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スポーツ振興くじ toto は、２０１１年シーズンの販売を明日２月１８日（金）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、２０１１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。 

 

２０１１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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２０１１年シーズンスポーツ振興くじｔｏｔｏの販売について 
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１．２～３月販売スケジュール 
 

 

 

２０１１年シーズンのスポーツ振興くじ toto は、  

２月１８日（金）８：００から販売を開始します。 

 

昨シーズン１等６億円が４０口誕生した「ＢＩＧ」は、 

販売初回からキャリーオーバーが発生しています。 

初回から 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： 

   ５１億５，７７１万６６１円 
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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、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 とサンクス及び 

セブン-イレブンに設置している toto & BIG カンタンガイドブックなどにも掲載いたします。 

 

 

２０１１年シーズンは、販売初回から「BIG」にキャリーオーバー５１億５，７７１万６６１円が 

発生しています。初回から、 高当せん金６億円の大チャンス！ 

 

 

 

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 

開催回 販売期間 toto 
mini 

toto-A 組

mini 

toto-B 組

toto 

GOAL３ 
BIG 

BIG 

1000 

mini 

BIG 

第４８８回 
２/１８（金） 

～３/５（土） 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

第４８９回 
３/５（土） 

～３/１２（土） 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

第４９０回 
３/９（水） 

～３/１６（水） 

販売 

しません。 
■ 

販売 

しません。
■ 販売しません。 

第４９１回 
３/１２（土） 

～３/１９（土） 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

第４９２回 
３/１９（土） 

～３/２６（土） 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

● 初回（第４８８回）の販売期間について 

 

２０１１年シーズンの初回（第４８８回）の販売期間は、「２月１８日（金）～３月５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１０日（木）～３月５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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２０１０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。 

 

■２０１１年シーズン 販売くじ（非予想系）■ 

※ 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。 

 

２．商品（くじ） 

 

 

 

BIG 

 

BIG１０００ 

 

mini BIG 

投票の方法 
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。 

対象試合数 １４試合 １１試合 ９試合 

１口単価 ３００円 ２００円 

当せん金の 

上限 

高３億円 

（キャリーオーバー時は 

高６億円） 

高２億円 

（キャリーオーバー時は 高４億円） 

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 

４等・・・ ３試合はずれ 

５等・・・ ４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 

４等・・・ 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 

当せん金の 

配分割合 

１等・・・７８％ 

２等・・・１０％ 

３等・・・ ４％ 

４等・・・ ４％ 

５等・・・ ４％ 

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 

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） 

繰越金の対応 当せん等級ごとに繰越（キャリーオーバー） 

１等当せん金 

２０１０年シーズン※平均 
６億円 約１，３００万円 約１００万円 
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■２０１１年シーズン 販売くじ（予想系）■ 

 toto 

 

mini toto 

 

totoGOAL３ 

 

totoGOAL２ 

 

予想の方法 

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択で予想。 

Ｊクラブ同士の指定された各試合（各チーム）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。 

対象試合数 １３試合 ５試合 ３試合（６チーム） ２試合（４チーム） 

１口単価 １００円 

当せん金の上限 高１億円（キャリーオーバー時は 高２億円） 

 

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 

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 

２０１０年シーズン※平均 
約３，２００万円 約１．４万円 約１３万円 約１．６万円 

※ 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。 

 

 

 

 

 

 

 

２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 計 

６億円が出た開催回数 ７ ２７ １２ ２３ ６９

６億円当せん口数 １４ ４３ ２３ ４０ １２０

        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。 

「BIG」１等６億円の当せんは、２０１０年シーズン４０口誕生！ 

２００６年の販売開始以来、累計１２０口の当せんが出ています。 

※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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（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・セブン-イレブン） 

・ 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※、セブン-イレブンで販売を行います。 

・ 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。 

・ 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、セブン-イレブンでは nanaco での決済が可能です。

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とサンクス及びセブン-イレブンでは、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 への会員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。 

PC 

楽天銀行決済 

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、楽天KC カード 

モバイル 
楽天銀行決済 

《セゾン》カード決済 

 

②楽天銀行 toto サイト 

（【PC】 http://www.rakuten-bank.co.jp  【モバイル】 http://m.rakuten-bank.co.jp ） 

・ 事前に楽天銀行 toto への会員登録が必要になります。 

・ 決済方法は、楽天銀行決済のみとなります。 

 

③ジャパンネット銀行サイト 

（【PC】【モバイル】 http://www.japannetbank.co.jp ） 

・ 事前に JNB-toto への会員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。 

３．販売 

３ 販売について 
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④Yahoo! toto サイト 

（【PC】 http://toto.yahoo.co.jp  【モバイル】 http://toto.mobile.yahoo.co.jp ） 

・ 事前に Yahoo! toto への会員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、Visaカード、Master Card、セゾンカード、三井住友カード、MUFGカード、DCカード、UFJカード、NICOSカード、

オリコカード、セディナカード、OMC カード、セントラルファイナンスカード、ジャックスカード、ダイナース・クラブカード 

2011 年シーズンから新たにご利用可能となります！ ： JCB カード 

 

⑤楽天 toto サイト 

（【PC】 https://toto.rakuten.co.jp  【モバイル】 https://m.toto.rakuten.co.jp ） 

・ 事前に楽天 toto への会員登録が必要になります。 

・ 決済方法は楽天カード、楽天キャッシュ又は楽天銀行決済からお選びいただけます。 

 

⑥その他 

三井住友銀行のSMBCダイレクトで販売を開始する予定で準備を進めています。販売開始日等、詳細については、 

決まり次第、公表させていただきます。 

 

 

 

■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 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 

セブン-イレブン 

８：００～２２：３０ ・販売 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 終日は指定試合の 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４８８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。 

 

 



 

- 7 - 

http://www.toto-dream.com/ 

 

 

 

 

２月１８日（金）の発売開始にあわせ、「BIG」新 TV－CM の放送を開始します。 

 

２０１１年シーズンは、CM メインキャラクターとして、昨年に引き続き森三中のみなさんにご出演いただくことになりまし

た。 

 

昨年は『キャッツ・アイ』シリーズで話題を呼んだ森三中さんですが、今年は『 BIG ヒットパレード 』として、 

人気アイドルや実力派バンドなどの様々な歌手に扮し、 高６億円くじ「ＢＩＧ」を盛り上げます。 

 

シリーズ第１弾としてトップバッターを飾るのは、あの『キャンディーズ』です。 

名曲 『暑中お見舞い申し上げます』 のオリジナル替え歌バージョンにて、「BIG」の魅力をお伝えするとともに、 

２０１１年シーズンの開幕を宣言いたします。 

 

 

コンピュータがランダムに数字を選択してくれるため、簡単・手軽に購入でき、 高６億円※が当たるくじ「BIG」。 

森三中さんによる『BIG ヒットパレード』シリーズ、第２弾以降もご期待ください（第２弾は３月上旬より OA 予定です）。 

 

※キャリーオーバー発生時。 

通常は１等 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。 

 

 

 

 

 

４．２０１１年シーズン 「ＢＩＧ」新ＴＶ-ＣＭ 
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『 信じよう。スポーツの力を。 』 

スポーツには、人を笑顔にする力、笑顔を増やす力がある、人と人を結びつける力があると感じます。 

このキーメッセージと共に、以下の２方向のビジュアル・メッセージで、スポーツ振興くじの理念を訴求していきます。 

『 SPORTS JAPAN 』 （写真左） 

スポーツ振興くじ toto・BIGの収益は、誰もが身近にスポーツに親しめる環境づくりから、世界の第一線で活躍する選

手の育成まで、日本のスポーツ振興に広く役立てられています。 

沢山の人がもっとスポーツに出会い、また、スポーツでもっと沢山の人と人が出会う。もっと笑顔が増えていく。そん

なＳＰＯＲＴＳ ＪＡＰＡＮをつくっていきたい。 

1 つの地平のもとで、様々な年代、性別の人達が色々なスポーツを楽しむ姿を描くことで、スポーツで人と人とが繋がっ

ていること、1 つになっていることを表現しています。 

『 スポーツとスマイルの町を、日本中に。 』 （写真右） 

スポーツ振興くじ toto・BIG の収益は、グラウンドや学校の校庭の芝生化にも役立てられています。 

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・BIG の理念を表現しています。（2010 年から使用している CM／グラフィックを引き続き使用。） 

    

５．ｔｏｔｏ事業理念訴求メッセージ 
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スポーツ振興くじが全国販売を開始して１０年。 

toto、BIG を購入していただいた大勢の皆様、Ｊリーグ及び各クラブの多大な協力を得て、この１０年で、約２７２億円

を日本のスポーツのために助成することが出来ました。 

toto、BIGの運営・販売元である独立行政法人日本スポーツ振興センターの目的である「広く国民の心身の発達に寄

与すること」を地域スポーツの活性化を通して実現すること、また、これまでスポーツ振興くじを支えていただいた皆様

への感謝とご報告を行う施策として、『toto＆BIG SPORTS JAPAN PROJECT』を立ち上げます。 

 

１．これまでの１０年と、これからの１０年に向けて 

（１）１０年間のご報告 

これまでのスポーツ振興くじ助成の成果を報告し、その地域での様々なスポーツ環境をご紹介することによっ

て、芝生化を始めとするスポーツ環境整備、地域のスポーツイベントやクラブの育成など、この１０年間で toto＆

BIGがスポーツ界に残してきた足跡を、これまでtoto＆BIGを応援していただいた皆様を始め、大勢の皆様に知っ

ていただくと共に、少しでも多くの方々に実際に体感していただきたいと考えています。 

（２）これからの１０年に向けて 

toto＆BIG は、本プロジェクトを次の１０年に向けたスターティングポイントと位置付け、日本のスポーツを支え

る一員として、スポーツを愛する皆様と共に、文化としてのスポーツが各地域に育っていく次のステップを目指し、

「より大勢の皆様に愛されるくじ」そして「地域スポーツの活性化に貢献するくじ」として、スポーツ振興くじがさらに

成長できるよう努めます。 

 

２．概要 

toto＆BIG が掲げる「子どもからお年寄りまで、誰もが、いつでも、身近にスポーツを楽しめる環境の整備」という

理念と、Ｊリーグのクラブが目指す「地域に根ざしたスポーツクラブ」という理念の親和性から、Ｊリーグクラブのホー

ムタウン３８カ所から毎年５、６か所を選定し、以下の活動を行っていきます。 

（１）Ｊクラブ応援番組内インフォマーシャル 

Ｊクラブの応援番組内で、助成を行ったスポーツ施設やスポーツ大会、総合型地域スポーツクラブなどの活動

を紹介したインフォマーシャルを放映します。 

（２）イベント実施 

地元のテレビ局のイベントへの参加や地域に密着したスポーツ大会の実施等、様々な形で年に数回のイベント

を実施し、地域に根付いたスポーツを応援するとともに、参加者の皆様にｔｏｔｏ＆ＢＩＧの助成金の成果を知ってい

ただく機会を創出します。 

 

３．２０１１年の活動 

『SPORTS JAPAN PROJECT』の初年度の活動実施予定エリ

アは右表のとおりです。 

２０１２年度以降の活動実施予定エリア等については、地域性、

バランス等を考慮して随時決定していきます。 

 

６．toto＆BIG SPORTS JAPAN PROJECT 

都道府県 クラブ名 

宮城県 ベガルタ仙台 

新潟県 アルビレックス新潟 

静岡県 
清水エスパルス 

ジュビロ磐田 

広島県 サンフレッチェ広島 

熊本県 ロアッソ熊本 
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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。 

・ チケット１枚の当せん金額が５０万円以下の場合は、その場で払戻しを行います。 

・ チケット１枚の当せん金額が５０万円超の場合は、当せんチケットをいったんお預かりし、１２営業日以降に信用金庫

窓口での受取又はお客様指定の口座に振込※１となります。（※１ 振込手数料は差し引きとなります。） 

・ 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※２で行います。（※２ 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。） 

・ 購入場所に関わらず、１万円未満の当せん金は、その場で払戻しを行います。１万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。 

（４）セブン-イレブン 

・ 全国のセブン-イレブンで行います。 

・ 購入場所に関わらず、１万５千円以下の当せん金は、その場で払戻しを行います。 

・ 払戻時間は、８：００～２２：３０です。土日祝日も払戻しを行います。 

（５）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。 

・ 振込手数料は無料です。 

購入場所 購入時の決済方法 当せん金振込口座 

インターネットサイト 
クレジットカード クレジットカード代金お支払口座 

ネット銀行口座 ネット銀行口座 

toto 売り場 

ローソン 

ファミリーマート 

サークルＫサンクス 

セブン-イレブン 

デビットカード 

（※ローソン、セブン-イレブンは除く） 
デビットカード（キャッシュカード）の口座 

現金 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 

＜参考＞ 払戻 
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＜参考＞ 会員制度「Club toto」 
 

「Club toto」の会員が、０９年シーズン末時点から、約２０．４万人増加しました。 

２００９年１２月末日時点： 約９４．８万人  ⇒  ２０１０年１２月末日時点： 約１１５．２万人 

 

 

【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。 

PC 

楽天銀行決済 

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、楽天KC カード 

モバイル 

楽天銀行決済 

《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※。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。 

※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 

 

 

 

 


