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報道関係各位 

 
 
 
 
 

日ごろから、「スポーツ振興くじｔｏｔｏ」の報道に関し格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。 

このたび、第２７７回スポーツ振興くじ（販売期間：５月６日（日）～５月１２日（土））について、５月１２日（土）販売分

の一部で、発売金額を合計できなかったものがあり、実際には発券している、又は発券している可能性のあるデータ

（ｔｏｔｏ特約店１６５枚、ローソン３５枚及びファミリーマート１枚＊の合計２０１枚・発売金額３０９，４００円）があることが判明

いたしました。これらのデータは、当該開催回のくじ結果に反映されていません。（別紙１ご参照） 

（＊ファミリーマートは、サントウ高丘西店・浜松市中区のみ） 

対象となるｔｏｔｏチケットをお持ちのお客様につきましては、法律の規定に基づきご購入代金を返還させていただき

ます。（別紙２ご参照） 

本件に関しまして、お客様をはじめ関係各位に多大なご迷惑をおかけいたしましたことについて、深くお詫び申し上

げます。 

【今回の原因と今後の対策】 

５月１２日（土）の販売集中によるシステム障害の際に当センターが実施しました全投票データの検証作業において、

正常に完了していないデータが発見されたため、人の手によって発売金額を合計する投票からは削除いたしました。

（別紙３ご参照） 

３名のお客様からご指摘があり、原因を調査した結果、５月１２日（土）の合計できなかった投票データは、実際には

発券している、又は発券している可能性のあるデータであり、誤った判断に基づき削除したことが判明しました。（この３

名のお客様に対しては、既に返還の手続きを行っております。） 

元々、今回は想定外の状況下における作業でしたが、今後、万が一同種の事態が発生した場合には、発券されて

いないことが確認できない限り、又は、発券された投票券がお客様の手に渡っていないことが確認できない限り、このよ

うな投票データの削除は行わないことといたしました。 

記 

１ 返還の対象となる開催回（くじ種）及び枚数・金額 

第２７７回（ｔｏｔｏ、ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ－Ａ組、ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ－Ｂ組、ｔｏｔｏＧＯＡＬ３、ＢＩＧ、ｍｉｎｉ ＢＩＧ） 

１９８枚・合計３０６，６００円（別紙１ご参照） 

※ なお、この中に当せんしているものはありません。 

２ 対象となるｔｏｔｏチケットのくじ種、販売日、照会番号（ｔｏｔｏチケットに記載されているもの）、販売店舗等については、

ｔｏｔｏオフィシャルサイト（http://www.toto-dream.com/）並びに、ｔｏｔｏ特約店及び該当するローソン等の店頭に掲示

いたします。 

３ 対象となるｔｏｔｏチケットの確認及び返還金の受取方法については、ｔｏｔｏお客様センターにお問い合わせください。 

フリーダイヤル          ０１２０－９２９２－８６ 

携帯電話・ＰＨＳご利用の方  ０９８－９４１－８１９２（有料） 
※電話番号を十分ご確認の上、おかけ間違いのないようにお願いいたします。（受付時間：午前８時～午後１１時３０分／無休） 

平成１９年６月１３日

独立行政法人日本スポーツ振興センター

【お詫びとお知らせ】 

第２７７回 スポーツ振興くじｔｏｔｏ 

一部投票券のご購入代金の返還について 
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【返還金の受取方法について】 

 

第２７７回スポーツ振興くじ（ｔｏｔｏ、ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ－Ａ組、ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ－Ｂ組、ｔｏｔｏＧＯＡＬ３、ＢＩＧ、ｍｉｎｉ 

ＢＩＧ）で販売した「ｔｏｔｏチケット」（５月１２日（土）販売分）をご購入されたお客様は、お手元に対象とな

るｔｏｔｏチケットをご用意いただき、添付の「該当くじ照会番号一覧」で、「開催回（第２７７回）」、「販売日

（５月１２日）」、ｔｏｔｏチケット（投票券）に記載されている「照会番号」、「販売店舗」等をご確認の上、該

当した場合は、「ｔｏｔｏお客様センター」（フリーダイヤル：０１２０－９２９２－８６ 携帯電話・ＰＨＳご利用の方：０９８－

９４１－８１９２（有料））へご連絡ください。 

後日、独立行政法人日本スポーツ振興センターから、「返信用封筒」及び「口座振込依頼書」を郵送

させていただきます。お手数ですが、「口座振込依頼書」に必要事項をご記入の上、「対象となるｔｏｔｏチ

ケット」と共にご返送ください。お客様からの郵送物が到着後、確認の上、原則として、１週間程度でお

客様のご指定口座にお振込みいたします。 

また、対象となるｔｏｔｏチケットを紛失されたお客様、破棄されたお客様についても、「ｔｏｔｏお客様セン

ター」へご連絡ください。 

なお、対象となるｔｏｔｏチケットには、当せんしているものはありません。 

 

■返還金の請求期間 

平成１９年６月１４日（木）～平成２０年６月１３日（金）の１年間 

 

■返還金支払請求について 

支払請求は、ｔｏｔｏお客様センターを通じての郵送手続きのみとなります。 

ｔｏｔｏ特約店、ローソン、ファミリーマート、信用金庫では支払請求ができません。 

 

■個人情報の取り扱いについて 

お客様からご提供いただきました個人情報は、本件の目的以外には一切使用いたしません。 
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（別紙１） 
第２７７回スポーツ振興くじ 返還金該当くじ照会番号一覧 

＜販売日：平成１９年５月１２日（土）＞ 

【対象となるｔｏｔｏチケット：１９０枚】 

○ローソン（３４枚）・ファミリーマート（１枚）                               （ＮＯ．１） 

くじ種 
ｔｏｔｏチケットに記載 

されている照会番号 
販売店舗 店舗所在地 

ＢＩＧ ００７３-５７００-０２６１ ローソン札幌北野２条店 札幌市清田区 

ＢＩＧ ０１２１-９９００-０２５２ ローソン青森中央高校前店 青森県青森市 

０１１９-１７００-０２８０ 
ＢＩＧ 

０１１９-１７００-０２７１ 
ローソン太田藤阿久店 群馬県太田市 

ＢＩＧ ０１０１-７５００-０２５６ ローソン湊新田店 千葉県市川市 

０１３６-７７００-０８６３ 

０１３６-７７００-０８５４ 

０１３６-７７００-０８４５ 

０１３６-７７００-０８３６ 

０１３６-７７００-０８２７ 

０１３６-７７００-０９１５ 

０１３６-７７００-０９０６ 

０１３６-７７００-０８９０ 

０１３６-７７００-０８８１ 

ＢＩＧ 

０１３６-７７００-０８７２ 

ローソン千葉作草部店 千葉市稲毛区 

０１３７-０５００-０４１４ 
ＢＩＧ 

０１３７-０５００-０４０５ 
ローソン千葉登戸二丁目店 千葉市中央区 

００８８-９５００-０６５０ 
ＢＩＧ 

００８８-９５００-０６６９ 
ローソン千住旭町店 東京都足立区 

ＢＩＧ ０１０４-４５００-０６７６ ローソン業平三丁目店 東京都墨田区 

ＢＩＧ ０１３１-５６００-０２０５ ローソン下馬四丁目店 東京都世田谷区 

ＢＩＧ ００６９-６５００-０５１７ ローソン藤沢円行店 神奈川県藤沢市 

ＢＩＧ ００７６-３０００-０８８１ ローソン見附今町店 新潟県見附市 

ｔｏｔｏ ０１３４-２８００-０１３９ ローソン豊栄木崎店 新潟県新潟市 

０１１３-５４００-０３１５ 
ＢＩＧ 

０１１３-５４００-０３０６ 
ローソン四日市中川原店 三重県四日市 

０１１３-０７００-０１３５ 

０１１３-０７００-０１２６ ＢＩＧ 

０１１３-０７００-０１１７ 

ローソン佐堂町三丁目店 大阪府八尾市 

ｔｏｔｏ ０１３５-１４００-００３２ ローソン海南七山店 和歌山県海南市 
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（ＮＯ．２） 

くじ種 
ｔｏｔｏチケットに記載 

されている照会番号 
販売店舗 店舗所在地 

０１３９-９０００-００４５ 

０１３９-９０００-００３６ 

０１３９-９０００-００２７ 
ｔｏｔｏ 

０１３９-９０００-００１８ 

ローソン鹿児島市立病院電停前店 鹿児島県鹿児島市 

ＢＩＧ ０２０４-８０００-０２４３ ファミリーマートサントウ高丘西店 浜松市中区 

 
○ 特約店（１５５枚）                                            （ＮＯ．１） 

くじ種 
ｔｏｔｏチケットに記載 

されている照会番号 
販売店舗 店舗所在地 

００１１-１１００-０３９３ 

００１１-１１００-０３８４ 

００１１-１１００-０３７５ 
ＢＩＧ 

００１１-１１００-０３６６ 

ｍｉｎｉ ＢＩＧ ００１１-１１００-００７６ 

イエローハット 中標津店 北海道中標津町 

ＢＩＧ ０００５-３３００-１１３７ 
スーパースポーツゼビオ 

ドーム札幌月寒店 
札幌市豊平区 

ＢＩＧ ０００９-６３００-１１６１ 松柏堂プレイガイド長崎屋店 北海道函館市 

ｔｏｔｏ ００１１-４０００-０１９３ 

ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ-A組 ００１１-４０００-０１３４ 

ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ-Ｂ組 ００１１-４０００-０１３７ 

ｔｏｔｏＧＯＡＬ３ ００１１-４０００-０１０５ 

ＢＩＧ ００１１-４０００-０２６７ 

イエローハット 南仙台店 仙台市太白区 

ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ-A組 ００１１-４５００-００６９ 

ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ-Ｂ組 ００１１-４５００-００５３ 
イエローハット 八乙女店 仙台市泉区 

ＢＩＧ ００１１-４８００-０４４９ イエローハット 西多賀店 仙台市太白区 

０００６-５６００-０１９６ 

０００６-５６００-０１８７ 

０００６-５６００-０１７８ 
ｔｏｔｏ 

０００６-５６００-０１６９ 

ヤマザワ村山店宝くじ夢売場 山形県村山市 

０００５-３５００-１５１１ 

０００５-３５００-１５０２ 

０００５-３５００-１４９６ 

０００５-３５００-１４８７ 

ＢＩＧ 

０００５-３５００-１４７８ 

スーパースポーツゼビオ郡山西ノ内店 福島県郡山市 
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（ＮＯ．２） 

くじ種 
ｔｏｔｏチケットに記載 

されている照会番号 
販売店舗 店舗所在地 

ＢＩＧ ０００９-８１００-０４１８ テラスドリームセンター水戸駅南口店 茨城県水戸市 

００１９-０９００-０５７４ 

００１９-０９００-０５６５ ＢＩＧ 

００１９-０９００-０５５６ 

文教堂書店下館店 茨城県筑西市 

ＢＩＧ ０００３-８２００-０６６６ すみやメディアマックス竜ヶ崎店 茨城県龍ヶ崎市 

ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ-A組 ０００４-４７００-００２７ 
鹿島アントラーズオフィシャルショップ 

クラブハウス 
茨城県鹿嶋市 

ＢＩＧ ０００９-７８００-６１２０ ジョイフル本田ひたちなか店 茨城県ひたちなか市

０００２-７６００-０１９４ 

０００２-７６００-０１８５ ｔｏｔｏ 

０００２-７６００-０１７６ 

酒市場ヤマダ 八潮南店 埼玉県八潮市 

ＢＩＧ ００１２-３０００-０３４４ イエローハット 蓮田店 埼玉県蓮田市 

ｔｏｔｏ ００１２-３１００-００８２ 

ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ-A組 ００１２-３１００-００３２ 

ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ-Ｂ組 ００１２-３１００-００３５ 

ｔｏｔｏＧＯＡＬ３ ００１２-３１００-００３０ 

ＢＩＧ ００１２-３１００-０２４４ 

ｍｉｎｉ ＢＩＧ ００１２-３１００-００２４ 

イエローハット 坂戸店 埼玉県坂戸市 

ＢＩＧ ００１２-４４００-０２３１ イエローハット 秩父皆野店 埼玉県皆野町 

ＢＩＧ ０３１０-６９００-１９８０ バリュープラザ上尾ロッタリーショップ 埼玉県上尾市 

ＢＩＧ ０００５-２６００-０３１４ ファミリーブック 鶴ヶ島店 埼玉県鶴ヶ島市 

００１５-９７００-０４７２ 

００１５-９７００-０４６３ 

００１５-９７００-０４５４ 

００１５-９７００-０４４５ 

００１５-９７００-０４３６ 

００１５-９７００-０４２７ 

００１５-９７００-０４１８ 

００１５-９７００-０４０９ 

００１５-９７００-０３９３ 

ｔｏｔｏ 

００１５-９７００-０３８４ 

（有）ビッグホープ久喜吉羽店 埼玉県久喜市 

ｔｏｔｏ ００１９-３３００-０１６６ 文教堂書店都賀店 千葉市若葉区 
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（ＮＯ．３） 

くじ種 
ｔｏｔｏチケットに記載 

されている照会番号 
販売店舗 店舗所在地 

００１２-６８００-０１９２ 
ｔｏｔｏ 

００１２-６８００-０１８３ 

００１２-６８００-０１１５ 
ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ-A組 

００１２-６８００-０１０６ 

００１２-６８００-００７５ 
ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ-Ｂ組 

００１２-６８００-００６６ 

イエローハット 館山店 千葉県館山市 

００１２-７３００-０２６６ 

００１２-７３００-０２５７ 

００１２-７３００-０２４８ 

００１２-７３００-０２３９ 

ＢＩＧ 

００１２-７３００-０２２０ 

イエローハット 君津中央店 千葉県君津市 

ＢＩＧ ０００３-３８００-１３４９ ビックカメラ 柏店 千葉県柏市 

００２０-９８００-０１７２ 
ｔｏｔｏ 

００２０-９８００-０１６３ 

ＢＩＧ ００２０-９８００-０９６３ 

（有）下野重三郎商店 

ウニクス野田宝くじショップ 
千葉県野田市 

０００６-９１００-０２２５ 

０００６-９１００-０２１６ ｔｏｔｏ 

０００６-９１００-０２０７ 

０００６-９１００-００８８ 

０００６-９１００-００７９ ｔｏｔｏＧＯＡＬ３ 

０００６-９１００-００６０ 

レイソルチームショップ 千葉県柏市 

ｔｏｔｏ ０００９-８７００-１０３１ 

ＢＩＧ ０００９-８７００-４８９０ 
ジョイフル本田市原店 千葉県市原市 

０００３-２２００-０７７２ 

０００３-２２００-０７６３ ＢＩＧ 

０００３-２２００-０７５４ 

ビックカメラ 池袋東口カメラ館 東京都豊島区 

ＢＩＧ ００２１-０６００-３１７５ チケットビューロー有楽町 東京都千代田区 

０００４-８３００-０３９８ 
ｔｏｔｏ 

０００４-８３００-０３８９ 
日本チケット組合 アーチ 東京都港区 

ＢＩＧ ０００７-３５００-０３８１ ソフトランド 錦糸町店 東京都墨田区 



 

 
■toto お客様センター TEL:0120-9292-86  

 （携帯電話:098-941-8192） 

■toto オフィシャルサイト   http://www.toto-dream.com/ 

■独立行政法人日本スポーツ振興センターホームページ 

      http://www.naash.go.jp/ 

 

 

（ＮＯ．４） 

くじ種 
ｔｏｔｏチケットに記載 

されている照会番号 
販売店舗 店舗所在地 

ｔｏｔｏ ０００７-４４００-２００２ 

ｔｏｔｏＧＯＡＬ３ ０００７-４４００-０５７３ 

ＢＩＧ ０００７-４４０１-３９１６ 

ニッポン放送ｔｏｔｏショップ 東京都千代田区 

ＢＩＧ ０００７-５５００-３３８６ 宝くじ新宿店 東京都新宿区 

ｔｏｔｏ ００１６-５２００-１２０８ インフォメーション＆チケットぴあ 東京都大田区 

ＢＩＧ ００１６-２５００-３５３６ ちけっとぽーと吉祥寺店 東京都武蔵野市 

ＢＩＧ ００１６-６０００-４５６３ 五反田駅 東口 宝くじ売場 東京都品川区 

ｔｏｔｏ ００１０-５０００-００９８ 経堂宝くじセンター 東京都世田谷区 

ｔｏｔｏ ００１０-５２００-３４２２ 

ＢＩＧ ００１０-５２０１-２８８６ 
池袋西口東武ホープセンター２号 東京都豊島区 

００１０-５８００-１８３５ 

００１０-５８００-１８２６ ＢＩＧ 

００１０-５８００-１８１７ 

平和台宝くじ売場 東京都練馬区 

ＢＩＧ ００１３-１３００-０３２０ イエローハット 川崎さいわい店 川崎市幸区 

０００４-９８００-４２０４ 
ＢＩＧ 

０００４-９８００-４１９８ 

日本チケット組合        

アルファ川崎地下街アゼリア店 
川崎市川崎区 

ｔｏｔｏ ０００４-９９００-０４３８ 
日本チケット組合 

コスモチケット 
川崎市川崎区 

ＢＩＧ ０００７-６０００-２０３５ 宝くじ小田急相模原駅前店 神奈川県相模原市 

ＢＩＧ ０００７-６７００-３５１６ プレイガイド海老名店 神奈川県海老名市 

ＢＩＧ ００１３-６１００-０４７３ イエローハット 東御店 長野県東御市 

ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ-A組 ００１６-８７００-０１９２ 

ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ-Ｂ組 ００１６-８７００-０１６８ 
ナンバーズアルファン 岐阜県大垣市 

ＢＩＧ ０００８-３７００-１３１０ 仲見世・山本酒店 静岡県沼津市 

ｔｏｔｏ ０００８-５３００-０２２５ 

ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ-A組 ０００８-５３００-０１２３ 

ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ-Ｂ組 ０００８-５３００-００８３ 

堀江たばこ店 静岡県藤枝市 

０００８-５９００-００７８ 
ｔｏｔｏ 

０００８-５９００-００６９ 

ＢＩＧ ０００８-５９００-０２０３ 

（有）谷島屋 田尻店 静岡県焼津市 

ｍｉｎｉ ＢＩＧ ０００８-７８００-０２５３ イケヤ開運堂 高林店 浜松市中区 
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（ＮＯ．５） 

くじ種 
ｔｏｔｏチケットに記載 

されている照会番号 
販売店舗 店舗所在地 

ｔｏｔｏ ０００８-８０００-０１２２ 

ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ-A組 ０００８-８０００-００５７ 

ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ-Ｂ組 ０００８-８０００-００３２ 

やぶした 浜松市中区 

ＢＩＧ ０００８-９３００-３９８７ ゆめや 静岡市葵区 

００１６-８８００-０９６３ 

００１６-８８００-０９５４ ｔｏｔｏ 

００１６-８８００-０９４５ 

青葉通りチャンスセンターすぎやま 静岡市葵区 

ＢＩＧ ０３１９-６３００-０１４８ サークルＫ 袋井愛野駅北店 静岡県袋井市 

ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ-A組 ００１９-９６００-０１１７ 

ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ-Ｂ組 ００１９-９６００-０１０１ 
文教堂書店弥富店 愛知県弥富市 

００１４-０２００-０２５１ 

００１４-０２００-０２４２ 

００１４-０２００-０２３３ 

００１４-０２００-０２２４ 

ＢＩＧ 

００１４-０２００-０２１５ 

イエローハット 豊田大林店 愛知県豊田市 

ｔｏｔｏ ０００８-２３００-０６２８ 

ＢＩＧ ０００８-２３００-３１３１ 
（有）さくら薬局 愛知県刈谷市 

ＢＩＧ ００１４-２２００-１１６８ イエローハット 伊勢店 三重県明和町 

ＢＩＧ ０００６-２９００-１０９４ Ｆ１マートサーキット通り店 三重県鈴鹿市 

ｔｏｔｏ ０００４-４１００-０５３４ フードデポ京都八幡店 京都府八幡市 

ＢＩＧ ０００５-１０００-１２２４ 日本チケット組合 コスモギフト 本店 大阪府高槻市 

ＢＩＧ ００１７-３５０２-０４４７ 夢ステーション梅田中央店 大阪市北区 

ｔｏｔｏ ００１７-５０００-０８４０ 

００１７-５０００-３５１１ 
ＢＩＧ 

００１７-５０００-３５０２ 

夢ステーション 泉の広場店 大阪市北区 

ｔｏｔｏ ０００９-１５００-０２２２ 

ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ-A組 ０００９-１５００-００６９ 

ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ-Ｂ組 ０００９-１５００-００６２ 

ｔｏｔｏＧＯＡＬ３ ０００９-１５００-０１５５ 

ＢＩＧ ０００９-１５００-１８３２ 

ｍｉｎｉ ＢＩＧ ０００９-１５００-００７９ 

えるむプラザ宝くじセンター 兵庫県三田市 



 

 
■toto お客様センター TEL:0120-9292-86  

 （携帯電話:098-941-8192） 

■toto オフィシャルサイト   http://www.toto-dream.com/ 

■独立行政法人日本スポーツ振興センターホームページ 

      http://www.naash.go.jp/ 

  
 

（ＮＯ．６） 

くじ種 
ｔｏｔｏチケットに記載 

されている照会番号 
販売店舗 店舗所在地 

ＢＩＧ ００１７-８０００-１９０５ フジグラン宇部宝くじ売り場 山口県宇部市 

００１０-０３００-０３０４ 
ｔｏｔｏ 

００１０-０３００-０２９８ 
西村ジョイ成合店 香川県高松市 

ＢＩＧ ００１７-９０００-１９９１ 宝くじラッキーセンター 愛媛県新居浜市 

ｔｏｔｏ ００１５-５３００-０２２５ 

ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ-A組 ００１５-５３００-００７１ 
イエローハット 別府港町店 大分県別府市 

ＢＩＧ ００１８-１４００-０４０１ ブックスミスミ南港店 鹿児島県鹿児島市 

ＢＩＧ ０００６-０９００-１１６４ ジャスコ那覇店 沖縄県那覇市 

ｔｏｔｏ ００１０-１３００-０２５７ メイクマンパワーセンター豊見城店 沖縄県豊見城市 

 

※ 上記の合計１９０枚のほか、８枚のｔｏｔｏチケットにつきましては、Ｃｌｕｂ ｔｏｔｏ会員様ご購入分のた

め、個別に連絡し、対応いたします。 
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（別紙２） 

 

スポーツ振興投票の実施等に関する法律（抄） 

平成１０年法律第６３号 

 

（スポーツ振興投票券の発売の特例） 

第１７条 指定試合の開催が文部科学省令で定める数に満たなかったときその他文部科学省令で定

める事由に該当することとなったときは、その指定試合に係るスポーツ振興投票券は、発売されな

かったものとみなす。 

 

２ スポーツ振興投票券の発売金額の全部又は一部を天災地変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売金額に係るスポーツ振興投票

券は、発売されなかったものとみなす。 

 

３ センターは、前二項の規定により発売されなかったものとみなされたスポーツ振興投票券の券面金

額に相当する金額を、そのスポーツ振興投票券と引換えに、これを所有する者に返還金として交付

する。 
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【参考】本件の発生原因について 
 
１ ｔｏｔｏの販売システムは、下の図のとおり、機能ごとに複数のサーバー（コンピュータ）を組み合わせ、

これらのサーバー群全体で販売システムとなっています。 
 
２ いったん、販売システム内に入ったデータは、ゲートウェイ（G/W）サーバーや各種のアプリケーション

（A/P）サーバーなどに記録されます。 
 
３ この記録は、例えば、発券エラー（印字ミスなど）や誤発券（開催回誤り、くじ種誤りなど）により、「発

券取り消し」が行われた場合でも残される仕組みになっています。 
 

 

データベース（D/B）
サーバー

totoセンターシステム
【 概 念 図 】

ローソン ファミリーマート インターネット

アプリケーション（A/P）
サーバー群

toto特約店

ゲートウェイ（G/W）
サーバー

G/W G/W G/W
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４ これを、データの流れで見ますと、次の図のようになります。 

発券端末機
コンビニ端末

など

G/Wサーバー D/Bサーバー

totoセンターシステム

投票

投票要求 要求登録

投票登録

投票結果

投票応答

完了登録

発券

結果取得

投票データの流れ
＜正常完了の例＞

※ 各段階で記録が残されるが、正常な状態で完了し、データベース
(D/B)サーバーに格納されたものが投票データとなる。

A/Pサーバー群

 
５ 第２７７回スポーツ振興くじについては、５月１２日（土）に、販売集中によりシステム障害が発生した

ため、念のため、同日に販売したすべての投票データの検証を実施しました。 
６ この際、「正常完了」の場合に行われる「投票応答」、「結果取得」及び「完了登録」の記録の無い投票デ

ータが発見されたため、これらの投票は発券されていないものと判断し、人の手によって、データベース

（D/B）サーバーから削除し、合計できなかったものです。（下図ご参照） 
７ 結果として、この判断は誤りであり、合計できなかった投票データの中から、発券されているものが３件

判明し、この際に合計できなかったその他の投票データについても発券されている可能性が否定できません。 

発券端末機
コンビニ端末

など

G/Wサーバー D/Bサーバー

totoセンターシステム

投票

投票要求 要求登録

投票登録

投票結果

投票応答

完了登録

発券

結果取得

投票データの流れ
＜今回の例＞

A/Pサーバー群

記録無し

記録無し

発券

 


