サイトポリシー

新旧対照表
改定後（新）

改定前（旧）

ご購入前に、必ずお読みください。

ご購入前に、必ずお読みください。

【１】 著作権等

【１】 著作権等

1.スポーツくじオフィシャルサイト（以下「当サイト」といいます。）に掲載

1.スポーツくじオフィシャルサイト（以下「当サイト」といいます。）に掲載

されている個々の情報(文字、写真、イラスト等)の著作権は、特段の記載がな

されている個々の情報(文字、写真、イラスト等)の著作権は、特段の記載がな

い限り独立行政法人日本スポーツ振興センター（以下「センター」といいます。）

い限り独立行政法人日本スポーツ振興センター（以下「センター」といいます。）

が保有しており、日本国の著作権法及び国際条約による保護の対象となってい

が保有しており、日本国の著作権法及び国際条約による保護の対象となってい

ます。

ます。

2.当サイトの内容の全部又は一部について、著作権法上認められた私的使用又

2.当サイトの内容の全部又は一部について、著作権法上認められた私的使用又

は引用等の行為を除き、センターに無断で引用、転載複製等を行うことはでき

は引用等の行為を除き、センターに無断で引用、転載複製等を行うことはでき

ません。また、引用等を行う場合は適宜の方法により、必ず出所を明示してく

ません。また、引用等を行う場合は適宜の方法により、必ず出所を明示してく

ださい。

ださい。

3.当サイトの内容の全部又は一部について、センターに無断で改変等を行うこ

3.当サイトの内容の全部又は一部について、センターに無断で改変等を行うこ

とはできません。

とはできません。

4.当サイト上に掲載されているセンターの商品･サービス名やこれらのロゴ、

4.当サイト上に掲載されているセンターの商品･サービス名やこれらのロゴ、

マーク等は、センターの登録商標又は商標です。無断使用は禁止されています

マーク等は、センターの登録商標又は商標です。無断使用は禁止されています

ので、使用を希望される方はセンターまでご相談ください。

ので、使用を希望される方はセンターまでご相談ください。

5.当サイトに掲載しているその他の会社名、製品名、ロゴ等はそれぞれの団体

5.当サイトに掲載しているその他の会社名、製品名、ロゴ等はそれぞれの団体

あるいは販売元の登録商標です。

あるいは販売元の登録商標です。

【２】リンク

【２】リンク

1.当サイトへのリンクはご自由に設定していただいて構いません。ただし、URL

1.当サイトへのリンクはご自由に設定していただいて構いません。ただし、URL

は以下のように設定していただくようにお願いいたします。なお、違法なコン

は以下のように設定していただくようにお願いいたします。なお、違法なコン

テンツを有するサイトからのリンクは固くお断りします。

テンツを有するサイトからのリンクは固くお断りします。

スポーツくじオフィシャルサイト (https://www.toto-dream.com/)

スポーツくじオフィシャルサイト (https://www.toto-dream.com/)

2.バナーをご使用になる場合は、下記のものをお使いください。

2.バナーをご使用になる場合は、下記のものをお使いください。
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3.リンクを行う際に事前の連絡は必要ありませんが、リンクを行った場合は、

3.リンクを行う際に事前の連絡は必要ありませんが、リンクを行った場合は、
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センタースポーツ振興事業部(toto-koho@jpnsport.go.jp)までご連絡くださ

センタースポーツ振興事業部(toto-koho@jpnsport.go.jp)までご連絡くださ

い。

い。

【３】提供するファイル形式

【３】提供するファイル形式

当サイトでは、一部情報を PDF 形式のファイルで提供しています。ご覧になる

当サイトでは、一部情報を PDF 形式のファイルで提供しています。ご覧になる

には Adobe Reader が必要となります。Adobe Reader は Adobe 社のサイトからダ

には Adobe Reader が必要となります。Adobe Reader は Adobe 社のサイトからダ

ウンロード可能です。

ウンロード可能です。

【４】Cookie(クッキー)及び類似技術

【４】Cookie(クッキー)及び類似技術

当サイトでは、ウェブサイトの利用状況（アクセス状況、トラフィック、ルー

当サイトでは、ウェブサイトの利用状況（アクセス状況、トラフィック、ルー

ティング等）を分析し、パスワード入力の簡略化などウェブサイトの利便性向上

ティング等）を分析し、パスワード入力の簡略化などウェブサイトの利便性向上

や、行動ターゲティング広告の配信を行うため（第三者が提供する広告配信サー

や、行動ターゲティング広告の配信を行うため（第三者が提供する広告配信サー

ビスを利用することを含みます。）に、Cookie 及び類似技術により収集した情報

ビスを利用することを含みます。）に、Cookie 及び類似技術により収集した情報

を利用することがあります。Cookie や類似技術によって、利用者のお名前や住所、 を利用することがあります。Cookie や類似技術によって、利用者のお名前や住所、
電話番号などがセンターに伝わることはありません。また、利用者はブラウザの

電話番号などがセンターに伝わることはありません。また、利用者はブラウザの

設定により、Cookie 機能を無効にすることができます。しかし、Cookie 機能を

設定により、Cookie 機能を無効にすることができます。しかし、Cookie 機能を

無効にした場合、一部サービスをご利用いただけない場合がありますのでご了承

無効にした場合、一部サービスをご利用いただけない場合がありますのでご了承

ください。

ください。

なお、センターはこれらの計測･分析業務を外部委託する場合があります。

なお、センターはこれらの計測･分析業務を外部委託する場合があります。

詳しくは Cookie ポリシーをご確認ください。

詳しくは Cookie ポリシーをご確認ください。

【５】JavaScript(ジャバスクリプト)

【５】JavaScript(ジャバスクリプト)

当サイトでは、JavaScript を使用しています。

当サイトでは、JavaScript を使用しています。

当サイトをご利用の際には、JavaScript を有効に設定してください。

当サイトをご利用の際には、JavaScript を有効に設定してください。

【６】セキュリティ

【６】セキュリティ

当サイトでは、専用フォームで個人情報を入力していただく部分にはすべて

当サイトでは、専用フォームで個人情報を入力していただく部分にはすべて

TLS(Transport Layer Security)のデータ暗号化機能を採用しています。また、

TLS(Transport Layer Security)のデータ暗号化機能を採用しています。また、
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当サイト内における情報の保護にも、ファイヤウォールを設置するなどの方策

当サイト内における情報の保護にも、ファイヤウォールを設置するなどの方策

をとっていますが、インターネット通信の性格上、セキュリティを完全に保証

をとっていますが、インターネット通信の性格上、セキュリティを完全に保証

するものではありません。あらかじめご了承ください。

するものではありません。あらかじめご了承ください。

TLS とは、利用者とセンターサーバー間の通信を保護する仕組みです。利用

TLS とは、利用者とセンターサーバー間の通信を保護する仕組みです。利用

者とセンターサーバー間でやりとりするデータを暗号化するため、そのデータ

者とセンターサーバー間でやりとりするデータを暗号化するため、そのデータ

が、インターネット上の第三者に傍受されたり、改ざんされる可能性が極めて

が、インターネット上の第三者に傍受されたり、改ざんされる可能性が極めて

低くなります。

低くなります。

【７】アクセスログ

【７】アクセスログ

当サイトでは、利用者の情報をアクセスログという形で記録しています。

当サイトでは、利用者の情報をアクセスログという形で記録しています。

アクセスログは、Web サイトの利用状況に関する統計分析や利便性向上の検

アクセスログは、Web サイトの利用状況に関する統計分析や利便性向上の検

討、システム障害や不正アクセスに対する調査･原因究明等に使用します。

討、システム障害や不正アクセスに対する調査･原因究明等に使用します。

アクセスログには、利用者のドメイン名や IP アドレス、アクセスされた日

アクセスログには、利用者のドメイン名や IP アドレス、アクセスされた日

付と時刻、アクセスされたファイル名、リンク元のページの URL、使用してい

付と時刻、アクセスされたファイル名、リンク元のページの URL、使用してい

る Web ブラウザ名や OS 名等が含まれますが、個人情報は含まれません。

る Web ブラウザ名や OS 名等が含まれますが、個人情報は含まれません。

【８】閲覧推奨環境

【８】閲覧推奨環境

PC サイト、スマートフォンサイトの閲覧推奨環境は、次のとおりです。

PC サイト、スマートフォンサイトの閲覧推奨環境は、次のとおりです。

【PC サイト対応 OS・ブラウザ】

【PC サイト対応 OS・ブラウザ】

OS

推奨ブラウザ

OS

推奨ブラウザ

Windows

Microsoft Edge 最新版 (Windows10 のみ)

Windows

Microsoft Edge 最新版 (Windows10 のみ)

Mac OS

Google Chrome 最新版

Google Chrome 最新版

Firefox 最新版

Firefox 最新版

Safari 最新版

Mac OS

Safari 最新版

■推奨環境であっても、パソコンの利用環境やブラウザの設定・仕様によっては、 ■推奨環境であっても、パソコンの利用環境やブラウザの設定・仕様によっては、
一部機能が動作しない場合があります。

一部機能が動作しない場合があります。

■推奨環境以外の OS・ブラウザでも画面表示や利用ができる場合がありますが、 ■推奨環境以外の OS・ブラウザでも画面表示や利用ができる場合がありますが、
正常に動作しない可能性があります。

正常に動作しない可能性があります。
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【スマートフォンサイト対応 OS・ブラウザ】

【スマートフォンサイト対応 OS・ブラウザ】

OS

推奨ブラウザ

OS

推奨ブラウザ

iOS

Safari 最新版

iOS

Safari 最新版

Android

Google Chrome 最新版

Android

Google Chrome 最新版

■推奨環境であっても、スマートフォンの利用環境やブラウザの設定・仕様によ

■推奨環境であっても、スマートフォンの利用環境やブラウザの設定・仕様によ

っては、一部機能が動作しない場合があります。

っては、一部機能が動作しない場合があります。

■推奨環境以外の OS・ブラウザでも画面表示や利用ができる場合がありますが、 ■推奨環境以外の OS・ブラウザでも画面表示や利用ができる場合がありますが、
正常に動作しない可能性があります。

正常に動作しない可能性があります。

【９】使用可能な文字

【９】使用可能な文字

当サイトで使用可能な文字は、以下のとおりです。Windows Vista から追加

当サイトで使用可能な文字は、以下のとおりです。Windows Vista から追加

された第 3 水準、第 4 水準の漢字コード（環境依存文字）は、使用できません

された第 3 水準、第 4 水準の漢字コード（環境依存文字）は、使用できません

ので、予めご了承ください。下記の入力可能文字コード以外の文字を入力した

ので、予めご了承ください。下記の入力可能文字コード以外の文字を入力した

際、入力フォーム内の該当する文字が文字化けすることがあります。この場合、

際、入力フォーム内の該当する文字が文字化けすることがあります。この場合、

別の文字で代用してください。

別の文字で代用してください。

【入力可能な文字コード】

【入力可能な文字コード】

■JIS X0201:1997（英数字および記号）

■JIS X0201:1997（英数字および記号）

■JIS X0208:1997（JIS 非漢字、JIS 第 1 水準漢字および JIS 第 2 水準漢字）

■JIS X0208:1997（JIS 非漢字、JIS 第 1 水準漢字および JIS 第 2 水準漢字）

【１０】免責

【１０】免責

1.当サイトの情報及び URL は予告なしに変更又は削除する場合があります。

1.当サイトの情報及び URL は予告なしに変更又は削除する場合があります。

2.当サイトの掲載情報の正確性については万全を期していますが、利用者が当

2.当サイトの掲載情報の正確性については万全を期していますが、利用者が当

サイトを利用して行う一切の行為についてセンターは何ら責任を負うもので

サイトを利用して行う一切の行為についてセンターは何ら責任を負うもので

はありません。

はありません。

3.利用者が当サイトにリンクする又は当サイトからリンクする他の Web サイト

3.利用者が当サイトにリンクする又は当サイトからリンクする他の Web サイト

を利用して行う一切の行為についてセンターは何ら責任を負うものではあり

を利用して行う一切の行為についてセンターは何ら責任を負うものではあり

ません。

ません。
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【１１】その他

【１１】その他

センターは、本サイトポリシーを予告なく変更することがあり、変更した際に

センターは、本サイトポリシーを予告なく変更することがあり、変更した際に

は当サイト上に掲示します。変更を掲示した後、利用者が初めて当サイトを利

は当サイト上に掲示します。変更を掲示した後、利用者が初めて当サイトを利

用した時点において、変更後の本サイトポリシーに同意したものとさせていた

用した時点において、変更後の本サイトポリシーに同意したものとさせていた

だきます。

だきます。
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