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日本初１試合予想くじ！ 

新商品「ＷＩＮＮＥＲ」、本日から販売開始！ 

Ｊ.LEAGUE に加え、新たに B.LEAGUE がスポーツくじの対象に！！ 
  

 

独立行政法人日本スポーツ振興センター（ＪＳＣ）は、新商品「ＷＩＮＮＥＲ」を９月２６日（月）８時から販売開始しまし

た。「ＷＩＮＮＥＲ」は、Ｊ.LEAGUE や B.LEAGUE 等のリーグ戦・カップ戦の試合の中から好きな 1 試合を選んで試

合結果を予想するだけ。このほか、J.LEAGUEや B.LEAGUE等のリーグや大会といった競技会の優勝チーム等

を予想するくじも販売いたします。いずれも１口２００円で、スポーツファンからくじ好きの方まで気軽に楽しめるく

じとなっています。「ＷＩＮＮＥＲ」を買うことで今まで以上に試合観戦に熱が入り、スポーツ応援の楽しみ方が拡

がります。また、「ＷＩＮＮＥＲ」の売上の一部は、これまでのスポーツ振興くじ助成の財源として活用されることに

加えて、J.LEAGUE や B.LEAGUE のクラブチームに還元され、選手等のための環境整備やクラブ強化などに充

当されます。 
 

                  【ＷＩＮＮＥＲの特徴】 

                 
 

これまでの複数の試合結果を予想する「ｔｏｔｏ」と予想のいらない「ＢＩＧ」に、新たに「ＷＩＮＮＥＲ」が加わったことで楽

しみ方に合わせてスポーツくじをお選びいただけるようになりました。 
 

商品ブランド ＷＩＮＮＥＲ （ウィナー） 
 

１口単価 ２００円 

当せん金額※ 
払戻倍率（オッズ）×購入金額 
（理論値：１口単価×選択肢数×５０％） 

投票方法 
・サッカー１試合予想：何対何でどちらが勝つ（引き分ける）かを１８択から選択（予想） 
・バスケ１試合予想 ：何点差でどちらが勝つかを１６択から選択（予想） 
・競技会予想     ：競技会（リーグ/大会）の優勝チームや特定チームの成績等を予想 

当せん等級 １等のみ（売上金額の５０％を１等に配分） 

※当せん金は、売上金額や当せん口数によって変動します。払戻倍率（オッズ）は、投票状況により販売終了まで変動します。 

  

令和４年９月２６日 

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 
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■「ＷＩＮＮＥＲ」概要 

商品名称 
ＷＩＮＮＥＲ 

サッカー１試合予想 
ＷＩＮＮＥＲ 

サッカー競技会予想 
ＷＩＮＮＥＲ 

バスケ１試合予想 
ＷＩＮＮＥＲ 

バスケ競技会予想 

対象試合/ 

リーグ等 

J.LEAGUE等が開催する試合およびリーグ等 
（Ｊ１、Ｊ２、Ｊ３、ルヴァンカップ、天皇杯等） 

B.LEAGUEが開催する試合およびリーグ等 
（B1、B2、チャンピオンシップ等） 

１口単価 ２００円 

投票方法 

指定された 
J.LEAGUE（Ｊ１、Ｊ２、
Ｊ３）、ルヴァンカップ、
天皇杯等、１試合の９
０分間の試合結果（ス
コア）について、１８択
から予想（選択肢イメ
ージ：①１-０、②２-
０...⑰２-２、⑱その他
引き分け等） 

J.LEAGUE やルヴァ
ンカップの優勝チー
ム等を予想 

指定された 
B.LEAGUE （ B1 、
B2）、B.LEAGUE チャ
ンピオンシップ等、１
試合の延長を含む最
終の試合結果（勝利
チームと点差）につい
て、１６択から予想
（選択肢イメージ：①
ホーム勝利１～３点
差...⑯アウェイ勝利３
０点差以上等） 

B.LEAGUE の年間優
勝チーム等を予想 

当せん 
等級 

１等のみ（売上金額の５０％を１等に配分） 

当せん 
金額※１ 

払戻倍率（オッズ）×購入金額（理論値：１口単価×選択肢数×５０％） 
（当せん金の最高限度額は５億円） 

その他 特払金方式※２のため加算金（キャリーオーバー）は発生しない 

※１ 当せん金は、売上金額や当せん口数によって変動します。払戻倍率（オッズ）は、投票状況により販売終了まで変動します。 

※２ 当せん者がいなかった場合や当せん金が最高限度額を上回った場合に、配分金額を購入者に払い戻すこと。 

詳しくは、スポーツくじオフィシャルサイト （https://www.toto-dream.com/）をご覧ください。 

  

【日本スポーツ振興センター（ＪＳＣ）コメント】 

ＷＩＮＮＥＲは、Ｊ.LEAGUE、そして、新たにスポーツくじの対象に加わったバスケットボールの B.LEAGUE の多くの試合の中か

ら、自分で好きな試合を選んで予想を楽しめるほか、リーグ戦の優勝予想などもあり、ｔｏｔｏ・ＢＩＧとは違った楽しさを持ったくじで

す。好きなクラブの勝利を願って、また、仲間との試合観戦をより一層盛り上げるツールとして一人でも多くの方に気軽にお楽しみ

いただければと思います。 

今後も、「スポーツの力」に期待を寄せる多くの声に応えられるよう、スポーツくじの売上の向上と効果的な助成の推進により日

本のスポーツ環境の充実に貢献していくとともに、このＷＩＮＮＥＲの販売が、Ｊ.LEAGUE・B.LEAGUE のさらなる発展の後押しとな

るよう取り組んでまいります。 
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■販売場所 

販売場所 購入方法 

くじ売り場※ 

事前にスポーツくじオフィシャルサイトで購入予約し、発行された QR コ

ードを店頭窓口にて提示し、代金を支払い、チケットを受け取って購入

完了となります。 

コンビニエンス

ストア 

ローソン 事前にスポーツくじオフィシャルサイトで決済受付が必要です。ローソ

ン及びミニストップは、発行されたＱＲコードを使用し、Ｌｏｐｐｉで手続き

後、レジにて代金を支払い購入完了となります。ファミリーマート及びセ

ブン-イレブンは、発行されたバーコードでレジにて代金を支払い購入

完了となります。購入に当たってはＣｌｕｂ ｔｏｔｏへの入会が必要です。 

ファミリーマート 

セブン-イレブン 

ミニストップ 

インターネット 

スポーツくじ 

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

楽天銀行ｔｏｔｏサイト https://www.rakuten-bank.co.jp/toto/参照 

ＰａｙＰａｙ銀行 

スポーツくじサイト 
https://www.paypay-bank.co.jp/sports/index.html 参照 

Yahoo! totoサイト https://toto.yahoo.co.jp 参照 

楽天ｔｏｔｏサイト https://toto.rakuten.co.jp 参照 

三井住友銀行ＳＭＢＣ 

ダイレクトサイト 
https://www.smbc.co.jp/kojin/toto/参照 

ａｕ ＰＡＹ ｔｏｔｏサイト https://big.toto.auone.jp/参照 

住信ＳＢＩネット銀行 

スポーツくじサイト 
https://toto.netbk.co.jp/main/sxm0100 参照 

じぶん銀行ｔｏｔｏサイト https://www.jibunbank.co.jp/entertainment/toto/index.html 参照 

ドコモスポーツくじサイト https://toto.docomo.ne.jp/参照 

※一部の競技会予想は、くじ売り場ではお買い求めできません。 
 

■NTT ドコモにてスポーツくじの購入が可能に！ 

お客様の更なる購入利便性向上のため、新たな販売チャネルとして、株式会社ＮＴＴドコモ（本社：東京都千代田区、

代表取締役社長：井伊 基之）と提携し、ＮＴＴドコモの「ドコモスポーツくじ」サイトにおいて、９月２６日（月）からスポー

ツくじの販売を開始しました。「ｔｏｔｏ」、「ＢＩＧ」に加え、新商品「ＷＩＮＮＥＲ」もお楽しみいただけます。 

＜参考＞ドコモスポーツくじプレスリリース 

ＰＣ版  ：https://www.docomo.ne.jp/info/news_release/2022/09/26_01.html  

ｉモード版：http://i.nttdocomo.co.jp/f/info/news_release/2022/09/26_01.html 
 

■販売時間 

 販売期間 販売締切時間※１※２ 

くじ売り場 ８：００～２３：００※３ 各指定試合の開始６０分前まで 

コンビニエンスストア ２４時間いつでも OK 各指定試合の開始１２０分前まで 

インターネット ２４時間いつでも OK 各指定試合の開始１０分前まで 

https://www.toto-dream.com/
https://www.rakuten-bank.co.jp/
https://www.paypay-bank.co.jp/sports/index.html
https://toto.yahoo.co.jp/
https://toto.rakuten.co.jp/
https://big.toto.auone.jp/
https://www.jibunbank.co.jp/entertainment/toto/index.html
https://toto.docomo.ne.jp/
https://www.docomo.ne.jp/info/news_release/2022/09/26_01.html
http://i.nttdocomo.co.jp/f/info/news_release/2022/09/26_01.html


 

 
■スポーツくじオフィシャルサイト   https://www.toto-dream.com        ■スポーツくじお客様センター TEL:0120-9292-86 

■独立行政法人日本スポーツ振興センターホームページ 

https://www.jpnsport.go.jp 

 

 

※１ １試合予想の販売締切時間。競技会予想の販売締切時間は、対象のリーグ・大会によります。 

※２ 販売締切時間は変更となる場合があります。各指定試合の情報をご確認ください。 

※３ 店舗によって販売時間が異なります。 

 

■初回の販売予定 

〔ＷＩＮＮＥＲサッカー１試合予想〕 

１０月１日（土）～１０月２日（日）開催のＪ１第３１節、Ｊ２第３９節、Ｊ３第２７節以降の各試合 

 

〔ＷＩＮＮＥＲバスケ１試合予想〕 

９月２９日（木）開催の B.LEAGUE ２０２２-２３シーズン開幕戦（名古屋Ｄ ＶＳ 三河）以降の B1、B2の各試合 

 

〔ＷＩＮＮＥＲバスケ競技会予想〕 

B.LEAGUE チャンピオンシップ 2022-23 優勝予想くじ 

B2プレーオフ 2022-23 優勝予想くじ  

［販売期間］９月２６日（月）８：００～１０月１４日（金）１８：５５ 

※くじ売り場ではお買い求めできません 

なお、J.LEAGUE 等を対象としたＷＩＮＮＥＲサッカー競技会予想の販売は未定です。 

 

■「ＷＩＮＮＥＲ１試合予想」の投票の種類（選択肢内容） 

〔№〕 ＷＩＮＮＥＲサッカー１試合予想 ＷＩＮＮＥＲバスケ１試合予想 

№1 １－０ ホーム勝利１～３点差 

№2 ２－０ ホーム勝利４～６点差 

№3 ２－１ ホーム勝利７～９点差 

№4 ３－０ ホーム勝利１０～１４点差 

№5 ３－１ ホーム勝利１５～１９点差 

№6 ３－２ ホーム勝利２０～２４点差 

№7 その他のホーム勝利 ホーム勝利２５～２９点差 

№8 ０－１ ホーム勝利３０点差以上 

№9 ０－２ アウェイ勝利１～３点差 

№10 １－２ アウェイ勝利４～６点差 

№11 ０－３ アウェイ勝利７～９点差 

№12 １－３ アウェイ勝利１０～１４点差 

№13 ２－３ アウェイ勝利１５～１９点差 

№14 その他のアウェイ勝利 アウェイ勝利２０～２４点差 

№15 ０－０ アウェイ勝利２５～２９点差 

№16 １－１ アウェイ勝利３０点差以上 

№17 ２－２  

№18 その他の引き分け  

 




