VER1｜2022/05/27
東京 2020 大会 1 周年記念イベント～TOKYO FORWARD～
1 周年記念セレモニー

観覧応募要項

【イベント概要】
■名称：東京 2020 大会 1 周年記念イベント～TOKYO FORWARD～

1 周年記念セレモニー

■日程：2022 年 7 月 23 日（土）

開場 15:00／開式 17:00／閉式 18:30

■会場：国立競技場（〒160-0013

東京都新宿区霞ヶ丘町 10-1）

（予定）

■内容：東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会開催 1 周年を記念したセレモニー

【応募概要】
■応募期間：2022 年 5 月 27 日（金）14:00～6 月 19 日（日）23:59
■当選発表：7 月上旬
■当選人数：約 20,000 名
■応募区分：1 組 1 名／1 組 2 名／1 組 3 名／1 組 4 名のいずれかから応募ください。
■応募手段：WEB 応募・郵送応募の 2 種
※郵送応募は、インターネットでのお申込みが難しい、スマートフォンをお持ちでない等のお客様にて
ご利用いただけます。以下の応募フローをご確認ください。
■応募フロー：
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■応募方法：
（WEB 応募の場合）
以下の URL ページにアクセスいただき、応募代表者および同行者全員が、本イベントのチケット応募
受付サイト Tixplus へ会員登録（Plus member ID を取得）の上、ご応募ください。
・Tixplus 会員登録時の必要事項：
＜代表者・同行者共通＞
氏名／フリガナ／生年月日／性別／郵便番号／住所／電話番号／メールアドレス
・応募時に追加が必要な必要事項：
ご自身の Tixplus ID／申込人数／優先席の必要有無／優先席の必要席数
／同行者の Tixplus ID（全員分）／代表者と同行者の関係

※同行者が複数いる場合は全員分の情報

・申込ページ：https://tixplus.jp/feature/after1year/
（郵送応募方法）
ハガキまたは封書に以下の必要事項をご記入の上、下記、送付先までお送りください。
・送付先：〒151-8691

日本郵便株式会社 代々木郵便局

郵便私書箱

第 38 号

観覧応募事務局

・必要事項：
＜代表者＞氏名／フリガナ／生年月日／郵便番号／住所／電話番号／メールアドレス（お持ちの方のみ）／
申込人数／優先席の必要有無／優先席の必要席数
＜同行者＞氏名／フリガナ／生年月日／代表者と同行者の関係
※同行者が複数いる場合は全員分の情報
■発表方法：
（WEB 応募の場合）
応募時に入力いただいた代表者のメールアドレスおよび Tixplus 会員のマイページに当選または落選の
ご連絡をさせていただきます。
（郵送応募の場合）
当選者のみに、代表者の住所に当選のご連絡と人数分のチケットを同封し、送付いたします。

【注意事項】
■応募について
＜WEB 応募・郵送応募共通＞
・受付は先着順ではございません。
・本応募は、同行者も含めて国内居住者のみが対象となります。
・応募に関わる一切の費用（インターネット接続料、通信費、切手代等）は、応募者ご本人のご負担となります。
・お一人様 1 回 4 枚までの枚数制限を超えての応募はできません。
・応募は同行者様も含めて、お一人様 1 回までとさせていただきます。複数の応募をいただいた場合は、事務局側で判断
させていただき、最新の１応募のみを有効とさせていただきます。WEB とはがきの両方を使用した応募も同様に最新の
1 応募のみを有効とさせていただきます。
・同行者としてご応募された場合でも応募済とさせていただきます。WEB 応募の方は、会員マイページに「応募済」と
表示されますので、ご確認ください。
・代表者または同行者に未成年の方が含まれる場合は、必ず保護者の同意を得てください。
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・小学生以下のお子様は保護者同伴でのご来場をお願いいたします。
・未就学児のお子様は保護者の膝の上での観戦の場合、チケットは不要ですが、座席が必要な場合はチケットが必要に
なります。必要な座席分ご応募ください。
・車椅子をご利用の方や、付添い人が必要な方は、付添い人もご同行者様としてカウントされますので、応募時の人数
登録にご注意ください。また、優先席をご利用希望の方は必ず、応募時にご登録ください。事前に申告がない場合は、
優先席をご利用いただけない場合がございますので、ご了承ください。

＜WEB 応募＞
・応募時に、Tixplus への会員登録（Plus member ID を取得）が必要になります。応募代表者のほか、同行者様も ID の
取得が必須となりますため、ご協力をお願いいたします。
・ご利用の端末が Android の場合、ブラウザによって応募ができない場合がございます。
その場合は、ブラウザを Google Chrome に変更しお試しください。

＜郵送応募＞
・ハガキや封書での応募は、6 月 19 日（日）必着とさせていただきます。
・記載事項に不足があった場合、応募が無効となる場合がありますので、ご了承ください。

■当選について
＜WEB 応募・郵送応募共通＞
・ご当選は、応募受付終了後、厳正なる抽選の上決定いたします。また、当選確率や、当落に関するお問い合わせは一切
受け付けておりません。
・座席はランダム抽選による全席指定席となります。座席に関するご希望等は受けかねますので、ご了承ください。
・ご当選後のキャンセルおよび内容変更（枚数や券種の変更等）は一切出来ません。予めご了承ください。
・本イベントのご当選の権利は、換金できません。ダフ屋行為、転売、複製等は一切禁止しております。
万が一、不正転売が発覚した場合には、ご入場をお断りさせていただく場合がございます。その際、交通費等の返金に
は応じかねますので予めご了承ください。

＜WEB 応募＞
・
「info@mail.plusmember.jp」より当落結果をお送りさせていただきます。
ドメイン設定をされている方は「mail.plusmember.jp」からのメールを受信できるよう、ドメイン設定を解除して
いただくか、受信リストに加えていただきますよう、お願い申し上げます。
・メールアドレスが誤っている場合やドメイン指定をされている場合、当選通知メールをお送りできませんので、
ご注意ください。なお、メールが届かない場合も、マイページより当落結果をご確認いただけます。当選通知予定日を
過ぎても連絡がない場合は、マイページよりご確認ください。
・WEB 応募の方はスマートフォン対応の電子チケットとなります。ご当選後、チケットの受取りには「チケプラ電子
チケットアプリ（以下チケプラアプリ）
」のダウンロードが必要となります。
・座席情報は、イベント直前に電子チケットへ座席番号を表示予定です。チケプラアプリ内でご確認ください。
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＜郵送応募＞
・当落結果は、チケットの発送をもってかえさせていただきます。落選の方にはご案内が届きません。ご了承ください。
・郵送受付で当選された方は、紙チケットでの発券となります。
・座席情報は、イベント当日に、座席番号レシートを発行いたします。入場前に必ず座席番号の発行を行ってください。
詳細は当選時に、紙チケットにご案内を同封いたします。

■その他
＜WEB 応募・郵送応募共通＞
・本公演は、政府・自治体および会場が定める新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドラインに準じて開催いたします。
ご来場のお客様におかれましても、ご体調の管理やマスク着用、消毒対策等にご協力くださいますようお願い申し上げ
ます。詳細につきましては、特設サイト内「コロナ対策について」をご確認ください。
特設サイト内「コロナ対策について」

https://after1year.jp/files/covid19_guideline.pdf

・本イベントは、天候不良、天災地変、戦乱、暴動、官公庁の命令等の事由により開催日程に従った安全かつ円滑な実施
が不可能となった場合は、開演時間の変更やイベント中止、もしくは内容を変更する場合がございますので、
あらかじめご了承ください。また、中止になった際も、会場までの交通費および宿泊費（宿泊される場合）は、
ご当選者様のご負担とさせていただきます。
・本イベントの開催日時や会場は変更となる場合がございます。万が一変更となった際も、会場までの交通費および
宿泊費（宿泊をされる場合）は、ご当選者様のご負担とさせていただきます。
・運営側が要請するルールやマナーを遵守できない場合はご退場いただく場合もございます。
・チケット申し込み時にご登録いただいている個人情報については、主催者側で責任を持って管理いたしますが、状況に
応じて、保健所等の公的機関や、会場側へ提供される可能性がありますので、あらかじめご理解お願いいたします。
・会場までの交通費および宿泊費（宿泊される場合）はご当選者様のご負担となります。
・不正転売行為防止のため、ご入場の際にご来場者様の身分証等の提示をお願いする場合がございます。
その際、
「ご当選者様」と「ご来場者様」が、同一であることが確認できない場合や、不正転売行為が発覚した場合、
ご入場をお断りいたします。
「ご同行者様」につきましても同様に身分証確認をさせていただく場合がございます。

【募集参加規約】
■はじめに
東京都および東京 2020 大会 1 周年記念イベント事務局（以下、両者を併せて「東京都等」といいます）が運営する
「東京 2020 大会 1 周年記念イベント 1 周年記念セレモニー

観覧応募」
（以下、
「本募集」といいます。
）サイト（以下、

「本サイト」といいます。
）で行なわれる本募集は、参加規約（以下、
「本規約」といいます。
）に従って行われ、本募集に
応募される方（以下、
「利用者」といいます。
）は、本規約内容を十分にご理解・ご同意いただいていることを前提と
いたします。東京都等は、本規約にご同意いただけない利用者による本募集への応募を承諾いたしません。本募集への
応募は、利用者自らの判断と責任において行うものとし、東京都等の故意または過失に起因するものを除き、東京都等は
利用者が本募集の応募により被った損害について一切の責を負わないものとします。なお、本規約の内容を変更する場合、
東京都等は本サイト内でその旨を告知するものとします。本規約は、2022 年 5 月 27 日（金）から 2022 年 8 月 31 日（水）
まで適用されることとします。本規約に記載されている時刻は日本標準時刻となります。
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■利用機器・費用負担について
本サイトを利用するために必要な通信機器・ソフトウェア・さらにその他必要となる機器・電話利用の契約は、全て
利用者本人の費用と責任において行うものとします。本サイトへの接続は、いかなる通信機器・ソフトウェア等を利用
する場合も、全て利用者本人の費用と責任において行うものとします。

■登録について
利用者が正確なデータを提供しない場合または東京都等が不正行為と判断した場合、利用者が本サイトに参加する権利を
無効とすることがあります。東京都等は、第三者により行われた行為であっても、該当する利用者の行為とみなします
ので、東京都等は故意または過失がない限り利用者に対し一切の責を負いません。なお、本サイトを利用する権利の
第三者への譲渡、その他の処分または貸与は認めません。

■サービス内容の変更などについて
保守、火災、停電、通信環境の悪化、天災地変、戦争・暴動、労働争議、官公庁の命令による場合や、本募集の利用者
もしくはアクセス数が一時的に想定数を上回ったなどで本募集のシステムに支障をきたした場合、または東京都等が必要
と判断した場合、東京都等は利用者に事前に通告することなく本募集を中断、変更または終了することができるものとし
ます。この場合、東京都等は、東京都等の故意または過失がない限り、中断、変更または終了により生じた一切の責を
負いません。

■通知・連絡について
利用者から東京都等への一切の通知・連絡・質問は、東京都等指定の窓口宛に東京都等指定の手段を用いて行うものとし、
それ以外の手段によるものは認めません。また、東京都等は、利用者の送信した情報が正しいものとして取り扱います
ので、その情報が誤っていても、東京都等の故意または過失がない限り一切の責を負いません。

■個人情報の取り扱いについて
個人情報保護方針
東京都は、1 周年記念イベントの運営等に当たり収集・管理する個人情報について、個人情報の保護に関する法律（平成
１５年法律第５７号）及び東京都個人情報の保護に関する条例（平成２年東京都条例第１１３号）を遵守し、以下の方針
に従って個人情報の保護に努めます。

1. 収集する情報
1 周年記念イベントの運営等を通じて、東京都が 1 周年記念イベント申込者から提供を受けた、氏名（フリガナ）
、
生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、記録画像、防犯カメラ等、特定の個人を識別できる情報を指します。

2. 利用目的
東京都は、収集した個人情報について次の目的のために利用します。
(1) 申込者のプロフィール情報、申込内容及び申込情報の確認
(2) 統計データの作成
(3) 問合せ等への対応
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(4) 1 周年記念イベントの運営等の目的達成のために第三者と締結した契約の履行
(5) 1 周年記念イベントの運営・警備管理における画像・映像解析
(6) 1 周年記念イベントにおける新型コロナウイルス発生状況等の連絡・通知
(7) 関連情報の通知、その他都からの連絡事項の通知

3. 個人情報の第三者への提供制限
東京都は、個人情報を利用目的の範囲内で利用するとともに、適切な方法で管理し、個人情報の提供先とその利用目的を
通知し承諾を得ない限り、第三者に個人情報を開示、提供しないものとします。ただし、次の場合を除きます。
(1) 1 周年記念イベントの運営等に必要な範囲内で、個人情報の取り扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合に、
当該第三者へ提供すること。
(2) その他法令で第三者への開示、提供が許容される場合に、当該第三者へ提供すること。

4. 個人情報の安全管理
東京都は、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、適切な対策を講じる。

5. 個人情報の廃棄
東京都は、個人情報が記録されている媒体が不要となった場合には、当該個人情報の復元又は判読が不可能となる方法に
より当該情報の消去又は廃棄を行う。

6. 委託先の監督
東京都は、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う。

■知的財産権について
本サイトの全ての情報に関する著作権、商標権、意匠権等の知的財産権（以下、「知的財産権」といいます。）は、個人の
私的な使用の範囲で提示、複製、印刷等を認めますが、改変、知的財産権に関する表示の削除、または知的財産権を侵害
する一切の行為は、媒体の種類および存在形態に関わらず認めません。なお、利用者から東京都等に送付・送信された
情報に関する知的財産権は全て東京都等に属するものとし、そのような情報には、東京都等に守秘義務はなく、東京都等
はあらゆる利用を無償で行うことができ、利用者に一切の責を負いません。

■肖像について
本イベントに関わる､当日の映像等は､選定の上､利用者への事前の承諾なく東京都等ホームページや WEB、テレビ等での
放送､その他全ての媒体（新聞､雑誌､書籍、DVD 化等）で使用させていただく場合がありますので、予めご了承ください。

■免責について
東京都等は、利用者が、法令に反する行為、犯罪に結びつく行為、公序良俗に反する行為、他人の権利やプライバシーを
侵害する行為、架空のまたは第三者のメールアドレスを利用する行為、本募集や本募集のセキュリティやシステムを破壊
する行為、その他の不当な行為を行っていると判断した場合、何ら通知することなく、当該利用者による利用を禁止する
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ことができ、これについて一切の責を負いません。また、第三者がこれらの行為を行ったことによる損害について、
利用者に対して一切の責を負いません。利用者が、本募集の利用に関連して第三者からクレーム、損害賠償請求等を受け
た場合、利用者自らの責任と負担において解決するものとし、東京都等は解決に協力する義務を負わず、東京都等が、
本募集の提供に関連して第三者から損害賠償請求等を受けた場合、その解決に関して必要な範囲で利用者に協力を求める
ことがあります。また、本募集終了後に本サイトに生じた障害等については、その原因に拘らず、東京都等は利用者に
対して一切の責を負いません。

■準拠法：裁判管轄
＜準拠法＞
募集参加規約、個別の規定、契約の成立、有効性、解釈、履行等に関しては、日本法が適用されるものとします。
＜裁判管轄＞
東京都等と利用者との間で募集参加規約、個別の規定に関連する紛争が発生したときは、両者で誠意をもって協議しこれ
を解決するものとしますが、訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とします。

【イベントに関するお問合せ】
東京 2020 大会 1 周年記念イベント事務局
TEL：03-6810-3369
e-mail：info@after1year.jp
開局時間：平日 10:00～17:00 ※土日祝日を除く
※7/23（土）の開局時間は 10:00～20:00

