平成 13 年 5 月 31 日
報道関係各位

スポーツ振興くじｔｏｔｏ(
スポーツ振興くじｔｏｔｏ(ﾄﾄ)
ﾄﾄ)販売店増加について
― 6 月 9 日(土)より販売店を１７７店増加 ―

スポーツ振興くじｔｏｔｏでは 6 月 9 日(土)［第１３回ｔｏｔｏ販売開始日］より１７７店舗の販売店で新たに販売を
開始いたします。
これにより、ｔｏｔｏ販売店数は全国で６，３３６店舗となります。
今回より新たに販売を開始する店舗及び都道府県別の販売店数については別紙資料をご参照ください。
また、全国の販売店についてはｔｏｔｏオフィシャルサイト（http://www.toto-dream.com）でご確認ください。

以上

● toto お客様センター TEL：０５７０－００－１０１０（携帯・LCR 利用者：03-3985-1010） ● toto オフィシャルサイト http://www.toto-dream.com
( お 問 い 合 わ せ 先 )
● 日 本 体 育 ・ 学 校 健 康 セ ン タ ー
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６月９日(土)から販売を開始する店舗（1）
販売店名
ａｕショップ菊水元町
ａｕショップ藤野
ａｕショップ宮の沢
ダイヤ書房 発寒店
（株）加藤栄好堂 美原店
（株）中川商店 タイムズマートＣＯＭＥ
（株）中川商店 本店
日下石油倉庫（株）
リナワ－ルド
イエローハット フェスタ郡山店
イエローハット原町店
イエローハット日立店
加藤商店
イエローハットつくば店
ａｕショップ鉾田
ＪＴＢトラベランド宇都宮アピタ店
パルル北浦和店
携帯の王様川越店
携帯の王様川越グッディ店
フレッシュ
（株）矢尾百貨店
パルル越谷店
パルル志木店
イエローハット長沼店
ＪＯＭＯ銚子大橋ステーション
パルル柏東口店
パルル柏西口店
新東京ビルドラッグストアハロー
（株）ラブロスＣｌｉｃｋ＆Ｂｒｉｃｋ
パルル上野アメ横店
リカーズショップ小川
携帯の王様大井町店
（株）小山ブックセンタ－
小金井商店（たばこセンター小金井）
ダイヤ書房 大森店
パルル三軒茶屋店
ａｕショップ明大前
ａｕショップ原宿明治通り
ａｕショップ高円寺
パルル大山店
パルル江古田店
クレディセゾン リヴィンＯＺ大泉店セゾンカウンター
（株）第一書林北口店
茅野たばこ店
パルル八王子店
パルル東府中店
パルル府中駅前店
携帯の王様町田店
パルルひばりが丘店
正育堂書店稲城店
パルル金沢八景店
携帯の王様溝の口店
携帯の王様横須賀中央店
パルル大船店
パルル桜木店
新潟サティ
テレビンゴかすがもーる店
テレビンゴ大里店
テレビンゴ湯村店
テレビンゴ山梨日川店
テレビンゴ田富店
エイデン 松本店
鈴与オイルサービス松本（株）上田中央給油所
エイデン 飯田インタ－店
ＪＯＭＯ北信州中野ステーション
日の丸神田町Ｐ宝くじ売場
コンプマート静岡
静岡松坂屋
（有）ヨシトヨ
ミスター１０１浜松南口店
高柳たばこ店
ブックス オリエンタル

販売店住所
北海道札幌市白石区菊水元町三条２－１－２１イトウビル１Ｆ
北海道札幌市南区藤野三条４丁目２番１７号
北海道札幌市西区発寒六条９－１－１プラムコート１Ｆ
北海道札幌市西区発寒十四条３－８９８－７
北海道函館市美原３－１３－１５
北海道岩見沢市三条西２－１１第３ポルタダイアポルト１Ｆ
北海道岩見沢市六条西１－１
北海道富良野市若葉町２－２０
山形県上山市金瓶水上１０８－１
福島県郡山市日和田町大原３０－１
福島県原町市日の出町１０９－５
茨城県日立市中成沢町２－３７－１５
茨城県日立市滑川本町２－２０－１２
茨城県つくば市下原池向３８０－５
茨城県鹿島郡鉾田町新鉾田１丁目３－３塙ビル１階
栃木県宇都宮市江曽島本町２２－７アピタ宇都宮店１Ｆ
埼玉県浦和市北浦和１－１－２銀嶺ビル１Ｆ
埼玉県川越市新富町１－１９－４
埼玉県川越市新富町２－３３－１
埼玉県川口市中青木２－８－１０
埼玉県秩父市上町１－５－９
埼玉県越谷市弥生町３－４３オレンジボード越谷１ＦＢ号
埼玉県新座市東北２－３９－１
千葉県千葉市稲毛区長沼町３３６－１
千葉県銚子市大橋町２－２
千葉県柏市柏１－４－８
千葉県柏市旭町２－１－４
東京都千代田区丸の内３－３－１新東京ビルヂング地下１階
東京都千代田区神田相生町ＪＲ高架下
東京都台東区上野４－７－８アメ横センタービル１Ｆ
東京都台東区西浅草１－１－１３
東京都品川区大井１－２－１８民羊社ビル１Ｆ
東京都品川区荏原３－８－１４シュヒス武蔵小山１Ｆ
東京都目黒区上目黒３－４－３小金井ビル１Ｆ
東京都大田区大森東５－１０－２０福本ダイヤマンション１Ｆ
東京都世田谷区三軒茶屋１－３５－５
東京都世田谷区松原２－４３－１０サクラハイム１Ｆ
東京都渋谷区神宮前６－２７－８京セラ原宿ビル１Ｆ
東京都杉並区高円寺北２－２１－４サンプラザ１Ｆ
東京都板橋区大山町２７－１１
東京都練馬区栄町２７－８
東京都練馬区東大泉２－１０－１１ＬＩＶＩＮ ＯＺ大泉店３Ｆ
東京都葛飾区西新小岩１－２－１１喜久屋ビル１階
東京都葛飾区柴又２－５－２８ガーデンプラザ柴又店舗Ｂ １Ｆ
東京都八王子市中町１－１１辰口ビル１Ｆ
東京都府中市緑町３－１１－４
東京都府中市宮町１－２－３０むさしのビル１Ｆ
東京都町田市原町田６－９－７東急ビル
東京都西東京市ひばりが丘北３－３－１４
東京都稲城市矢野口８０６
神奈川県横浜市金沢区六浦１－２１－９
神奈川県川崎市高津区溝口１－８－２１エストレリータ３ ２０１
神奈川県横須賀市大滝町２－９
神奈川県鎌倉市大船１－１６－１８福美ビル１Ｆ
新潟県新潟市女池南１－７－１６ＳＩＭＩＺＵショッピングセンター１Ｆ
新潟県新潟市小新梅田３０８６－１
山梨県甲府市中央１－４－９
山梨県甲府市大里町２２０２－２
山梨県甲府市湯村３－１－３０
山梨県山梨市一町田中３０５
山梨県中巨摩郡田富町西花輪３４８３
長野県松本市筑摩３丁目２０－１
長野県上田市材木町２－９－５
長野県飯田市育良町１－２－１りんごの里内
長野県中野市吉田１２８０－１３
岐阜県岐阜市神田町４－１０
静岡県静岡市相生町１４－３１
静岡県静岡市御幸町１０－２
静岡県浜松市領家１－４－２２
静岡県浜松市砂山町３２５－５ルオービル
静岡県浜松市湖東町５７２４－２
静岡県清水市辻１－１－１

６月９日(土)から販売を開始する店舗（2）
販売店名
鈴与オイルサービス富士（株）セルフ２４梅名
コンプマート藤枝
近鉄パッセ
チケットぴあ カフェカトル店
名鉄パレ百貨店神宮 チケットぴあＳＰＯＴ
オザワ屋
ホ－ムセンタ－西尾店
鈴与オイルサービス名古屋（株）佐屋東給油所
（株）ネクストワン 上野あかもん店
ハットリ酒店
（株）ネクストワン ＳＯＵＮＤ ＢＡＳＥ店
谷川酒店
プリモ石藤屋
杵村商店
イケマン センバ店
ＪＴＢトラベランド枚方店
ＪＴＢトラベランド明石店
ながさわ土山本店
アイビ－書房 甲子園店
ながさわ稲美中央店
ながさわ播磨町店
奈良交通観光社 高の原営業所
奈良交通観光社 天理営業所
ＪＴＢトラベランド大和八木店
奈良交通観光社 下市営業所
ＪＴＢトラベランド和歌山駅前店
かつら書店
啓文社 高須店
ａｕショップ御幸
啓文社 福山ブックシティー店
西上度量衡店
啓文社 サンピア店
きっかわ たばこ店
啓文社 瀬戸店
田口酒店
啓文社府中店
啓文社神辺店
ブックスとんだ
福家たばこ店
竹村商店
竹村商店（バラハウス）
曽根酒店
山下商店
フードマートさくらや
ほっかほっか亭椎迫店
ほっかほっか亭王子店
ほっかほっか亭金池店
ほっかほっか亭大分新町店
大分サティ
ほっかほっか亭大分中島中央店
ほっかほっか亭海原店
ほっかほっか亭下徳丸店
ほっかほっか亭大分森町店
ほっかほっか亭大分明野店
ほっかほっか亭仲西町店
ほっかほっか亭小池原店
ほっかほっか亭大分高城店
ほっかほっか亭大在店
モ－ヨ（株）
ほっかほっか亭大在駅前店
ほっかほっか亭志村店
ほっかほっか亭坂ノ市店
ほっかほっか亭大道店
ほっかほっか亭豊府店
ほっかほっか亭花園店
ほっかほっか亭賀来店
ほっかほっか亭大分萩原店
ほっかほっか亭日岡店
ほっかほっか亭牧駅前店
ほっかほっか亭大分中津留店
ほっかほっか亭下郡工業団地店
ほっかほっか亭米良バイパス店

販売店住所
静岡県三島市梅名６０５
静岡県藤枝市青木３－９－２
愛知県名古屋市中村区名駅１－１－２
愛知県名古屋市中村区名駅１－１－４セントラルタワーズ１２階
愛知県名古屋市熱田区神宮３－６－３４名鉄パレ百貨店神宮店３階
愛知県豊橋市井原町９３
愛知県西尾市丁田町杢左２８
愛知県海部郡佐屋町大井６川北９３
三重県上野市丸之内７４－１サンコープラザ赤門１Ｆ
三重県鈴鹿市庄野共進１－４－２１
三重県名張市平尾３２１３－５賛久屋ビル１Ｆ
大阪府大阪市住之江区北加賀屋５－７－１４
大阪府大阪市中央区北浜３－２－２３広島信愛ビル地下２Ｆ
大阪府大阪市中央区安土町２－５－１２
大阪府大阪市中央区南本町２－２－５池萬堺筋ビル１Ｆ
大阪府枚方市岡東町１８－２３枚方近畿ビル３階
兵庫県明石市東仲之町５－３４ＪＲ明石駅高架下
兵庫県明石市魚住町清水２４６４－１
兵庫県西宮市甲子園七番町１１－２０阪神甲子園駅前南館１Ｆ
兵庫県加古郡稲美町国岡１６８ジョイフルプラザ内
兵庫県加古郡播磨町野添２丁目１０２－２
奈良県奈良市右京１－３－４サンタウン高の原内（２Ｆ）
奈良県天理市川原城町８１５天理駅構内
奈良県橿原市内膳町５－２－３４第弐ナカタニビル１Ｆ
奈良県吉野郡大淀町下渕２５
和歌山県和歌山市美園町５－７－４ＴＥＮビル１階、２階
岡山県倉敷市連島町西ノ浦６２４－７
広島県尾道市高須町３６４７－１
広島県福山市御幸町森脇４１９－３
広島県福山市奈良津町３－３－３
広島県福山市元町６－１２
広島県福山市松浜町３－８－３８
広島県福山市沖野上町４－２３－２８
広島県福山市瀬戸町山北３００
広島県福山市西新涯町２－１－１
広島県府中市中須町８２－１
広島県深安郡神辺町十九軒屋２５３－２サンキューラド
山口県新南陽市三笹町１６－１２
香川県高松市瓦町２－１２－１６
愛媛県松山市千舟町４－１－１
愛媛県松山市柳井町２－１８－６
愛媛県大洲市新谷乙３３１－３
長崎県長崎市住吉町７－１
長崎県南高来郡西有家町長野２１６２－１
大分県大分市三芳６７７－１
大分県大分市王子西町６－２７
大分県大分市金池町２－１４－２３
大分県大分市新町１１－２
大分県大分市中央町２－５－３
大分県大分市中島中央３－３－７
大分県大分市海原東新田７２９－１
大分県大分市下徳丸西上鶴２２－１
大分県大分市森町北斗通り２３５－１
大分県大分市猪野三屋１５７４－５
大分県大分市仲西町２－６－６
大分県大分市小池原三楽１１０７－１
大分県大分市高城新町１３－４
大分県大分市角子南１－３－１０
大分県大分市大在中央１－３－５大在チャンスセンター１Ｆ
大分県大分市政所１－７－３１
大分県大分市青崎２－５－５１
大分県大分市久原８８４－１
大分県大分市大道町３－４－４８
大分県大分市古国府刈田４０７－５
大分県大分市花園１３－３
大分県大分市賀来３２７１
大分県大分市新貝１１３
大分県大分市日岡３－６－１４
大分県大分市牧１－６－３２
大分県大分市花津留１－２－２
大分県大分市下郡国境３２６０
大分県大分市羽田井出下郡南４－３－８

６月９日(土)から販売を開始する店舗（3）
販売店名
ほっかほっか亭下郡バイパス店
ほっかほっか亭敷戸店
ほっかほっか亭稙田店
ほっかほっか亭戸次店
ほっかほっか亭戸次大南店
ほっかほっか亭別府鶴見店
ほっかほっか亭別府流川通店
ほっかほっか亭別府中央通店
ほっかほっか亭別府船小路店
ほっかほっか亭中津市役所前店
ほっかほっか亭中津大貞店
ほっかほっか亭日田十二町店
ほっかほっか亭日田南元町店
ほっかほっか亭日田天神町店
ほっかほっか亭佐伯蛇崎店
ほっかほっか亭佐伯駅前店
ほっかほっか亭佐伯長島店
ほっかほっか亭佐伯中央通店
ほっかほっか亭臼杵野田店
ほっかほっか亭津久見駅前店
ほっかほっか亭竹田店
ほっかほっか亭大分杵築店
ほっかほっか亭柳ヶ浦店
ほっかほっか亭宇佐法鏡寺店
ほっかほっか亭宇佐四日市店
ほっかほっか亭国東安岐店
ほっかほっか亭大分日出店
ほっかほっか亭湯布院店
ほっかほっか亭三重バイパス店
ほっかほっか亭三重店
ほっかほっか亭玖珠店
大山書店
隼人国分サティ

販売店住所
大分県大分市津守伏子８７－３
大分県大分市鴛野軒田９３７－１
大分県大分市木上小柳３９４－３
大分県大分市中戸次前田１２６１－６７
大分県大分市中戸次南小路５８８７－１
大分県別府市馬場４－４
大分県別府市田の湯町３－３
大分県別府市石垣西６－１－３５
大分県別府市船小路２－３６
大分県中津市豊田町１－１４－１４
大分県中津市大悟法７８０－６
大分県日田市十二町７２３－９
大分県日田市南元町４４４－６
大分県日田市三和天神町４１－２
大分県佐伯市池田中開２０８１－１
大分県佐伯市駅前１－７－７
大分県佐伯市長島町１丁目２３－２１
大分県佐伯市中村北町１９１３
大分県臼杵市市浜１１７０－１
大分県津久見市中央１０－１８
大分県竹田市玉来火振７５５－５
大分県杵築市杵築北浜６６５－３１７
大分県宇佐市沖須１－７
大分県宇佐市法鏡寺８０－６
大分県宇佐市四日市１３５４－７
大分県東国東郡安岐町塩屋２９１－１５
大分県速見郡日出町乙の出口１６６８－１
大分県大分郡湯布院町川上３０３７－１２
大分県大野郡三重町赤嶺大宮田２０４２
大分県大野郡三重町市場６９０－１報徳ビル１Ｆ
大分県玖珠郡玖珠町塚脇箱割１６８－１１
鹿児島県鹿児島市東谷山２－１５－２上村ビル１Ｆ
鹿児島県姶良郡隼人町見次１２２９

＜御参考＞
これまで準備中とご案内していた店舗のうち、以下の１３店舗についても６月９日（土）から販売可能となります。
販売店名
ほっかほっか亭卸センター店
ほっかほっか亭上尾小敷谷
ａｕショップ渋谷宮益坂
ほっかほっか亭大山東町店
ほっかほっか亭高島平８丁目店
ほっかほっか亭東綾瀬１丁目店
ほっかほっか亭南花畑店
ほっかほっか亭八王子山王店
ほっかほっか亭堀之内店
ほっかほっか亭羽衣町店
ほっかほっか亭狛江西野川店
ほっかほっか亭滝山団地店
ＪＯＭＯ 西田ステーション

販売店住所
北海道札幌市東区北７条東３－２－３
埼玉県上尾市小敷谷８８０－１０９
東京都渋谷区渋谷２－１９－１７第１０６東京ビル
東京都板橋区大山東町２５
東京都板橋区高島平８－２０－３
東京都足立区東綾瀬１－２３－３
東京都足立区南花畑２－２６－１８
東京都八王子市中野山王１－１２－２
東京都八王子市越野２４－９ルミエール１０２
東京都立川市羽衣町２－４１－１
東京都狛江市西野川１－１６－５
東京都東久留米市滝山４－１－３２
兵庫県西脇市西田町３７４

スポーツ振興くじｔｏｔｏ(ﾄﾄ)販売店数（都道府県別）
（平成１３年６月９日予定）

北
海
道
東
北
地
区

関
東
地
区

中
部
地
区

都道府県名

販売店舗数

都道府県名

販売店舗数

北海道

332

三重県

97

青森県

36

滋賀県

21

岩手県

55

京都府

116

宮城県

108

大阪府

364

秋田県

51

兵庫県

209

山形県

67

奈良県

47

福島県

88

和歌山県

36

茨城県

195

鳥取県

39

栃木県

110

島根県

38

群馬県

118

岡山県

105

埼玉県

401

広島県

196

千葉県

309

山口県

76

東京都

614

徳島県

42

神奈川県

388

香川県

43

新潟県

153

愛媛県

57

富山県

58

高知県

30

石川県

55

福岡県

201

福井県

39

佐賀県

34

山梨県

68

長崎県

36

長野県

124

熊本県

67

岐阜県

92

大分県

122

静岡県

405

宮崎県

41

愛知県

345

鹿児島県

91

沖縄県

17

合計

6,336

近
畿
地
区

中
国
四
国
地
区

九
州
沖
縄
地
区

※ 個別の販売店についてはtotoオフィシャルサイト（http://www.toto-dream.com)でご確認ください。

