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サッカーワールドカップが日本初１試合予想くじの対象に！ 

ワールドカップを対象にした「ＷＩＮＮＥＲ」 本日販売開始！ 
  

 

独立行政法人日本スポーツ振興センター（ＪＳＣ）は、カタールで開催されるサッカーワールドカップの全６４試合を

対象とした１試合予想くじ「ＷＩＮＮＥＲ(ウィナー)」を、１１月７日（月）８時から販売開始しました。日本代表戦はもちろ

ん、応援する国、気になる選手のいる国など、お好みの１試合ごとに予想いただけます。 

１試合予想に加えて優勝国や日本代表の成績予想など、ワールドカップが開催される今だからこその楽しみ方を

提供してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ワールドカップを対象とした「ＷＩＮＮＥＲ」の販売予定 （表記は日本時間） 

〔ＷＩＮＮＥＲサッカー１試合予想〕 

１１月２１日（月）開催のワールドカップ開幕戦

（カタール ｖｓ  エクアドル）以降の各試合  

（全６４試合） 

※１１月７日（月）８：００に販売開始 

  

〔ＷＩＮＮＥＲサッカー競技会予想〕 

・Ｗ杯 ２０２２ 優勝予想（開幕期） 

優勝チームについて３２択から予想するくじ 

［販売期間］１１月７日（月）８：００～ 

１１月２５日（金）１８：５０＊ 

 

・Ｗ杯 ２０２２ 日本代表の成績予想 

日本代表チームの最終成績について１３択 

から予想するくじ 

［販売期間］１１月７日（月）８：００～ 

１１月２３日（水）２１：５０＊ 

 

 

 

令和４年１１月７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 

 

全 64 試合が対象！ 
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・Ｗ杯 ２０２２ 優勝予想（ベスト１６） 

優勝チームについて１６択から予想するくじ 

［販売期間］１２月３日（土）８：００～同日２３：００＊ 

  

・Ｗ杯 ２０２２ 決勝カード予想  

決勝で対戦するチームの組み合わせについて１６択から予想するくじ 

［販売期間］１２月８日（木）８：００～１２月９日（金）２３：００＊ 

＊販売場所や決済方法によって、販売締切時間は異なります。各競技会のくじ情報をご確認ください。 

販売スケジュール、指定試合等に関する詳細は、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。 

 

 

■ワールドカップを対象とした「ＷＩＮＮＥＲサッカー」の投票の種類 

＜１試合予想の選択肢内容＞ 

〔№〕 １試合予想 

№１ １－０ 

№２ ２－０ 

№３ ２－１ 

№４ ３－０ 

№５ ３－１ 

№６ ３－２ 

№７ その他のホーム勝利 

№８ ０－１ 

№９ ０－２ 

№１０ １－２ 

№１１ ０－３ 

№１２ １－３ 

№１３ ２－３ 

№１４ その他のアウェイ勝利 

№１５ ０－０ 

№１６ １－１ 

№１７ ２－２ 

№１８ その他の引き分け 

※ワールドカップにおいては、ホームチーム・アウェイチームの概念はありませんが、スポーツくじの販売上、便宜的にホーム・アウェイの

表記をしております。 

※対象試合および投票内容（スコア）の左側はホームチーム、右側はアウェイチームであることを表します。 

 

 

＜競技会予想の選択肢内容＞ 

〔№〕 
優勝予想 

（開幕期） 

 
〔№〕 日本代表の成績予想 

№１ カタール  №１ 優勝 

№２ オランダ  №２ 準優勝 

№３ セネガル  №３ ３位 

№４ エクアドル  №４ ４位（３位決定戦で敗退） 
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№５ イングランド  №５ ベスト８（準々決勝で敗退） 

№６ アメリカ  №６ ベスト１６（Ｒｏｕｎｄ ｏｆ １６で敗退） 

№７ イラン  №７ グループステージ敗退（勝ち点６）（勝ち点６でグループステージ敗退） 

№８ ウェールズ  №８ グループステージ敗退（勝ち点５）（勝ち点５でグループステージ敗退） 

№９ アルゼンチン  №９ グループステージ敗退（勝ち点４）（勝ち点４でグループステージ敗退） 

№１０ メキシコ  №１０ グループステージ敗退（勝ち点３）（勝ち点３でグループステージ敗退） 

№１１ ポーランド  №１１ グループステージ敗退（勝ち点２）（勝ち点２でグループステージ敗退） 

№１２ サウジアラビア  №１２ グループステージ敗退（勝ち点１）（勝ち点１でグループステージ敗退） 

№１３ フランス  №１３ グループステージ敗退（勝ち点０）（勝ち点０でグループステージ敗退） 

№１４ デンマーク    

№１５ チュニジア    

№１６ オーストラリア    

№１７ スペイン    

№１８ ドイツ    

№１９ 日本    

№２０ コスタリカ    

№２１ ベルギー    

№２２ クロアチア    

№２３ モロッコ    

№２４ カナダ    

№２５ ブラジル    

№２６ スイス    

№２７ セルビア    

№２８ カメルーン    

№２９ ポルトガル    

№３０ ウルグアイ    

№３１ 韓国    

№３２ ガーナ    

※「勝ち点」とは『ＲＥＧＵＬＡＴＩＯＮＳ ＦＩＦＡ Ｗｏｒｌｄ Ｃｕｐ Ｑａｔａｒ ２０２２™』に基づき、勝ち、負け、引き分けごとに与えられる点を指しま

す。 

 

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：優勝チームや日本代表の成績等を予想 

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。 
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■「ＷＩＮＮＥＲ」の販売場所 

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 

 

 

■「ＷＩＮＮＥＲ」の販売時間 

 販売期間 販売締切時間 

くじ売り場 ８：００～２３：００※ 
各試合・各競技会のくじ情報を 

ご確認ください。 
コンビニエンスストア ２４時間いつでも OK 

インターネット ２４時間いつでも OK 

※ 店舗によって販売時間が異なります。 

 

■ワールドカップを対象とした「ｔｏｔｏ」や「ＢＩＧ」も販売いたします！ 

前回大会に続きワールドカップを対象としたｔｏｔｏ・ＢＩＧも販売いたします。１３試合の結果を予想する「ｔｏｔｏ」のほか、

気軽にお楽しみいただけるよう、５試合の予想で簡単に購入できる「ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ」や、３試合（６チーム）のゴール数を

予想する「ｔｏｔｏＧＯＡＬ３」を販売いたします。また、予想いらずで高額当せんが狙える「ＢＩＧ」も販売しますので、お好

みのくじでワールドカップをぜひ楽しみください！ 

指定試合等の詳細は、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。 

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/

