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2 ラッフルチケットによる資金調達の概要 

慶應箱根駅伝プロジェクト 

• 1994年以来の箱根駅伝本選への出場を目指し、2017年より保科光作コーチを招聘

し、プロジェクトが始動しました。 

• 体育会競走部、慶應陸上競技倶楽部（競走部OB会）、ランニングデザイン・ラボ

（SFC）、スポーツ医学研究センターなど、慶應義塾の誇る多様なリソースを活用し

たプロジェクトです。 

• 初年度は根岸選手が関東学生連合チームの一員として、本選出場を果たしました。 
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3 ラッフルチケットによる資金調達の概要 

ラッフルチケットによる資金調達計画 

• 総力戦で挑んでくる他大学と互角に戦って箱根駅伝本選への出場権を勝ち取るため

には、選手や指導者の努力を縁の下で支える安定的な強化費の確保が不可欠です。 

• 初回は、本年の箱根駅伝予選会（2018年10月13日）の前から2019年1月の箱根駅伝

本選までの期間に、インターネット上で「ラッフルチケット」を通じた資金調達を行います。 

• 初回のフィードバックを踏まえて、2019年夏以降も継続実施を想定しています。 
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4 ラッフルチケットによる資金調達の概要 

ラッフルチケットとは？ 

• ラッフルは「慈善福引」と訳され、欧米では寄付金を集める効果的な手法として、広

く知られています。 

• 慶應箱根駅伝プロジェクトを応援して頂ける企業・団体・個人など（協賛者）に、福引

の景品の無償でのご提供を依頼します。 

• ラッフルチケット特設サイトにおいて寄付を受け付けます。 

• 寄付者に対して、１口あたり1枚のラッフルチケットを発行します。 

• ラッフルによる寄付の受付期間終了後、景品の抽選を行い、当選した寄付者へ景

品を発送します。 

• 調達した資金は、慶應箱根駅伝プロジェクトの活動に充当します。 
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5 ラッフルチケットによる資金調達の概要 

協賛者にとってのメリット 

• ラッフルチケット特設サイトにて、景品としてご提供頂いた物品と提供者名を掲出

させて頂きます。 

• SNS等を通じた慶應箱根駅伝プロジェクトの発信への注目度は高いことから、物

品と提供社名の掲出には、一定の広告宣伝効果があるものと思われます。 

 （ご参考） 

 慶應箱根駅伝プロジェクトの公式ウェブサイト 

• リリースから3日間で約25,000ページビュー 

• 約9,000件のFacebookいいね！/シェア/コメント 

 本年の箱根駅伝本選において根岸選手が8区出走時には、約500人の塾員

（慶應OBOG）・現役学生が沿道にて応援 
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6 ラッフルチケットによる資金調達の概要 

協賛者の募集方針 

初年度の協賛依頼先のイメージ 

• 競走部OB・OGの所属している企業・団体等 

• 従前より競走部がお世話になっている企業・団体等 

• 本年1月の箱根駅伝本選の沿道応援でお世話になった地域三田会の関係者等 

 

提供して頂く景品のイメージ 

• 慶應箱根駅伝プロジェクトへの寄付者に喜んで頂けそうな物品なら、何でも歓迎です。 

• したがって、慶應や駅伝に関連性のない物品でも可です。 

• 食品など、保管に注意が必要な物品については、受渡時期等につき、個別にご相談さ

せてください。 
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7 ラッフルチケットによる資金調達の概要 

ラッフルチケットの呼び掛け方針 

• ＳＮＳやインターネット等を通じて、塾員およびその他一般の個人に幅広く寄付を

呼び掛けます。 

• 1口1,000円からの寄付を可能とします。 

• システム上の設定により、ラッフルを通じた寄付金額の上限を100万円とします。 

• 法人・団体名義での寄付も受け入れます。 
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8 ラッフルチケットによる資金調達の概要 

ラッフルチケットで調達する資金の主な使途 

１．強化支援 

• 強化合宿費用、試合遠征費用 

• トレーニング用具購入・設備導入 

• 勧誘活動費用 

  

 

２．体調管理・ケガ予防支援 

• 合宿所生活環境改善 

• 治療費 

• セルフケア器具購入 

• 栄養補助食品 

慶應陸上競技倶楽部 

３．その他 

• ウェブサイト運営管理費用 

• 応援用具（のぼり旗等）の購入 

• 事務経費 

• コーチの活動経費補助 

• 競走部強化に資するその他の費用 

    

※ 上記は、現時点で想定している主な資金使途です。慶應陸上競技倶楽部の判断により、上記以外の使途に資金を活用
させて頂くこともある点につき予めご了承ください。 

※ ラッフルチケット特設サイトにて開示予定の活動報告資料において、実際の資金の使用状況についてもご報告させて頂
きます。 



9 ラッフルチケットによる資金調達の概要 

ラッフルチケット ワークフロー 

慶應陸上競技倶楽部 



10 ラッフルチケットによる資金調達の概要 

ラッフルチケット特設サイトの運営① 

• ラッフルチケットを通じた資金調達および調達した資金の管理については、慶應陸上競技倶

楽部の責任において実施します。 

• 企画、運営、管理は慶應陸上競技倶楽部の担当者が行いますが、下記の業務については慶

應陸上競技倶楽部から株式会社スポーツITソリューションに委託します。 

 ラッフルチケットに関するWebサイトの制作・管理 

 ラッフルチケットを通じて収集する寄付金の管理および精算 

 本プロジェクトに対する一般ユーザからの問合せ対応 

 抽選、当選者の発表および通知 

 景品の発送 

 活動報告レポートの配布（Webサイト上の公開またはEメールによる配布） 

 個人情報の管理及び保護 

• 慶應陸上競技倶楽部と株式会社スポーツITソリューションは従来より取引関係がある他、同

社は陸上競技を含む様々なスポーツに関するＩＴ領域のソリューションの提供に定評と実績の

ある企業です。 



11 ラッフルチケットによる資金調達の概要 

ラッフルチケット特設サイトの運営② 

寄付の方法 

• 既存の慶應箱根駅伝プロジェクトの専用サイトに、ラッフルチケットの特設ページを新設。 

• 寄付ページはECサイトの枠組みを利用 

 セキュリティには細心の注意を払い、ECCUBEという大手のプラットフォームを活用 

 EC決済については、SISから大手のGMOペイメントゲートウェイに再委託 

 ECCUBEは日本最大、無料、W杯の公式物販サイトの裏側にも採用されている。 

• 寄付金の入金方法は、クレジットカードまたはコンビニ（手数料が高いセブンイレブンを除く）。

銀行振込は都度の確認事務が煩雑なため採用しない。 

 

慶應陸上競技倶楽部への資金受渡 

• 入金となった寄付金は、管理業者から慶應陸上競技倶楽部へまとめて入金 

• 寄付金の受付状況（入金予定額）は、「受注マスター」によって慶應陸上競技倶楽部で随時確

認可能 



12 

ラッフルチケット特設サイトのデザイン（案） 

慶應陸上競技倶楽部 



13 ラッフルチケットのサイトデザイン 

サイトのデザイン方針 

前提 

 現在のプロジェクトサイトをリニューアルするかたちで寄付の仕組みを導入 

デザイン方針： 

 ・トップページに寄付への導線を設置するためにデザインの再整理を実施する 

 ・プロジェクトの発足から1年以上が経過、トップページに目新しさを出す 

   ・何のために寄付を募るのかを明確に、わかりやすく 

 ・少ない手順で寄付完了までいける設計を心がける 

   （不要な個人情報は取得しない、面倒な登録作業などはさせない） 

 ・セキュリティ対策を実施する 

   （※クレジットカード情報は保持は行わないが寄付者の情報を扱うため） 

慶應陸上競技倶楽部 出所： 株式会社スポーツＩＴソリューション 



14 ラッフルチケットのサイトデザイン 

サイトマップ 

凡例： ページ新設 

Amazonのアカウントを 
使って決済が可能。 
寄付者情報入力を 
スキップ可能 

慶應陸上競技倶楽部 

出所： 株式会社スポーツＩＴソリューション 



15 ラッフルチケットのサイトデザイン 

ページ一覧 内容 

 ①プロジェクトサイトトップ 
 プロジェクトの概要、各ページの導線を表示する 
 特にラッフルチケットへの寄付導線を強く方針でデザインを実施する 

 ②プロジェクト概要 
 プロジェクト概要を表示する 
 ①慶應箱根駅伝プロジェクトについて、②強化体制、③受験生の方へ、④応援メッセージ 

 ③ラッフルチケット トップ 
 ラッフルチケットのトップ、寄付の処理に進めたり、 
 景品一覧や寄付の使途についてのページに遷移することが可能 

   - 口数確認  ラッフルチケットの購入口数を選択する 

   - 寄付者情報入力 
 寄付者の個人情報を入力する 
 ※AmazonPayを利用する場合にはスキップ可能 

   - 決済選択 
 コンビニ決済またはクレジットカード決済を選択する 
 ※AmazonPayを利用する場合にはスキップ可能 

   - 寄付完了  寄付完了したことを表示。完了後に寄付者のメールアドレスに完了メールが送信される 

   ④景品一覧  集った景品を一覧で表示。各提供者のコメントの掲載を可能とする 

   ⑤寄付の使途について  寄付金額の使途を表示する 

   ⑥よくあるご質問  ラッフルチケットに関する想定問い合わせ内容を表示する 

 ⑦プライバシーポリシー  個人情報の取扱ポリシーを表示する 

 ⑧特定商取引法に基づく表記 
 特商法に関するサイト掲載必須事項を表示する 
 ※法人の情報である必要あり、スポーツITソリューションの情報を表示する 

慶應陸上競技倶楽部 出所： 株式会社スポーツＩＴソリューション 

ページ一覧 / ページ表示内容 



16 ラッフルチケットのサイトデザイン 

①プロジェクト サイト トップ  - ⅰ 

ラッフルチケットページに 
遷移する導線 

プロジェクトの最新情報 
を1件表示 

プロジェクトの概要 
（詳細を見る場合には「プロジェクト概要ページへ） 

※寄付の開始終了、試合情報、メディアへの掲載、 
選手の出走情報などを想定。 

※一番ユーザの目につき行動を起こしやすい領域に 
   寄付への導線を設置いたします。 

慶應陸上競技倶楽部 出所： 株式会社スポーツＩＴソリューション ※画面は作業中のものであり最終的なデザインが変更になる場合があります 



17 ラッフルチケットのサイトデザイン 

①プロジェクト サイト トップ  - ⅱ 

ラッフルチケットの 
簡潔な説明/寄付のお願い 

プロジェクトのトピックス 
を最大6件表示 

※寄付の開始終了、試合情報、メディアへの掲載、 
選手の出走情報などを想定 
 
※クリック/タップするとOBサイト/現役サイト/外部サイト 
  等の関連するURLに遷移が可能。 
   トピックスの詳細ページはプロジェクトサイト内に 
   作成しない。 

※画面は作業中のものであり最終的なデザインが変更になる場合があります 慶應陸上競技倶楽部 出所： 株式会社スポーツＩＴソリューション 

支援・使途・景品に関する 
メニュー 



18 ラッフルチケットのサイトデザイン 

②プロジェクト概要 

現プロジェクトサイト 
トップページの内容を 
別ページへ切り出し 

以下省略 

※現行サイトに存在するプロジェクト紹介文言を残すと 
寄付導線が埋もれてしまう恐れがあるため 

※画面は作業中のものであり最終的なデザインが変更になる場合があります 慶應陸上競技倶楽部 出所： 株式会社スポーツＩＴソリューション 



19 ラッフルチケットのサイトデザイン 

③ラッフルチケット トップ 

ラッフルチケットに関する 
説明と簡単な寄付の使途、 

寄付のお願い 

寄付の口数を入力し、 
「寄付するボタン」を押下で 
次のSTEPに遷移します 

慶應陸上競技倶楽部 出所： 株式会社スポーツＩＴソリューション 

※実際にサイトを閲覧したときの表示 

※画面は作業中のものであり最終的なデザインが変更になる場合があります 



20 ラッフルチケットのサイトデザイン 

③ラッフルチケット 寄付 STEP1 

寄付完了までの 
STEPを表示します 

前画面で入力した寄付口数
の確認/変更 

 

またその口数に応じた金額
を表示します 

情報入力にすすむ 
⇒STEP2へ 

 
Amazonアカウントでお支払い 

⇒ユーザ情報入力をスキップ可能です 

※Amazonアカウントでの支払いSTEPはp.25に記載いたします 

※寄付内容に表示する名称は 
  仮に特別強化寄付にしてありますが、 
  後日修正します。 

※画面は作業中のものであり最終的なデザインが変更になる場合があります 慶應陸上競技倶楽部 出所： 株式会社スポーツＩＴソリューション 



21 ラッフルチケットのサイトデザイン 

③ラッフルチケット 寄付 STEP2 

寄付者の情報を入力 

確認画面に進む 

〒番号から 
住所を自動補完機能を 
実装いたします 

※取得する個人情報は必要最小限にしつつ、 
   今後に活用できるデータがあれば追加可能です 
  （卒業年度や塾関係者かどうか等） 

※画面は作業中のものであり最終的なデザインが変更になる場合があります 慶應陸上競技倶楽部 出所： 株式会社スポーツＩＴソリューション 



22 ラッフルチケットのサイトデザイン 

③ラッフルチケット 寄付 STEP3 

寄付口数や 
寄付者の情報等、 
STEP1〜2の情報を 

表示する 

決済画面にすすむ 

お支払い方法を 
・クレジット決済 
・コンビニ決済 

のどちらかを選択します 

※変更がある場合には変更ボタンから 
  全画面に戻ることが可能です 

※画面は作業中のものであり最終的なデザインが変更になる場合があります 慶應陸上競技倶楽部 出所： 株式会社スポーツＩＴソリューション 



23 ラッフルチケットのサイトデザイン 

決済処理： 

クレジット決済の場合： 
 
 

コンビニ払いの場合： 

STEP3から 
クレジット情報入力画面に 

遷移します。 
入力後にSTEP4に 
遷移します。 

STEP3から 
決済するコンビニ選択 
画面に遷移します。 
選択後にSTEP4に 
遷移します。 ※完了処理後にコンビニ支払いの案内メールを 

寄付者に送付いたします（システムより自動送信） 

※完了処理後に決済完了の案内メールを 
寄付者に送付いたします（システムより自動送信） 

※画面は作業中のものであり最終的なデザインが変更になる場合があります 慶應陸上競技倶楽部 出所： 株式会社スポーツＩＴソリューション 



24 ラッフルチケットのサイトデザイン 

③ラッフルチケット 寄付 STEP4 

寄付の御礼を表示します 

プロジェクトサイト 
トップに戻ります 

※画面は作業中のものであり最終的なデザインが変更になる場合があります 慶應陸上競技倶楽部 出所： 株式会社スポーツＩＴソリューション 



25 ラッフルチケットのサイトデザイン 

Amazon Payを選択した場合： 

STEP1から 
Amazonの 

ログイン画面から 
立ち上がります 

AmazonのID、パスワードでログイン 
慶應箱根駅伝プロジェクトに 
Amazonから情報を渡すことの 
同意画面（Y/N） 

Yの場合 

STEP3の注文確認画面に遷移 

決済完了 

慶應陸上競技倶楽部 出所： 株式会社スポーツＩＴソリューション 



26 ラッフルチケットのサイトデザイン 

④景品一覧 

以下省略 

ラッフル景品の一覧です。 
 

景品名・景品画像・当選人
数・提供先 

 
の情報を掲載予定です。 

※画面は仮イメージであり、商品はサンプルになります 慶應陸上競技倶楽部 出所： 株式会社スポーツＩＴソリューション 



27 ラッフルチケットのサイトデザイン 

⑤寄付の使途について 

以下省略 

寄付の使途を 
記載します 

慶應陸上競技倶楽部 出所： 株式会社スポーツＩＴソリューション ※画面は作業中のものであり最終的なデザインが変更になる場合があります 



28 ラッフルチケットのサイトデザイン 

⑥よくあるご質問 

以下省略 

ラッフルに関する 
よくあるご質問を表示します 

慶應陸上競技倶楽部 出所： 株式会社スポーツＩＴソリューション 

質問詳細は、p.33の参考資料をご参照 



29 ラッフルチケットのサイトデザイン 

⑦プライバシーポリシー 

以下省略 

プライバシーポリシーを 
表示します 

慶應陸上競技倶楽部 出所： 株式会社スポーツＩＴソリューション 



30 ラッフルチケットのサイトデザイン 

⑧特定商取引法に基づく表記 

以下省略 

特商法に関する表記を 
表示します 

※ 記載については法人格が必要なため、 
  委託先であるスポーツＩＴソリューションの 
  情報を記載します 

慶應陸上競技倶楽部 出所： 株式会社スポーツＩＴソリューション 
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寄付完了後：寄付者への送付物について 

 
このたびは「慶應箱根駅伝プロジェクト」にご寄附をいただき、
誠にありがとうございました。 
 
いただいた寄附金は、慶應義塾大学の箱根駅伝復活のため
に役立たせていただく所存でございます。 
  
ご寄附いただいた口数分のラッフルチケットを同封させていた
だきますので、2019年1月末日(予定)の抽選会をお楽しみいた
だければうれしく存じます。なお、景品につきましては、プロ
ジェクトホームページに掲載しております。 
 
今後とも「慶應箱根駅伝プロジェクト」をどうぞよろしくお願い申
し上げます。 
 
 
 
 
 
 

寄付者へは以下のセットを郵送にてお送りいたします。 
※印刷物の制作費/送料については、スポーツITソリューションの委託費の中で作業致します。 

慶應陸上競技倶楽部 出所： 株式会社スポーツＩＴソリューション 
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慶應陸上競技倶楽部 
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特設サイトに掲載予定の「Ｑ＆Ａ」（案） 

慶應箱根駅伝プロジェクトとは？ 
2017年の慶應義塾体育会競走部の創部100周年を機に始まったプロジェクトです。体育会競走部、慶應陸上競技倶楽部（競走部
OB会）、ランニングデザイン・ラボ（SFC）が中心となり、スポーツ医学研究センターなど慶應義塾の誇る多様なリソースも活用して
箱根駅伝本選への出場を目標としています。 

ラッフルとはなんですか？ 
ラ ッ フ ル は 「 慈 善 福 引 」 と 訳 さ れ 、 欧 米 で は寄付 金 を 集 め る 効果的 な 手 法 と し て 広 く 知 ら れ て い ま す 。 

寄付をいただいた方には1口につき1枚のラッフルチケットをお渡し、ラッフルチケットに記載された番号をもとに景品の抽選を行い、
当選した方へ景品をお送りします。 

寄付金はどのように活用されますか？ 

寄付金の主な資金の使途としては、①強化支援（強化合宿費用、試合遠征費用、トレーニング用具購入・設備導入、勧誘活動費
用）、②体調管理・ケガ予防支援（合宿所生活環境改善、治療費、セルフケア器具購入、栄養補助食品）、③その他（ウェブサイト運
営管理費用、応援用具購入、事務経費、コーチの活動経費補助、競走部強化に資するその他の費用）等を想定しています。これら
は現時点で想定している主な資金使途ですが、慶應陸上競技倶楽部の判断により、これら以外の使途に資金を活用させて頂くこと
もある点につき、予めご了承ください。 

当選発表日はいつですか？ 2019年1月末日に当選番号を発表させていただく予定です。 

どのように抽選をするのですか？ 
番号の書かれたチケット半券を抽選箱に入れ、慶應箱根駅伝プロジェクト運営事務局で引き当てた番号を当選とさせていただきま
す。当選番号は本サイトに公開し、当選者の方には景品を発送させていただきます。 

ラッフルの景品はどこで購入しているので
すか？ 

慶應箱根駅伝プロジェクトを応援して頂いている企業・団体・個人などより、無償で提供いただいております。 

寄付の支払い方法はなにがありますか？ クレジットとコンビニ払い（セブンイレブンを除く）に対応しております。 

だれでも寄付できますか？ はい。1口1,000円から、どなたでも寄付いただくことが可能です。 

寄付は何口までできますでしょうか？ 1度の決済に999口までの寄付が可能です。みなさまの温かいお気持ちでご支援いただければ幸いです。 

寄付をすると税金の控除はありますか？ ラッフルチケットによる寄付は税制優遇措置の対象外となります。 

寄付者の個人情報は何に使われます
か？ 

寄付の際に入力いただいた個人情報は、ラッフルチケットの郵送、賞品の発送、プロジェクトに関する各種ご案内の通知等に使用さ
せて頂きますが、第三者に開示されることはございません。詳しくは、プライバシーポリシーをご参照ください。 

景品の発送代はかかりますか？ 景品の送料は、慶應箱根駅伝プロジェクトで負担させていただきます。 
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特設サイトに掲載予定の「Ｑ＆Ａ」（案） 前ページからの続き 

ラッフルとクラウドファンディングの違いは
何ですか？ 

ラッフルもクラウドファンディングも、主に個人から小口の寄付を幅広く集めるのに適した手法ですが、クラウドファンディングの場合
は、資金使途と調達希望額を予め特定しておいて、寄付額が予定額に満たなかった場合にはそれまでに集まった寄付も支援者に
返還するという運用が一般的です。 
 
慶應箱根駅伝プロジェクトでは、今回の寄付募集について、金額の上限を設定したり使途を限定したりせず、集まった金額に応じて
使途を柔軟に考えて活用させて頂きたいと考えているため、クラウドファンディングは必ずしもベストの手法ではないと考えました。 
 
また、慶應箱根駅伝プロジェクトが始動してから、多くの企業様・団体様から金銭以外の形でのご支援のお申し出を頂いていたこと
もあり、ラッフルの景品提供という形でご協力頂けそうな企業・団体が多く見込めるのではないかと考えました。そうした企業様・団
体様と寄付をして頂く個人の方々をラッフルを媒介にして繋ぐことによって、慶應箱根駅伝プロジェクトを応援して頂ける皆様のコ
ミュニティを形成し、もって強力かつ持続可能な支援体制を構築することが、今回のラッフルプロジェクトのゴールです。 
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特設サイトに掲載予定の「特定商取引法に基づく表記」（案） 

事業者 株式会社スポーツITソリューション 

代表責任者 石元 龍太郎 

所在地 
 〒150-0002 
東京都渋谷区渋谷2-14-18 

公開メールアドレス hakone_raffle@keio-tf.org 

ホームページURL https://www.sports-it.jp/ 

金額について 寄付: 1000円 / 1口 

キャンセル等について 寄付後の返金はご対応いたしません。 

お支払い方法 クレジットカード決済、コンビニ決済、AmazonPay決済 

寄付金以外の必要料金 なし 

注文方法 インターネット 

お支払い期限 

クレジットカード決済：クレジットカード情報入力画面の「注文完了ページへ」ボタンによる注文確定後、決
済が完了します。引落日は、各クレジットカード会社の締め日・支払日をご確認ください。 
コンビニ決済：注文完了から5日以内に、希望したコンビニのレジで支払うことにより決済が完了します。 
AmazonPay決済：AmazonPay情報確認画面の「注文する」ボタンによる注文確定後、決済が完了します。
引落日は、Amazonでご確認ください。 

mailto:hakone_raffle@keio-tf.org
mailto:hakone_raffle@keio-tf.org
mailto:hakone_raffle@keio-tf.org
https://www.sports-it.jp/
https://www.sports-it.jp/
https://www.sports-it.jp/
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特設サイトに掲載予定の「プライバシーポリシー」（案） 

プライバシーポリシー 
個人情報保護の重要性に鑑み、「個人情報の保護に関する法律」及び本プライバシーポリシーを遵守し、利用者のプライバシー保護に努めます。 
個人情報の定義 

本サイト「慶應箱根駅伝プロジェクト」（以下、本サイトといいます。）は、個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」といいます。）を遵守し、本方針に従って、利用者に本サイトを利用していただく際に、利用者より提供してい
ただく利用者の氏名、住所、電話番号、e-mailアドレスなどの寄付や連絡に必要な情報（以下、「個人情報」といいます。）の保護に努めるものとします。 
 

本プライバシーポリシーについて 
利用者が本サイトを利用し、本サイトから寄付を行ったときは本プライバシーポリシーに同意したものとみなします。 
 

個人情報の利用目的について 
本サイトは、個人情報を以下の利用目的で利用することがあります。 
(1)ラッフルチケットの発送 及び 景品の発送を行うために利用者の氏名、住所、電話番号などの連絡先情報を利用します。寄付の内容の連絡・確認のために、利用者の氏名、住所、メールアドレスなどの連絡先情報、寄付の種類や数
量、寄付金額などの情報を利用します。 
(2)慶應箱根駅伝プロジェクトに関する活動に関する案内をするために、利用者の氏名、住所、メールアドレスなどの連絡先情報を利用します。 
(3)本サイトのサービス改善を行うために、利用者から寄せられた意見やアンケートの結果、利用履歴などを利用します。 
(4)利用者からの要望、お問い合わせに対する回答をするために、利用者の氏名、住所、メールアドレスなどの連絡先情報を利用します。 
 

個人情報の取り扱いについて 

本サイトは、個人情報に関する法令、国が定める指針その他の規範（以下、「法令等」という。）及び個人情報保護マネジメントシステムを遵守し、個人情報を誠実に取り扱います。また、法令等を常に把握することに努め、本サイト事業
に従事する従業員（以下、「従業員」という。）に周知し順守いたします。 
 

個人情報の管理について 
本サイトは、個人情報を正確かつ安全に管理し、紛失、改ざん及び漏えい等を防止するため、適切な対策を講じます。 また、定期的な点検を実施し、発見された違反、事件及び事故に対して、速やかにこれを是正するとともに、弱点に
対する予防措置を実施します。従業員には安全に関する教育を徹底いたします。 
本サイトは、個人情報の取扱いの全部又は一部の業務を外部に委託する場合、その委託先に対し、個人情報の安全な管理を義務付け、必要かつ適切な監督を行います。 
 

個人情報の第三者への提供等について 
本サイトは、本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供しません。但し、以下の場合は、関係法令に反しない範囲で、本人の同意なく個人情報を提供することがあります。 
(1)法令に基づく場合 
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合 
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合 
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合 
(5)合併その他の事由による事業の承継に伴い個人情報を提供する場合 
(6)利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合 
 

個人情報の開示等について 

個人情報の開示、利用目的の通知、訂正、追加、削除、利用停止、又は第三者への提供の停止（以下「開示等」といいます。）を希望の場合には、お問い合わせ窓口へ連絡のうえ、本サイトが別途定める手続に従って請求ください。この
場合において、本サイトは、個人を識別できる情報（氏名、住所、電話番号、生年月日、メールアドレス等）により、本人であることを確認します。詳細については下記の問い合わせ先へ連絡ください｡ 
但し、以下の場合は個人情報の開示等に応じないことがあります。 
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利・利益を害するおそれがある場合 
(2)本サイトの業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 
(3)他の法令に違反することとなる場合 
(4)個人情報の利用停止、又は第三者への提供の停止（以下「利用停止等」といいます。）に多額の費用を要する場合、その他個人情報の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代
わるべき措置をとるときは、個人情報の利用停止等に応じないことがあります。 
 

免責について 
本サイトからリンクされた、本サイト以外のウェブサイトの内容やサービスに関して、本サイトの個人情報保護についての諸条件は適用されません。 本サイト以外のウェブサイトの内容及び、個人情報の保護に関して、本サイトは責任を
負いません。 
 

お問い合わせ先 
本サイトの個人情報の取扱いに関するお問い合せは下記まで連絡ください。 
お問い合わせ窓口 hakone_raffle@keio-tf.org 
受付時間 平日10:00~17:00 ※土日祝日、年末年始を除く 


