NEWS RELEASE
平成２２年２月９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

２０１０年シーズンスポーツ振興くじｔｏｔｏの販売について

スポーツ振興くじ toto は、２０１０年シーズンの販売を２月１８日（木）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、２０１０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の向上と、スポーツ振興への助成に努めてまいります。
２０１０年シーズンも、スポーツ振興くじ toto をよろしくお願いいたします。
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【 参考 】
払戻
会員制度 『 Club toto 』

■toto オフィシャルサイト
http://www.toto-dream.com/
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■toto お客様センター TEL:0120-9292-86
（携帯・PHS から:098-941-8192【有料】）

１．２～３月販売スケジュール
２０１０年シーズンのスポーツ振興くじ toto は、
２月１８日（木）８：００から販売を開始します。

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：

２５億５，１３０万４，２８０円
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１

スポーツ振興くじ toto ２～３月販売スケジュールについて

スポーツ振興くじ toto の２～３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 とサンクスに設置して
いる toto & BIG カンタンガイドブックなどにも掲載いたします。

２０１０年シーズンは、販売初回から「BIG」にキャリーオーバー２５億５，１３０万４，２８０円が
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！

開催回
第４３５回
第４３６回
第４３７回
第４３８回
第４３９回

販売期間
２/１８（木）
～３/６（土）
３/６（土）
～３/１３（土）
３/１３（土）
～３/２０（土）
３/２０（土）
～３/２７（土）
３/２４（水）
～３/３１（水）
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しません。
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しません。

■

販売しません。

● 初回（第４３５回）の販売期間について
２０１０年シーズンの初回（第４３５回）の販売期間は、「２月１８日（木）～３月６日（土）」ですが、２月１８日の
販売開始以降、ｔｏｔｏオフィシャルサイト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５日（金）～３月６日（土）
または、
２月１０日（水）～３月６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５日、または、２月１０日としているため
（くじの種類によって異なります。）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．商品（くじ）
２０１０年シーズンから、「BIG」に５等が追加され
ます。
６ 億円 の チ ャ ン ス に 加え て 、 当せ ん の チ ャ ン ス
（５等 当せん確率：約２９９分の１、当せん金
（理論値）：１，８００円）も広がります。
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２

商品（くじ）について

「BIG」に５等が追加され、６億円のチャンスに加えて、当せんのチャンスも広がります！
２００９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、ナビスコ杯・天皇杯の準決勝などを対象に「totoGOAL２」をスポットで販売する予定です。

■２０１０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

当せんの種類

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

９試合

３００円

２００円

最高３億円
（キャリーオーバー時は
最高６億円）

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
５等・・・ ４試合はずれ
１等・・・７８％
２等・・・１０％
３等・・・ ４％
４等・・・ ４％
５等・・・ ４％

１等・・・
２等・・・
３等・・・
４等・・・

すべて的中
１試合はずれ
２試合はずれ
３試合はずれ

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・・・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
５等・・・約２９９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）

当せん金の
配分割合

繰越金の対応
１等当せん金
２００９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）
約５億７００万円

約１，４００万円

※ 中止となった指定試合を含む開催回の１等当せん金は除いている。
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約１００万円

■２０１０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

totoGOAL２

Ｊクラブ同士の指定された各試合の９０分間での結果 Ｊクラブ同士の指定された各試合（各チーム）の９０
について、ホームチームの勝ち＝「１」、その他（引き 分間での得点数について、「０点」、「１点」、「２
分け・延長）＝「０」、負け＝「２」の３択で予想。
点」、「３点以上」の４択で予想。
１３試合

５試合

３試合（６チーム）

２試合（４チーム）

１００円
最高１億円（キャリーオーバー時は最高２億円）

当せん金の上限

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

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。）

１等当せん金
２００９年シーズン※平均

約３，９００万円

約１．５万円

約１３万円

約１．３万円

※ 中止となった指定試合を含む開催回の１等当せん金は除いている。

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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３．販売
２０１０年シーズンから Yahoo! JAPAN サイトで toto、
mini toto、ジャパンネット銀行のモバイルサイトで
toto、mini toto、totoGOAL３、totoGOAL２※の販売を
開始します。

また、ファミリーマートで T ポイントが使えるようになり
ます。

※ ジャパンネット銀行のモバイルサイトでの予想系のくじの販売開始日につきましては、
後日、改めて、お知らせさせていただきます。
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３

販売について

（１）ｔｏｔｏ売り場
・ 全国の BIG マーク（「BIG」のロゴやのぼり）のある toto 売り場（一部宝くじ売り場等）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（ローソン・ファミリーマート・サークルＫサンクス）
・ 全国のローソン、ファミリーマート※、サークルＫとサンクス※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。
【さらに便利に！ ファミリーマートで T ポイントが使えるようになります。
】
・ 決済方法は現金です。さらに、ファミリーマートでは、T ポイントでの決済も可能となります。また、ファミリーマート
及びサークルＫとサンクスでは、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。
・ ファミリーマートでは、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、当せん照会を
行うことができます。
・ サークルＫとサンクスでは、toto チケットをスキャナで読み込ませることで、当せん照会を行うことができます。
※ ファミリーマートは Fami ポート、サークルＫとサンクスではカルワザステーション設置店舗のみでの販売となりま
す。
（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。
・ 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
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

モバイル

イーバンク銀行決済
《セゾン》カード決済

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。
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③ジャパンネット銀行サイト
（【PC】【モバイル】http://www.japannetbank.co.jp/ ）
【さらに便利に！ モバイルサイトから予想系のくじも購入いただけるようになります。
】
・ ２０１０年シーズンからは、モバイルサイトで BIG、BIG１０００、mini BIG に加えて、toto、mini toto、totoGOAL３、
totoGOAL２のすべてのくじがご購入いただけるようになります※。
・ 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。
※ ジャパンネット銀行のモバイルサイトでの予想系のくじの販売開始日につきましては、後日、改めて、お知らせさ
せていただきます。
④Yahoo! JAPAN サイト
（【PC】http://toto.yahoo.co.jp/ ）
【さらに便利に！ 予想系のくじも購入いただけるようになります。
】
・ ２０１０年シーズンからは、BIG、BIG１０００、mini BIG に加えて、toto、mini toto がご購入いただけるようになり
ます。
・ 事前に Yahoo! toto への登録が必要になります。
・ 決済方法は下記からお選びいただけます。
Yahoo!ネットバンキング（ジャパンネット銀行）決済
クレジットカード決済
Yahoo!カード、三井住友カード、《セゾン》カード、オリコカード、セディナカード、OMC カード、CF カード
Diners Club カード、ジャックスカード

■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

toto 売り場

８：００～２３：００

・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。

ローソン
ファミリーマート
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４３５回）の販売初日については、すべてのくじを８時から販売開始します。
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４．２０１０年シーズン 「ＢＩＧ」新ＴＶ-ＣＭ
２月１８日（木）の販売開始にあわせ、「BIG」新 TV－CM の放送を開始します。
２０１０年シーズンは、ＣＭメインキャラクターとして、新たに森三中のみなさん（※プロフィール別紙参照）にご出演
いただくことになりました。
◆『キャッツ・アイ

登場』篇 『キャッツ・アイ 購入』篇

「 狙うわよ。今年も最高６億円！ 」

～キャッツ♥アイが６億円を狙う！？～
るい

８０年代を代表する人気アニメ『キャッツ♥アイ』(北条司 作) の三姉妹に、森三中の大島さん（長女・泪）、村上さん
ひとみ

あい

（二女・ 瞳 ）、黒沢さん（三女・愛）が扮し、BIG の最高当せん金６億円を狙います！
（瞳の恋人・トシ役は、俳優の玉山鉄二さんです。）
はたして彼女たちは６億円を手にすることができるのか…！？
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」。
森三中のみなさんが扮するキャッツ♥アイの活躍を通じて、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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５．２０１０年シーズン toto 事業理念訴求メッセージ
『 信じよう。スポーツの力を。 』
２０１０年シーズンは、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の誰もが身近に
スポーツに親しめる環境の整備など、日本のスポーツ振興に広く役立てられています。
年齢や性別は関係なく、勝ち負けを競うだけではない、身体を動かすことの気持ちの良さを感じ、良い笑顔を生む、
それがスポーツ。みんながスポーツを楽しめば、絆が生まれ、町が元気になり、たくさんのスマイルが生まれます。ス
ポーツには、そうする力があるはずです。
新たに制作したＣＭ／グラフィック※では、芝生のグラウンドと町中に溢れるスポーツを楽しむたくさんの人たち、そして、
そこから広がるたくさんの笑顔を描くことで、toto の理念を表現しています。

『 スポーツとスマイルの町を、日本中に。 』
それがわたしたちの、変わることのない思いです。
※ これらの撮影は、実際に toto の助成によって芝生が整備された鹿児島県霧島市・国分運動公園多目的広場
及び霧島市内で行い、地元にお住まいのみなさんにご出演いただきました。

このメッセージは、ＴＶ-ＣＭや J リーグ試合会場の大型ビジョン、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＞ 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
・ 一部の BIG マーク（「BIG」のロゴやのぼり）のある toto 払戻店で行います。
・ 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）サークルＫサンクス
・ 全国のサークルＫとサンクス※で行います。
・ 購入場所に関わらず、一万円未満の当せん金は、その場で払戻しを行います。一万円以上の当せん金のチケットを
お持ちの方には、カルワザステーションに設置されたオートホンで、近隣の toto 取扱い信用金庫をご案内します。
・ 払戻時間は、８：００～２２：３０です。土日祝日も払戻しを行います。
※ カルワザステーション設置店舗のみでの払戻となります。
（４）自動振込
・ インターネットサイト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

toto オフィシャルサイト
イーバンク銀行サイト
ジャパンネット銀行サイト
Yahoo! JAPAN サイト

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

イーバンク銀行口座

イーバンク銀行口座

ジャパンネット銀行口座

ジャパンネット銀行口座

Yahoo!ネットバンキング（ジャパンネット銀行）

Yahoo! JAPAN サイトでお客様が登録した
口座

クレジットカード

toto 売り場
デビットカード
ローソン
ファミリーマート
現金
サークルＫサンクス
・ 振込手数料は無料です。

（※ローソンは除く）

デビットカード（キャッシュカード）の口座
当せん金は自動振込されません。

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、０８年シーズン末時点から、約２２．８万人増加しました。
２００８年１２月末日時点： 約７２万人 ⇒ ２００９年１２月末日時点： 約９４．８万人

【入会資格】
年齢が１９歳以上であること。
【入会方法】
① 郵送
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 ファミリーマート
ファミリーマート店頭で「Club toto 入会キット」を入手し、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」※１に必要事項を記入後、郵送してください。
※１ 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
PC

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
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
【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※２。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。
※２ 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・年会費 ： 無料
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