BIG 予約購入利用規約
第1条

適用範囲
この規約は、当行が提供する第 2 条に定めるじぶん銀行 toto「BIG 予約購入」
サービス（以下「本サービス」という）について定めるものであり、お客さまに
は、本サービスご利用にあたり、本規約の条項すべてに同意いただくものとしま
す。なお、本規約は、当行が別途定める「じぶん銀行 toto ご利用規約」に付帯す
るものとします。

第2条

BIG 予約購入とは

1. 本サービスは、独立行政法人日本スポーツ振興センター（以下「センター」とい
う）により販売スケジュールが公表された開催回のスポーツ振興投票券（以下
「toto チケット」という）について、当行所定の期日までに当行所定の方法で購
入予約をすることにより、お客さまの個別の操作によらず、当該購入予約の内容
に従って購入いただけるサービスです。
2. 当行は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律第 7 条に規定するセンターが公
示する情報（以下、
「公示」という）に基づき、toto チケットの予約購入を行いま
す。
3. 本サービスは、じぶん銀行 toto の利用登録者のみご利用いただけます。
4. 本サービスで購入いただける toto チケットの種類については、当行ウェブサイト
等でご確認ください。
第3条

予約購入設定

1. お客さまは、当行所定の画面にて toto チケットの種類、口数および購入対象開催
回を指定することにより、予約購入設定を行うことができます。なお、口数の指
定は、toto チケットの種類毎に定められた範囲内で行うものとします。また、開
催回毎に異なる種類および口数を指定することはできません。
2. 予約購入設定においては、当行所定の本人確認を行います。当行は、当該本人確
認手続きが完了していることをもって、予約購入設定がお客さまご本人によって
なされたものとみなします。
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第4条

オプション機能

1. 第 3 条に定める予約購入設定に付帯して、以下(1)から(3)に定めるオプション機
能を設定することが出来るものとします。
(1) 買増しオプション
1. 買増しオプションとは、toto チケット「BIG」のキャリーオーバー（加算金）が発
生した場合に、お客さまの個別の操作によらず、お客さまご指定の口数で toto チ
ケットを追加購入いただける機能です。
2. 買増しオプションの利用には、予約購入設定時に、当行所定の画面にてキャリー
オーバー発生時の追加購入口数を指定するものとします。
3. 買増しオプションの利用を解除する場合には、当行所定の画面で解除手続きを行
うものとします。
(2) 自動継続設定オプション
1. 自動継続設定オプションとは、センターより新たに toto チケットの販売スケジュ
ールが公表されるたび（第 6 条に定めるセンターによる公示の変更を含む）、お客
さまの個別の操作によらず、第 3 条に定める予約購入設定および買増しオプショ
ンの設定を自動的に継続する機能をいいます。
2. 自動継続設定オプションは、お客さまが予約購入設定を行った日からその翌年 12
月 31 日までの期間中に販売されるすべての toto チケットに適用されます。
3. 自動継続設定オプションの利用には、当行所定の画面で利用手続きを行うものと
します。
4. 当行は、自動継続設定オプションが設定された場合、自動継続オプションによる
本サービスの有効期限（以下、
「継続設定終了日」という）を、当行所定の画面に
て通知します。
5. 当行は、センターが toto チケットの販売スケジュールを公表した場合、自動継続
オプション設定に基づき予約購入設定が継続される旨、当行所定の方法により、
お客さまに通知するものとします。
6. 自動継続設定オプションを解除する場合には、当行所定の画面で解除手続きを行
うものとします。自動継続設定オプションを解除した場合には、解除時点に購入
を予定している開催回の toto チケットの購入を最後とし、本サービスの提供を終
了するものとします。
(3) 延長設定オプション
1. 延長設定オプションは、自動継続オプションに付帯する機能であり、継続設定終
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了日を現在の継続設定終了日の翌日から 1 年間延長する機能をいいます。
2. 延長設定オプションは、自動継続オプションを利用中であり、かつ年内に継続設
定終了日を迎えるお客さまのみご利用いただけます。
3. 延長設定オプションの利用には、当行所定の画面で設定を行うものとします。
4. 当行は、当行所定の画面上に、原則として継続設定終了日が属する年の 1 月 1 日
より延長設定オプションの利用受付を開始するものとします。なお、お客さまに
より利用設定された場合、同年中は延長設定オプションを表示しないものとしま
す。
5. 当行は、当行所定の時点において、お客さまによる前項の延長設定が行われてお
らず、お客さまの予約購入設定が当行所定の期間経過後に満了すると判断した場
合、当行所定の方法により当行所定の期間お客さまへ通知し、本サービスの継続
利用を希望するか否か意思確認を行います。お客さまは、継続利用を希望する場
合、当行所定の画面で延長設定オプションの利用設定を行うものとします。当行
がお客さまに継続利用の意思が有すると認めた場合には、継続設定終了日を現在
の継続設定終了日の翌日から１年間延長するものとします。また、お客さまによ
る利用設定が行われず、継続意思を有すると認められなかった場合には、継続設
定終了日をもって本サービスの提供を終了するものとします。
第5条

予約購入設定内容の変更および取消

1. お客さまは、当行所定日（以下、
「設定変更・取消期限」という）までに限り、当
行所定の方法により予約購入設定の内容変更または取消を行うことができるもの
とします。なお、既に販売中の開催回の toto チケットについては、いかなる方法
によっても予約購入の変更および取消を行うことはできません。
2. 予約購入設定の内容を変更する場合には、当行所定の画面より toto チケットの種
類、口数および第 4 条に定めるオプション設定を変更するものとします。なお、
toto チケットの種類、口数および買増しオプションの設定変更においては、継続
設定終了日は変更されないものとします。
3. 予約購入設定の内容を取消す場合には、当行所定の画面より取消手続きを行うも
のとします。
4. 設定変更・取消期限までに内容の変更および取消が行われない場合、当行は、お
客さまが現在有効な予約購入設定内容で toto チケットを購入することに同意した
ものとみなし、購入処理を行います。
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第6条

センターによる公示の変更

1. 当行は、センターより公示情報の変更（開催回の追加を含む）および削除につい
て通知を受けた場合、お客さまに対し、当行所定の方法によりその旨を通知する
ものとします。
2. 当該開催回にかかる toto チケットの予約購入を停止する場合には、第 5 条に定め
る方法により、予約購入の取消手続きを行うものとし、設定変更・取消期限まで
に取消が行われない場合、当行は、お客さまが toto チケットを購入することに同
意したものとみなし、購入処理を行います。
第7条

予約に基づく購入処理

1. 当行は、お客さまの予約購入設定内容に基づき、設定変更・取消期限の経過後、
当行所定日に toto チケットの購入処理を行います。
2. 当行は、本サービスにかかる toto チケットの購入代金をお客さまご本人名義の円
普通預金口座（以下、
「お客さま口座」という）から引落し、決済を行うものとし
ます。
3. 当行は、本条に定める toto チケットの購入処理実施時において、お客さま口座の
残高が toto チケットの購入代金に満たない場合等、何らかの事由によりお客さま
口座から引落しができない場合、当行は、当該予約購入設定（買増しオプション
設定含む）にかかるすべての toto チケットの購入処理を行いません。
4. この場合、当行は、当行所定の方法にてお客さまに通知します。
5. 当行は、第 2 項に定める決済において、お客さま口座より分割して決済する場合
があります。なお、その際の決済にかかる引落明細は、まとめて記載するものと
します。
第8条

予約購入設定状況および購入履歴の表示

1. 当行は、お客さまによる予約購入設定内容および購入履歴に関する情報を当行所
定の画面にて、当行所定の期間表示します。
第9条

死亡時の取扱い

1. 当行は、予約購入設定後にお客さまが死亡した場合、当該予約購入設定に基づき
toto チケットを購入する権利・義務は、お客さまからお客さまの相続人に移転し
たものとして取扱います。この場合当行は、予約購入設定に基づき、toto チケッ
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トの購入処理を実施するものとします。ただし、スポーツ振興投票の実施等に関
する法律（平成 10 年法律第 63 号、その後の改正を含む）第 9 条または第 10 条
に規定する者は、本サービスを利用いただけません。この場合、当該相続人は自
らの責任において、当該予約購入設定の取消を当行に申し出る必要があります。
2. 前項の定めに関わらず、当行が必要と判断した場合、お客さまもしくはお客さま
の相続人との間の本サービスの利用を終了させ、その旨をセンターに通知するこ
とができるものとします。
第10条 本サービスの内容変更および終了
当行はお客さまに事前に通知し、またはやむをえない場合には事前に通知するこ
となく、本サービスの内容の変更、取扱いを一時的に停止または終了することが
できるものとします。
第11条 免責事項
1. お客さまは、本規約に定める当行の取扱について、一切の異議を述べることがで
きないことに予め同意するものとします。
2. その他「じぶん銀行 toto ご利用規約」に定めるとおりとします。
第12条 規約の準用
1. 本サービスの利用に関して本規約に定めのない事項については、
「じぶん銀行 toto
ご利用規約」が適用されます。
2. この規約において使用する用語の意味は、特に指定のない限り「じぶん銀行 toto
ご利用規約」で定める内容に従うものとします。
3. お客さまは、本規約および「じぶん銀行 toto ご利用規約」を確認し、これに同意
のうえ、本サービスを利用するものとします。なお、お客さまが本サービスを利
用した場合、お客さまは、本規約および「じぶん銀行 toto ご利用規約」に同意し
たものとみなします。
第13条 規約の変更
当行は、この規約の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更
日および変更内容を当行ウェブサイトへ掲示することにより告知し、変更日以降
は変更後の内容により、取扱うものとします。
以上
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