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楽天競馬は、地方競馬全場のレース映像・投票・情報に対応しています。

楽天競馬トップ > キャンペーン情報 >100時間限定！楽天スーパーSALE連動楽天競馬ポイントガチャで最大10％ポイント還元 << 前のページへ戻る

対象期間：2014年3月2日9:00～3月5日20:59

最大10％分の対象レースの還元率が当たります！
・ポイントガチャでは、対象期間中の毎日9:00から20:59まで、対象レースのポイント還元率を当
てることができます。
・ポイントガチャの当選結果は当日のみ有効です。当選した還元率や参加する権利を、他の日に使
用することはできません。
・ポイントガチャを回すことでエントリー（応募）とさせていただきます。別途エントリーは不要
です。

「楽天競馬」は、地方競馬全場の馬券がネット・ケータイから購入できるサービスです。
「楽天競馬」は、南関東4場を含む地方競馬全場の投票がPC・ケータイからでき、ライブ映像や予想コミュニティも充実しています。
さらに馬券購入に応じたポイント還元キャンペーンも実施しています！

馬券購入には楽天競馬への登録が必要です >>

【楽天市場】増税前のラストチャンス！楽天市場でお得にお買い物♪

＜楽天スーパーＳＡＬＥ 楽天競馬で馬券購入するとポイントガチャで最大10％ポイント還元＞ルール詳細

対象期間 2014年3月2日9:00～3月5日20:59※ポイントガチャは、当日9:00から20:59まで回すことができます。
※ポイントガチャの当選結果は当日のみ有効です。
※ポイントガチャに参加する権利を翌日以降に繰り越すことはできません。

対象者様 対象期間中にそれぞれ以下の条件を満した方・ポイントガチャを回して1％還元以上を当選
・ポイントガチャに当選した日に対象レースを100円以上購入された方

特典 対象期間中の開催場当日の全レース対象賭式の購入でポイントガチャで当選した還元率分の楽天スーパーポイン
トをプレゼントいたします。
※楽天競馬で同時開催中の他キャンペーンとの合計還元率は10％を上限とします。 合計還元率が10％未満の場
合、当キャンペーン期間中の付与数の上限はありません。
※本キャンペーンは、単勝式・複勝式の馬券は対象外です。（高知は単勝式・複勝式・ワイドを除く。）
※3頭以下の競走は対象外です。
※ポイントガチャの当選結果は、ご本人のみ有効です。また、ご本人であっても異なる楽天会員IDへの適応はで
きません。

ポイント付与 ポイントは使用期限のある期間限定ポイントを付与いたします。※ポイントとキャッシュは、2014年5月上旬に
付与いたします。
※ポイントは2014年5月31日までの期間限定ポイントを付与いたします。
※期間限定ポイントの詳細はこちらをご確認ください。
※2014年5月に楽天競馬が付与する期間限定ポイントが合計3万ポイントを超えた場合、全額を楽天キャッシュ
にて付与いたします。
※楽天キャッシュについては、こちらをご確認ください。
※楽天スーパーポイントの付与は、ポイント履歴画面で確認する事ができます。 （楽天PointClubへのログイン
が必要です）
楽天競馬で同時開催中の他キャンペーンとの合計還元率は10％を上限とします。 キャンペーンへ参加いただく際
には、ご自身のご登録情報に、入力不備や登録内容の変更がないかを、ご確認ください。 ポイント・キャッシュ
付与時点で楽天会員を退会、もしくは楽天競馬の投票会員を退会された方は、キャンペーンの対象外となります
ので、ご注意ください。

注意事項 ・ポイントガチャを回すことで当キャンペーンの応募とさせていただきます。 応募いただいた場合には、以下の
注意事項に同意いただいたものとさせていただきます。
・ポイントガチャを回せるのはお一人様1日1回のみです。
・当選者は厳正な抽選のうえで選出を行います。
・楽天競馬は、参加者が次項に該当すると認めた場合、参加資格を通知無く剥奪する事があります。
※登録又は参加の情報に虚偽があった場合
※楽天競馬会員利用規約に定める投票会員でなくなった場合
※その他参加者として不適切と楽天競馬が判断した場合
・楽天競馬以外からの投票は、本キャンペーンの対象外です。
・出走取消や競走除外等による返還分は、ポイント還元の対象外となります。
・景品表示法に基づき、キャンペーン対象者は同時期の他のキャンペーンの対象から除外、または賞品総額がご
購入額の20％までに制限させていただく場合があります。
・本キャンペーンは、予告無く終了する場合がありますのでご了承ください。
・楽天競馬では、抽選結果や購入金額のお問い合わせには、お答えできかねます。購入履歴は、PC版楽天競馬サ
イトにて、『My Victory Page』の「過去の投票成績」にて照会可能です。

▲このページのトップへ
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【業界最安値】LTE対応 超高速モバイルルーターが［今だけ］なんと月額2,880円！更にポイントも超貯まる!
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