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平成１３年９月２６日 

 
 

１０月１０日は１０月１０日は１０月１０日は１０月１０日は『『『『ｔｏｔｏｔｏｔｏｔｏｔｏｔｏｔｏの日の日の日の日』』』』    
― 記念キャンペーンの実施について記念キャンペーンの実施について記念キャンペーンの実施について記念キャンペーンの実施について    ー    

 
 
スポーツ振興くじｔｏｔｏ(ﾄﾄ)では１０月１０日 をｔｏｔｏの日と定め、はずれたｔｏｔｏチケットで J リーグ全２８クラブのホーム
最終戦の観戦チケット等が当たる『ｔｏｔｏご購入ありがとうキャンペーン』を展開します。また、１０月１０日(水)には、ワ
ールドスポーツカフェ東京(東京都渋谷区)において『ｔｏｔｏの日スペシャルフォーラム』を、ｔｏｔｏプラザ大阪(大阪市中
央区)ではサイン会等のミニイベントを実施します。詳細は下記の通りです。 

 
記記記記    

 
１、１、１、１、    はずれたｔｏｔｏチケットではずれたｔｏｔｏチケットではずれたｔｏｔｏチケットではずれたｔｏｔｏチケットで JJJJ リーグ観戦チケットまたはｔｏｔｏオリジナルリーグ観戦チケットまたはｔｏｔｏオリジナルリーグ観戦チケットまたはｔｏｔｏオリジナルリーグ観戦チケットまたはｔｏｔｏオリジナル TTTT シャツが当たる『ｔｏｔｏご購入ありがとうシャツが当たる『ｔｏｔｏご購入ありがとうシャツが当たる『ｔｏｔｏご購入ありがとうシャツが当たる『ｔｏｔｏご購入ありがとう    

キャンペーン』キャンペーン』キャンペーン』キャンペーン』    
 
【プレゼント】   AAAA 賞：賞：賞：賞：JJJJ リーグ全２８クラブのホーム最終戦の観戦チケットを、各試合につき１０組２０名様、リーグ全２８クラブのホーム最終戦の観戦チケットを、各試合につき１０組２０名様、リーグ全２８クラブのホーム最終戦の観戦チケットを、各試合につき１０組２０名様、リーグ全２８クラブのホーム最終戦の観戦チケットを、各試合につき１０組２０名様、    

合計５６０名様にプレゼント合計５６０名様にプレゼント合計５６０名様にプレゼント合計５６０名様にプレゼント    (※浦和レッズのみホーム最終戦ではありませんのでご注意ください。) 

    
BBBB 賞：ｔｏｔｏオリジナル賞：ｔｏｔｏオリジナル賞：ｔｏｔｏオリジナル賞：ｔｏｔｏオリジナル TTTT シャツ（シャツ（シャツ（シャツ（サイズサイズサイズサイズ SSSS・・・・LLLL））））    を１００名様にプレゼントを１００名様にプレゼントを１００名様にプレゼントを１００名様にプレゼント    

 
【応 募 方 法】  官製はがきに対象となる開催回のはずれたｔｏｔｏチケット 1,000 円分以上を貼付（複数枚で 1,000 円

以上の場合は封書で同封も可能）し、ご希望の賞品名、住所、氏名、年齢、電話番号をご記入の上
ご応募ください。応募 1 通につき１口とし、お一人様何口でも応募いただけます。 
応募は、満１９歳以上の方に限らせていただきます。 

 
【キャンペーン対象】  １０月６日(土)～１０月１９日(金) の間にご購入いただいたｔｏｔｏチケット 

＜対象となるｔｏｔｏ開催回 ： 第２５回（10/6～12）、第２６回（10/10～16）、第２７回(10/13～19)＞ 

 
【応 募 締 切】  １０月２６日(金) 当日消印有効 
 
【応 募 先】  〒100-8691 東京中央郵便局私書箱９０９号 『ｔｏｔｏの日キャンペーン』事務局係まで 
 
【抽選・発表】  締切後、厳正なる抽選の結果、賞品の発送をもって、発表とかえさせていただきます。 

（※賞品の発送は、平成１３年１１月上旬を予定しています。） 

 
 
２、２、２、２、    ｔｏｔｏの日記念公開ミニイベント『ｔｏｔｏの日スペシャルフォーラム』ｔｏｔｏの日記念公開ミニイベント『ｔｏｔｏの日スペシャルフォーラム』ｔｏｔｏの日記念公開ミニイベント『ｔｏｔｏの日スペシャルフォーラム』ｔｏｔｏの日記念公開ミニイベント『ｔｏｔｏの日スペシャルフォーラム』    
 
【日 時】  １０月１０日(水)１８：３０～２１：００ (予定) 
【場 所】  ワールドスポーツカフェ東京 （東京都渋谷区渋谷 1-16-9 ﾜｰﾙﾄﾞｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ渋谷 EAST B1F） 
【ゲ ス ト】  白石美帆(タレント)、金子達仁(フリーライター)、中島史恵(タレント) 
【内 容】  ゲストによるトークショー、ナビスコカップテレビ観戦、クイズなど 
【入 場 料】  無料(飲食費はお客様負担) 
【定 員】  ６０名（電話予約可）※定員になり次第締め切ります。 

電話予約先 ： ワールドスポーツカフェ東京   電話０３－３４０７－７３３７ （PM 5:30～AM 4:30） 



   
 
３、ｔｏｔｏの日記念サイン会３、ｔｏｔｏの日記念サイン会３、ｔｏｔｏの日記念サイン会３、ｔｏｔｏの日記念サイン会    
 
【日  時】  １０月１０日(水)１２：００～１２：３０ (予定) 
【場 所】  ｔｏｔｏプラザ大阪 （大阪市中央区難波 3-5-15 三栄御堂筋ビル 1F） 
【ゲ ス ト】  永島昭浩（元サッカー選手） 
 

 

    

    

＜Ａ賞プレゼント対象ホーム最終戦全２８試合について＞＜Ａ賞プレゼント対象ホーム最終戦全２８試合について＞＜Ａ賞プレゼント対象ホーム最終戦全２８試合について＞＜Ａ賞プレゼント対象ホーム最終戦全２８試合について＞ 

 
 

ホームチーム ＶＳ アウェイチーム 開催日 
キック

オフ 
スタジアム名称 

コンサドーレ札幌コンサドーレ札幌コンサドーレ札幌コンサドーレ札幌    ＶＳ セレッソ大阪 11/24(土) 14:00 札幌ドーム 

鹿島アントラーズ鹿島アントラーズ鹿島アントラーズ鹿島アントラーズ    ＶＳ 東京ヴェルディ１９６９ 11/17(土) 15:00 県立カシマサッカースタジアム 

浦和レッ浦和レッ浦和レッ浦和レッズ※ズ※ズ※ズ※    ＶＳ 柏レイソル 11/10(土) 14:00 埼玉スタジアム２００２ 

ジェフユナイテッド市原ジェフユナイテッド市原ジェフユナイテッド市原ジェフユナイテッド市原    ＶＳ ジュビロ磐田 11/24(土) 14:00 市原臨海競技場 

柏レイソル柏レイソル柏レイソル柏レイソル    ＶＳ コンサドーレ札幌 11/17(土) 19:00 日立柏サッカー場 

ＦＣ東京ＦＣ東京ＦＣ東京ＦＣ東京    ＶＳ ヴィッセル神戸 11/17(土) 19:00 東京スタジアム 

東京ヴェルディ１９６９東京ヴェルディ１９６９東京ヴェルディ１９６９東京ヴェルディ１９６９    ＶＳ ＦＣ東京 11/24(土) 14:00 東京スタジアム 

横浜Ｆ・マリノス横浜Ｆ・マリノス横浜Ｆ・マリノス横浜Ｆ・マリノス    ＶＳ ガンバ大阪 11/17(土) 15:00 横浜市三ツ沢公園球技場 

清水エスパルス清水エスパルス清水エスパルス清水エスパルス    ＶＳ 柏レイソル 11/24(土) 14:00 日本平スタジアム 

ジュビロ磐田ジュビロ磐田ジュビロ磐田ジュビロ磐田    ＶＳ サンフレッチェ広島 11/17(土) 15:00 ジュビロ磐田スタジアム 

名古屋グランパスエイト名古屋グランパスエイト名古屋グランパスエイト名古屋グランパスエイト    ＶＳ ジェフユナイテッド市原 11/17(土) 15:00 名古屋市瑞穂陸上競技場 

ガンバ大阪ガンバ大阪ガンバ大阪ガンバ大阪    ＶＳ アビスパ福岡 11/24(土) 14:00 万博記念競技場 

セレッソ大阪セレッソ大阪セレッソ大阪セレッソ大阪    ＶＳ 浦和レッズ 11/17(土) 15:00 長居スタジアム 

ヴィッセル神戸ヴィッセル神戸ヴィッセル神戸ヴィッセル神戸    ＶＳ 横浜Ｆ・マリノス 11/24(土) 14:00 神戸ウイングスタジアム 

サンフレッチェ広島サンフレッチェ広島サンフレッチェ広島サンフレッチェ広島    ＶＳ 鹿島アントラーズ 11/24(土) 14:00 広島ビッグアーチ 

Ｊ 

１ 

アビスパ福岡アビスパ福岡アビスパ福岡アビスパ福岡    ＶＳ 清水エスパルス 11/17(土) 15:00 東平尾公園博多の森球技場 

ベガルタ仙台ベガルタ仙台ベガルタ仙台ベガルタ仙台    ＶＳ サガン鳥栖 11/11(日) 13:00 仙台スタジアム 

モンテディオ山形モンテディオ山形モンテディオ山形モンテディオ山形    ＶＳ 川崎フロンターレ 11/18(日) 13:00 山形県総合運動公園陸上競技場 

水戸ホーリーホック水戸ホーリーホック水戸ホーリーホック水戸ホーリーホック    ＶＳ モンテディオ山形 11/10(土) 14:00 笠松運動公園陸上競技場 

大宮アルディージャ大宮アルディージャ大宮アルディージャ大宮アルディージャ    ＶＳ 横浜ＦＣ 11/10(土) 14:00 埼玉県営大宮公園サッカー場 

川崎フロンターレ川崎フロンターレ川崎フロンターレ川崎フロンターレ    ＶＳ アルビレックス新潟 11/10(土) 13:00 町田市陸上競技場 

横浜ＦＣ横浜ＦＣ横浜ＦＣ横浜ＦＣ    ＶＳ 水戸ホーリーホック 11/18(日) 13:00 横浜市三ツ沢公園球技場 

湘南ベルマーレ湘南ベルマーレ湘南ベルマーレ湘南ベルマーレ    ＶＳ 京都パープルサンガ 11/10(土) 14:00 平塚競技場 

ヴァンフォーレ甲府ヴァンフォーレ甲府ヴァンフォーレ甲府ヴァンフォーレ甲府    ＶＳ 大宮アルディージャ 11/18(日) 13:00 小瀬スポーツ公園陸上競技場 

アルビレックス新潟アルビレックス新潟アルビレックス新潟アルビレックス新潟    ＶＳ 湘南ベルマーレ 11/18(日) 13:00 新潟スタジアム(ビッグスワン) 

京都パープルサンガ京都パープルサンガ京都パープルサンガ京都パープルサンガ    ＶＳ ベガルタ仙台 11/18(日) 13:00 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場

サガン鳥栖サガン鳥栖サガン鳥栖サガン鳥栖    ＶＳ 大分トリニータ 11/18(日) 13:00 鳥栖スタジアム 

Ｊ 

２ 

大分トリニータ大分トリニータ大分トリニータ大分トリニータ    ＶＳ ヴァンフォーレ甲府 11/10(土) 14:00 大分スポーツ公園総合競技場(ビッグアイ)

(※１１月１０日(土)の浦和ｖｓ柏戦のみホーム最終戦ではありませんのでご注意ください。) 

 
 

以上 


