto会員、SMBCtoto会員、au toto会員、住信SBI ネット銀行 toto会員、
じぶん銀行 toto会員 及びローソンPonta toto会員は、お客様の口座へ自動振込（原則、払戻開始日から3営業日後に振込）となります ◎振込手数料は無料 

BIG・100円BIG・BIG1000・mini BIG（非予想系くじ）については、販売初日はその前の開催回の BIG・100円BIG・BIG1000・mini BIG の販売が終了次第、販売を開始します。
※1 開店・閉店時間などにより、スポーツくじの取扱時間は各店舗で異なります。※2 特別開催回を除きます。※3 デビットカード決済は、Club toto 会員の方に限られます。※4 一部店舗では
デビットカードの取り扱いは行っておりません。 ※5 Loppi 設置店舗のみの販売となります。※6 Fami ポート設置店舗のみの販売となります。※7 Kステーション設置店舗のみの販売となります。
※8 マルチコピー機設置店舗のみの販売となります。 ※9 nanaco での決済が可能です。※10 提携クレジットカードについては、toto オフィシャルサイトでご確認ください。※11 Yahoo! toto
サイトについては、PC 版は、totoGOAL3、totoGOAL2、スマートフォン版では、toto 系商品の取り扱いはありません。※12 Yahoo! toto の決済方法については、Yahoo! toto サイトでご確認
ください。 ※13 au toto サイトでは、PCサイトの取り扱いはありません。※14 au toto の決済方法については、au toto サイトでご確認ください。



〒107-0061 東京都港区北青山二丁目8番35号  TEL:03-5410-9190　

スポーツ応援サイト GROWING by スポーツくじ (toto・BIG)

（平成 29年3月発行）

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編集
発行

http://www.toto-growing.com

スポーツくじ（ toto・BIG）の歩み

※ポイントの有効期限は、ポイントを獲得した年を含め、3年目の終了後に失効します。
※楽天銀行 toto サイト、ジャパンネット銀行サイト、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 toto サイト、住信 SBI ネット銀行 toto サイト、
　じぶん銀行 toto サイトで購入した場合、Club toto ポイントは付与されません。

◎入会資格 

◎入会方法

◎特     典

年齢が19歳以上であること。

郵送、ファミリーマート、toto オフィシャルサイトでお申込みいただけます。

①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。
②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。
③ポイント数に応じて、抽選で素敵な賞品が
　当たるポイントプログラムに応募できます。

◎会     費 入会金・年会費：無料　

会員制度 『 Club toto 』

○ toto オフィシャルサイト http://www.toto-dream.com  
○ toto お客様センター 0120-9292-86
○ toto 結果情報ダイヤル 0180-999-920（24時間自動応答【有料】）

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。

2月
平成 19年（2007年）

9試合の試合結果を対象とした、
予想のいらないくじ「mini BIG」スタート

2月
平成 20年（2008年）

11試合の試合結果を対象とした、
予想のいらないくじ「BIG1000」スタート

2月
平成 25年（2013年）

第三期（センター直接運営方式を継続・
2013～2017年までの5年間）スタート

10月 （独）日本スポーツ振興センター法、スポーツ振興投票の
実施等に関する法律及び関係政省令の一部改正

11月 最高当せん金10億円の「BIG」スタート（特別開催回のみ）
海外のサッカーを対象とした「BIG」「BIG1000」「mini BIG」スタート

5月
平成 26年（2014年）

ワールドカップの試合を対象とした「BIG」「BIG1000」
「mini BIG」「toto」「mini toto」「totoGOAL3」販売

11月 海外のサッカーを対象とした「toto」「mini toto」「totoGOAL3」スタート

2月
平成 27年（2015年）

toto 最高当せん金の引き上げ
（2億円→5億円  ※キャリーオーバー発生時）

4月
平成 28年（2016年）

14試合の試合結果を対象とした、
予想のいらないくじ「100円 BIG」スタート

5月 （独）日本スポーツ振興センター法、スポーツ振興投票の
実施等に関する法律及び関係政省令の一部改正

平成18年（2006年）
2月 第二期センター直接運営方式による販売開始

指定試合当日まで販売期間を延長
5試合の試合結果を予想する「mimi toto」スタート

3月 コンビニエンスストアでの一般販売を開始

9月 14試合の試合結果を対象とした、予想のいらない
最高当せん金6億円のくじ「BIG」スタート
（※キャリーオーバー発生時　通常は最高3億円）

7月 予想をせずに簡単に購入できる新しい購入方法
「楽当」スタート

1月
平成 4年（1992年）

（財）日本体育協会、（財）日本オリンピック委員会から
各政党及びスポーツ議員連盟等に要望書提出

8月
平成 11年（1999年）

大和銀行（現：りそな銀行）を第一期（2001年～
2005年シーズンまでの5年間）委託金融機関として決定

５月
平成 10年（1998年）

スポーツ振興投票の実施等に関する法律公布
11月 スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び関係省令施行

3月
平成 13年（2001年）

全国販売開始
11月 文部科学大臣がスポーツ振興くじの収益による

助成の基本方針を決定

2月
平成 14年（2002年）

投票方法変更（延長Vゴール方式→90分方式）
4月 助成事業を開始

平成 17年（2005年）
5月 3試合（6チーム）の得点を予想する「totoGOAL3」スタート
8月 インターネットでの販売を開始

3月
平成 12年（2000年）

文部大臣が（社）日本プロサッカーリーグを
スポーツ振興投票対象試合開催機構として指定

9月 文部省が「スポーツ振興基本計画」を策定
10月 静岡地域限定販売（テスト販売2回）　（～11月）

4月 スポーツ振興くじの愛称 toto（トト）及びロゴデザイン決定

8月 コンビニエンスストアでの会員限定販売を開始
10 月 独立行政法人日本スポーツ振興センター設立 

（日本体育・学校健康センターから移行）

3月
平成 15年（2003年）

5試合（10チーム）の得点を予想する「totoGOAL」スタート

12月 第二期（2006年～2012年シーズンまでの7年間）の
運営業務を金融機関に委託せず、センターの
直接運営方式で行うことを決定

3月
平成 16年（2004年）

toto 最高当せん金の引き上げ 
（1億円→2億円 　※キャリーオーバー発生時）


