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※このメールは東京2020オリンピック観戦チケットの申込を完了された方に東京2020組織委員会から自動配信しております。
*This email is automatically sent from the Tokyo 2020 Organising Committee to those who have completed the ticket application
for the Olympics Games Tokyo 2020.

聡 内田 様

東京2020オリンピック観戦チケットの抽選に申込いただきありがとうございます。
厳正なる抽選を行いました結果、誠に残念ながら、申込いただいたチケットをご用意することができませんでした。
抽選の結果は、東京2020公式チケット販売サイト内の「マイチケット」でもご確認いただけます。

Thank you for your interest in purchasing Tokyo 2020 tickets.
The demand for tickets was incredibly high, and unfortunately, you were not awarded any of the tickets you requested in the
lottery. 
You can confirm the details of the ticket lottery results from the "My Ticket" section in the Tokyo 2020 Official Ticket Website.

【今後の東京2020観戦チケットの販売について】
東京2020組織委員会では、東京2020オリンピック・パラリンピック観戦チケットの販売を今後も予定しております。
詳細が決まり次第、東京2020公式チケット販売サイト等でご案内いたさせていただく予定です。

【Your next opportunity to purchase tickets for the Tokyo 2020 Olympic Games】
Tokyo 2020 is planning to continue selling tickets for the Tokyo 2020 Olympic Games as they become available. 
We will communicate the details of future ticket purchase opportunities at the Tokyo 2020 Official Ticket Website.

【チケットのルールや注意事項 / Tokyo 2020 ticket rules and warnings】

▼不正サイトや詐欺等の被害にご注意ください。
メールやSNS、広告など、巧みにリンクをクリックさせ、フィッシング等の不正なサイトに誘導する手口が増えています。
東京2020公式チケット販売サイトへアクセスする場合には、東京2020公式サイトからアクセスするか、
あらかじめ公式チケット販売サイトをブックマークしてアクセスしていただくことをお勧めいたします。

▼Please beware of unauthorised ticket websites and persons or companies fraudulently claiming to be associated with the Tokyo
2020 Games.
There is an increasing number of fraudulent websites (such as phishing sites) lured from clicking on links in fraudulent emails,
social media accounts, and banner ads.
We recommend that when you visit the Tokyo 2020 Official Ticket Website, you access via the link on the Tokyo 2020 Official
Website, 
and/or that add the Tokyo 2020 Official Ticket Website to your bookmarks/favourites.

▼東京2020観戦チケットは、公式チケット販売チャネルからご購入ください。
犯罪被害等に遭う恐れがありますので、公式チケット販売チャネル（公式チケット販売サイト、公式チケット販売所、公式チケ
ット販売事業者）以外から絶対にチケットを購入しないでください。
チケット転売サイト、オークションサイト、フリマサイト等の非公式チャネルやSNSでは、無効なチケットや偽チケットが出品
される恐れがあります。
また「東京2020チケット購入・利用規約」等の定めにより非公式チャネルで購入されたチケットでは、会場に入場いただけませ
ん。不正転売や詐欺行為等の被害に遭わないよう、十分ご注意ください。

▼Please purchase Tokyo 2020 tickets only from Official Ticket Sales Channels
When purchasing Tokyo 2020 tickets, only use the Official Ticket Sales Channels.
To avoid becoming a victim of fraud, you are strongly advised not to purchase tickets from any source other than official ticket
sales channels (i.e. Official Ticket Website, Official Ticket Box Offices, or Authorised Ticket Resellers). 
Often, tickets sold via unofficial channels (such as auction websites) may be invalid or counterfeit. 
The Tokyo 2020 Terms and Conditions of Ticket Purchase and Use specifies that entry to venues will be denied to individuals in
possession of a ticket purchased from unofficial channels. 
Please be cautious to ensure that you do not fall victim to illegal ticket reselling, acts of fraud, etc.

東京2020観戦チケットに関するご質問・お問い合わせは東京2020公式チケット販売サイトにてご確認ください。
※本メールにご返信いただきましても、ご質問・お問い合わせにはお答えできませんので予めご了承ください。 
Please check the Tokyo 2020 Official Ticket Website for any enquiries regarding Tokyo 2020 Games tickets.
*Please note that even if you reply to this email, we cannot respond.
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