特定商取引法に基づく表示

新旧対照表

※改定箇所は、下線部

改定後（新）

改定前（旧）

特定商取引法に基づく表示

特定商取引法に基づく表示

【店舗名】

【店舗名】

スポーツくじオフィシャルサイト

スポーツくじオフィシャルサイト

【販売業者】

【販売業者】

独立行政法人日本スポーツ振興センター

独立行政法人日本スポーツ振興センター

【代表者】

【代表者】

芦立 訓

芦立 訓

【所在地】

【所在地】

東京都港区北青山二丁目 8 番 35 号

東京都港区北青山二丁目 8 番 35 号

【お問い合わせ先】

【お問い合わせ先】

スポーツくじお客様センター

スポーツくじお客様センター

【販売価格】

【販売価格】

各商品詳細ページにて表示

各商品詳細ページにて表示

【商品代金以外の必要料金】

【商品代金以外の必要料金】

なし

なし

※当サイトへのインターネット接続料金は、お客様負担となります。

※当サイトへのインターネット接続料金は、お客様負担となります。

【購入期限】

【購入期限】

各開催回、各商品の販売スケジュールにて表示

各開催回、各商品の販売スケジュールにて表示

【代金の支払方法】

【代金の支払方法】

・当サイトが提携しているクレジットカード、デビットカード決済（詳し

・当サイトが提携しているクレジットカード、デビットカード決済（詳し
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くはこちらのページをご覧ください。
）

くはこちらのページをご覧ください。）

・楽天銀行口座決済

・楽天銀行口座決済

・コンビニエンスストア決済
【代金の支払時期】

【代金の支払時期】

・クレジットカード：代金引落日

・クレジットカード：代金引落日

・デビットカード（JCB デビット）
：商品引渡時期

・デビットカード（JCB デビット）
：商品引渡時期

・楽天銀行口座決済：商品引渡時期

・楽天銀行口座決済：商品引渡時期

・コンビニエンスストア決済：商品引渡時期
【商品引渡時期】

【商品引渡時期】

購入申込手続きが終了後（オフィシャルサイト予約コンビニ決済の場合に

購入申込手続きが終了後、当該投票データをセンターのシステムが受信し

はコンビニエンスストアでの決済終了後）、当該投票データをセンターのシ

正常に処理された時点

ステムが受信し正常に処理された時点
【購入の変更・取消について】

【購入の変更・取消について】

理由の如何にかかわらず投票内容の変更又は取消しはいたしません。

理由の如何にかかわらず投票内容の変更又は取消しはいたしません。

ただし、天災地変、オンライン障害など不測の事態により、購入金額を返

ただし、天災地変、オンライン障害など不測の事態により、購入金額を返

還することがあります。

還することがあります。

【購入限度額】

【購入限度額】

スポーツ振興投票券（以下「スポーツくじチケット」といいます。）は、

スポーツ振興投票券（以下「スポーツくじチケット」といいます。）は、

券面金額 100 円のスポーツくじチケット 1 券面分を 1 口として購入すること

券面金額 100 円のスポーツくじチケット 1 券面分を 1 口として購入すること

とします。ただし、発売単価が 300 円のスポーツ振興投票は、券面金額 100 とします。ただし、
「BIG」及び「MEGA BIG」の場合は、券面金額 100 円のス
円のスポーツくじチケット 3 券面分を 1 口として、発売単価が 200 円のスポ ポーツくじチケット 3 券面分を 1 口として、
「BIG1000」及び「mini BIG」の
ーツ振興投票は、券面金額 100 円のスポーツくじチケット 2 券面分を 1 口と

場合は、券面金額 100 円のスポーツくじチケット 2 券面分を 1 口として購入

して購入することとします。また、スポーツくじチケットの 1 枚当たりで購 することとします。また、スポーツくじチケットの 1 枚当たりで購入できる
入できる口数の上限は、原則として最大 500 口ですが、類型や購入方法等に

口数の 上限は最大 500 口で、類型の特性や購入方法により定められていま

より異なる場合があります。

す。
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【特別な販売条件】

【特別な販売条件】

・海外からの購入はできません。

・海外からの購入はできません。

・19 歳に満たない方は、購入できません。

・19 歳に満たない方は、購入できません。

・スポーツくじごと並びに指定試合及び指定競技会（以下「指定試合等」

・スポーツくじの類型ごと及び指定試合の組合せごとにおける指定試合

といいます。）又は特定指定試合及び特定指定競技会（以下「特定指定試

の開催が、それぞれ次の各号に定める試合数に満たなかったときは、その

合等」といいます。
）の開催が、それぞれ別表 1 又は別表 2 に定める最低

指定試合に係るスポーツくじチケットは、発売されなかったものとみなさ

成立試合数又は最低成立競技会数に満たなかったときは、その指定試合等

れます。

又は特定指定試合等に係るスポーツくじチケットは、発売されなかったも （1）
「toto」の場合は、9 試合
のとみなされます。

（2）
「mini toto」の場合は、3 試合
（3）
「BIG」の場合は、10 試合
（4）
「100 円 BIG」の場合は、10 試合
（5）
「BIG1000」の場合は、8 試合
（6）
「mini BIG」の場合は、6 試合
（7）
「totoGOAL3」及び「totoGOAL2」の場合は、2 試合
（8）
「MEGA BIG」の場合は、8 試合

・センターが指定試合等又は特定指定試合等を実施する期日又は期間より
前に、機構から別表 1 若しくは別表 2 に定める最低成立試合数若しくは最
低成立競技会数を満たす指定試合等が開催されない旨の通知を受けたと
き又は指定組織が公表し、若しくは照会に応じて回答した情報に基づき別
表 1 若しくは別表 2 に定める最低成立試合数若しくは最低成立競技会数を
満たす特定指定試合等が開催されないことを確認したときは、その指定試
合等又は特定指定試合等に係るスポーツくじチケットは、発売されなかっ
たものとみなされます。
・スポーツくじチケットの発売期間中に、機構からセンターが公示した指
定競技会で対戦するチームのいずれかが指定競技会に参加しない旨の通
知を受けたとき又は指定組織が公表し、若しくは照会に応じて回答した情
報に基づきセンターが公示した特定指定競技会で対戦するチームのいず
れかが特定指定競技会に参加しないことを確認したときは、その指定競技
3

特定商取引法に基づく表示

新旧対照表

※改定箇所は、下線部

改定後（新）

改定前（旧）

会又は特定指定競技会に係るスポーツくじチケットは、発売されなかった
ものとみなされます。
・センターが公示したスポーツくじチケットの発売開始から払戻金の交付
を開始するまでの間に、機構からセンターが公示した指定競技会で対戦す
るチーム以外の者が当該指定競技会に参加する旨の通知を受けたとき又
は指定組織が公表し、若しくは照会に応じて回答した情報に基づきセンタ
ーが公示した特定指定競技会で対戦するチーム以外の者が、当該特定指定
競技会に参加することを確認したときは、その指定競技会又は特定指定競
技会に係るスポーツくじチケットは、発売されなかったものとみなされま
す。
・センターが公示したスポーツくじチケットの発売開始から払戻金の交付
を開始するまでの間に、機構からの通知又は指定組織が公表し、若しくは
照会に応じて回答した情報に基づき、指定試合の結果等又は特定指定試合
の結果等が、センターが公示した投票の種類のいずれにも合致しないこと
を確認したときは、その指定試合等又は特定指定試合等に係るスポーツく
じチケットは、発売されなかったものとみなされます。
・スポーツくじチケットの発売金額の全部又は一部を天災地変、システム

・スポーツくじチケットの発売金額の全部又は一部を天災地変、システム

の不具合、オンライン障害など不測の事態その他やむを得ない事由により

の不具合、オンライン障害など不測の事態その他やむを得ない事由により

合計することができなかったときは、その合計することができなかった発

合計することができなかったときは、その合計することができなかった発

売金額に係るスポーツくじチケットは、発売されなかったものとみなされ

売金額に係るスポーツくじチケットは、発売されなかったものとみなされ

ます。

ます。

【備考】

【備考】

詳細については、当サイト上の「スポーツくじ約款」をご覧ください。

詳細については、当サイト上の「スポーツくじ約款」をご覧ください。

＜別表１＞
類型

指定する試合数

最低成立試合数

一試合くじ

１

１試合

複数試合くじ

２又は３

２試合
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５

３試合

９

６試合

１１又は１２

８試合

１３

９試合

１４

１０試合

＜別表２＞
類型
競技会くじ

指定する競技会
数

最低成立競技会数

１

１競技会

２

２競技会
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