となみ衛星通信テレビ
光テレビ加入契約約款
(重要事項ですので必ずお読みください。また、お読みになった後も保管をお願いいたします。)

第１章 総則
【約款の適用】
第１条 となみ衛星通信テレビ株式会社（以下当社といいます）は、放送法の規定に
従い、この放送サービス契約約款(以下「約款」といいます) を定め、これ
に基づき放送サービスを提供します。
【約款の変更】
第２条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の
提供条件は、変更後の約款によります。
【用語の定義】
第３条 約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語
用 語 の 意 味
1 セットトップ
放送サービスを視聴するために必要なデジタル方式
ボックス
による受信機器。ケーブルテレビ用チューナー（以下
「STB」といいます）
2 IC カード

3 B-CAS カード

STB に常時装着されることにより、STB を制御し、
契約者の視聴履歴を記録するための IC を組み込んだ
カード
地上デジタル、BS デジタル放送用 IC カード

4 C- CAS カード

CS デジタル放送用 IC カード

5 V-ONU

光放送端末

第 2 章 契約
【契約単位】
第４条 加入契約は、加入世帯引込線 1 回線毎行います。引込線 1 回線により複数
世帯・複数企業が加入する場合には、各世帯および各企業ごとに契約を行う
ものとします。
【契約の成立】
第５条 加入契約は､ 契約者があらかじめこの約款を承認し､ 加入申込書兼契約書
に必要事項を記入の上提出し、当社がこれを承諾したときに成立します｡
2 契約者は加入契約の締結について地主・家主その他利害関係者がある時には、
予め必要な承諾を得ておくものとし､この事に関して責任を負うものとし
ます。
3 当社は次の場合には加入契約を承諾しない場合があります。
(1)引込設備及び宅内設備を設置し、又は保守をすることが技術上著しく
困難なとき。
(2)契約の申込みをした者が料金その他の債務(この約款に規定する料金及
び料金以外の債務をいいます。以下同じとします)の支払を現に怠り、又
は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
【特典供与に関する最低利用期間・違約金等】
第６条 契約者は、当社が実施する工事割引等の特典供与を受ける場合、当社が別途
定める適用条件・最低利用期間・違約金の設定に従うものとします。
【加入申込みの撤回等】
第７条 契約者は、加入申込みの日から起算して 8 日を経過するまでの間、文書に
よりその申込みの撤回または当該契約の解除を行うことができます。
2 前項の規定による加入契約の申込みの撤回等は、当社に対し同項の文書を
発したときにその効力を生じます。
3 第 1 項の規定により加入契約の申込みの撤回等を行った者は、実際に支払
った料金の還付を請求することができます。ただし、予め加入申込みの撤回
をする意思をもって加入契約の申込みを行った場合等、加入契約の申込みを
しようとする者に対する保護を図ることとする同項の規定の趣旨に反して
いると明らかに認められるときは、この限りではありません。
4 前項の規定にかかわらず加入契約後、宅内工事等を着工済み、または完了
済みの場合には、契約者はその工事に要した全ての費用および受信機等の撤
去に伴う工事費用を負担するものとします。また、契約者が所有もしくは占
有する土地・建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者はその復旧
に係る復旧費用を負担するものとします。
【当社が提供するサービス】
第８条 当社は、サービス提供区域において、サービス提供に必要な全施設を設置す
ると共に､その維持および運営に当たります。また当社は契約者に次のサー
ビスを提供します｡
(1) 放送事業者のテレビジョン(多重放送を含む)放送を再放送する業務
(2) ラジオ放送 (ＦＭおよびデジタル放送)およびデジタルデータ放送を再
放送する業務
(3) 基本利用料内テレビジョン自主放送番組提供を行なう業務
(4) 基本利用料内サービス以外の有料によるテレビジョン自主放送番組(以
下｢有料番組｣といいます )の提供を行なう業務
(5) 上記事業に附帯するサービス業務
2 となみ衛星通信テレビスマートテレビコースは別に定める「となみ衛星通
信テレビスマートテレビコース利用規約」により提供するものとします。

第 4 章 料金等
【加入料金】
第９条 契約者は、別表に定めた加入料金を支払うものとします。
2 加入料は､ 別に定める加入促進期間において、これを減額する場合があり
ます｡また､ 支払方法については、当社が定める分割払い方式があります｡

3 契約者は、加入料分割払い方式の支払い途中において、契約解除又は一時
休止がなされた場合でも､その加入料分割払いの全額を当社に支払うもの
とします｡
【利用料金】
第 10 条 当社は、毎月 1 日から末日までを１ヶ月とし暦月単位で契約者の料金計算
を行います。
2 契約者は､ 別表に定めるひかりデラックスサービス､ひかりスタンダード
サービス、ひかりエコノミーサービスの月額基本利用料を、暦月の１ヶ月
毎に当社に支払うものとします。なお、中途で契約解除又は一時休止がな
された場合、申請を受理した日の属する月の料金をもって精算し、残金は
返金するものとします。
3 月額基本利用料金をサービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月から
支払うものとします。また、有料番組及び付加サービス等のサービスを受
けた場合には､ 前号の月額利用料金の他に別表に定める有料番組及び付加
サービスの提供を受け始めた日の属する月から月額利用料金を支払うもの
とします。
4 契約者が複数台の STB を利用し､ ひかりデラックスコースとひかりスタ
ンダードコースとひかりエコノミーコースを視聴する場合の月額利用料金
は､ひかりデラックスコース､ひかりスタンダードコース､ひかりエコノミ
ーコースの STB の順に起算するものとします。
5 当社が設定した加入料金及び月額利用料金の中には､ 放送法に基づく日
本放送協会 (以下 ｢ＮＨＫ｣ といいます) 及び株式会社 WOWOW（以下
｢WOWOW｣ といいます）の放送受信料金は含まないものとし、契約者は
別途契約するＮＨＫ、WOWOW に対して放送受信料金等を支払うものと
します。
6 落雷等の天災その他止むを得ない事由により､当社が第 8 条(当社が提供す
るサービス)に定めるサービス提供が出来なかった場合が生じても､ 利用
料金の減額はしないものとします｡
7 物価の変動、設備の更新、社会経済情勢の変化等の事由により､ 諸料金を
改定した場合には､ 改訂された金額を当社に支払うものとします。改定の
１ヶ月前までに当該加入者に通知します｡ ただし､ 利用料金を前納した契
約者の未経過期間についてはこれを据え置くものとします｡
【工事費】
第 11 条 契約者は契約成立後、当社の指定する日に別表に定める工事費を支払うも
のとします。なお工事費の請求は、原則工事完了翌月になります。
【支払方法】
第 12 条 契約者が当社に支払う料金の支払方法は､ 口座振替を原則とします｡当社
が指定するブランドのクレジットカードでの支払いも可能とします。この
場合の支払日等の諸条件は、契約者が指定したクレジットカード会社の規
約に基づくものとします。
2 当社は、原則として契約者に対する請求書及び領収書の発行は行わないも
のとする｡
【責任事項】
第 13 条 当社が第８条(当社が提供するサービス)に定めるサービスで(1)および(2)に
定める再放送業務を１ヶ月のうち 10 日以上継続してそのサービスが提供
できなかった場合は当該月分の､また２ヶ月にわたり引き続き 10 日以上
20 日未満の間サービスの提供ができなかった場合は初月分の利用料金は、
第 10 条(利用料金)の規定にかかわらず無料とします。

第 5 章 機器および施設等
【STB 等機器の貸与】
第 14 条 当社は契約者に対し、STB 等を加入コースに対応した機器を貸与します。
その場合貸与した機器は解約時には当社へ返納するものとします｡
2 契約者に貸与された機器は善良なる管理者の注意をもって取扱い､ 当社
の承諾なしに移動または取り外し等は行なわないものとします。
3 契約者の故意または過失により貸与機器が破損または紛失した場合には､
その相当分を当社に支払うものとします｡ また､ これに伴い必要となる消
耗品等の費用に関しても契約者が負担するものとします｡
4 デジタル放送は､ 当社が指定する STB 等を設置する場合のみ利用できる
ものとする｡
【B-CAS カードおよび C- CAS カード】
第 15 条 デジタル放送サービスの提供を受ける契約者は､デジタル放送用の B-CAS
カードおよび C- CAS カード使用するものとします｡
2 B-CAS カードに関する取扱いについては､株式会社ビーエス・コンディシ
ョナルアクセスシステムズの ｢ビーキャス (B-CAS) カード使用許諾契約
約款｣に定めるところによります｡
3 C- CAS カードの所有権は当社に帰属し､ 当社手配以外によるデータの追
加・変更・改ざんは禁止し､ それらが行われたことによる当社および第三
者に及ぼされた損害・利益損失については､ 契約者が賠償するものとしま
す｡ また､ 契約者が C- CAS カードを破損または紛失した場合には､ その
損害分を当社に支払うものとします｡
4 解約時には B-CAS カードおよび C- CAS カードを当社に返却するものと
します｡
【施設の設置及び費用の負担】
第 16 条 当社は当社が設置する施設(以下「本施設」といいます)のうち､ 放送セン
ターから幹線(クロージャー)までの設備の設置に要する費用を負担します。
契約者は引込工事(幹線(クロージャー)から V-ONU までの設置)および宅内
工事（V-ONU 出力端子から受信機までの設置）に要する費用は､契約者が
負担します｡

2 引込工事における契約者の希望による特別工事に関わる費用は、契約者が
負担するものとします。また、自営柱の建柱､ 地下埋設､ 鉄筋コンクリー
トの穴あけ等､ 契約者敷地内および宅内の特別工事を必要とする場合は、
契約者がその費用を負担するものとします｡
3 本施設の設置工事は､当社または当社が指定する工事業者が行うものとし
ます｡
【施設の所有関係】
第 17 条 本施設のうち､ 放送センターから V-ONU 出力端子までの施設および STB
等の貸与機器は当社の所有とします｡本施設のうち第 16 条で規定する自営
柱､ 地下埋設設備等および V-ONU 出力端子以降の全ての宅内の施設(STB
等の貸与機器は除く) は契約者の所有とします。
【施設の維持管理】
第 18 条 当社は放送センターから V-ONU 出力端子までの施設について維持管理し
ます｡
2 契約者は当社施設の維持管理上､ 当社のサービス提供が一時停止するこ
とを承認するものとします｡
【故障】
第 19 条 当社または当社が指定する工事業者は､ 当社が提供するサービスを受信に
異常が生じた場合または当社が提供するサービスを受信する施設に異常が
ある旨の申し出があった場合､ 速やかにこれを調査し､ 必要な措置を講じ
ます｡
2 当社の提供するサービスの受信に異常をきたしている原因が契約者の所有
する受信設備及びテレビジョン受像機等施設等、契約者の施設の場合は、
その設備の修復を契約者が行い､ その費用を負担するものとする｡
3 契約者は､ 故意または過失により当社の提供するサービス施設に故障が生
じた場合は､ その施設の修復に要する費用を負担するものとします｡
【便宜の提供】
第 20 条 当社または当社の指定する工事業者は、設備の調査・修復・撤去を行うた
め契約者の敷地・家屋・構築物等に立ち入ることがあります。この場合契
約者は正当な理由がない限り、敷地に立ち入ることおよび業務を実施する
ことを承諾するものとします。
【設置場所の変更等】
第 21 条 契約者は当社の光サービス提供区域内に限りテレビジョン受像機および受
信機の設置場所を変更することができます。
2 契約者は前項の規定によりテレビジョン受像機及び受信機の設置場所を
変更しようとする場合は､ 当社または当社の指定する工事業者にその旨を
申し出るものとします｡
3 契約者は前項の変更に要する費用を負担するものとします｡

第 6 章 契約の変更・一時中止等
【名義変更】
第 22 条 契約者の契約事項について次の各号に掲げる異動が生じた場合､ 契約者お
よびその相続人または承継人は契約者の確認を得てその名義を変更するこ
とができるものとします｡
(1) 相続があったとき
(2) 当社のサービスを受ける権利義務をその承継人に継承するとき
2 前項の規定により名義を変更しようとするときは､契約者または契約者の
相続人ならびに承継人は､ この際当社に対しすみやかに当社制定の用紙に
よって届けるものとします｡
【一時休止】
第 23 条 契約者は、サービス提供の一時休止、又は、その再開を希望する場合は､ た
だちに当社にその旨を文書で申し出るものとします｡この場合は､一時休止
を申し出た日の属する月の翌月から再開した日の属する月までの料金は無
料とします｡ なお､ 一時休止および、その再開により工事費が発生する場
合､契約者はその費用を負担するものとします｡
2 一時休止期間は当社が第 6 条(特典供与に関する最低利用期間・違約金等)
の規定により設定する最低利用期間との関係では、契約者の利用期間に含
めないものとします。
【利用停止】
第 24 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間（そ
の光テレビサービスの料金その他の債務(この約款により支払を要するこ
ととなったものに限ります。以下この条において同じとします）を支払わ
ないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間）その受信設備
切断し、光テレビサービスの利用を停止することができます。
(1) 月額利用料金または加入料分割払い分を 3 ヶ月以上また、その他の債
務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき（支払期日を
経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において
支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないとき
を含みます）。
(2) 契約の申込に当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行った
こと等が判明したとき。
(3) この約款の規定に違反したとき。
2 当社は、前項の規定により、光テレビサービスの利用停止をするときは、
あらかじめその理由、利用停止をする日および期間を契約者に通知します。
【契約者の申出による解約】
第 25 条 契約者は、自己の都合によって解約しようとする場合、解約を希望する場
合はただちに文書により当社にその旨を申し出るものとします。
2 加入契約が解約となった場合､すでに支払われた加入料については返還し
ないものとする｡
3 契約者は、前項の解約に伴う STB の撤去およびそれに付帯する工事費用
を負担するものとします。また、解約に伴い契約者が所有もしくは占有す

る土地・建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者はその復旧に
係る復旧費用を負担するものとします。
4 解約の場合は、解約を申し出た日の属する月までの料金を支払うものとし
ます。
【当社が行う契約の解除】
第 26 条 契約者が、負担すべき料金を相当の期間滞納した場合等で当社による料金
の回収が困難となった場合、当社は契約者との契約を解除します。
2 契約者は、契約の解除に伴い契約者が所有もしくは占有する土地・建物そ
の他の工作物等の復旧を要する場合、契約者はその復旧に係る復旧費用を
負担するものとします。
3 第 24 条（利用停止）の規定により光テレビサービスの利用停止をされた
契約者が、さらに 3 ヶ月が経過してもなお入金のないとき、あるいはその
事実を解消しないとき、当社は催告なしに契約者との契約を解除すること
があります。
4 第 24 条（利用停止）の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当
社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があ
るときは、前項の規定にかかわらず、光テレビサービスの利用停止をしな
いで催告なしにその契約を解除することがあります。
5 当社は、当社または契約者の責めに帰すべからざる事由により、サービス
提供にかかる当社施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサー
ビスを提供できなくなる場合、加入契約を解除することがあります。この
場合には、当社は、そのことを事前に契約者に通知するものとします。
6 第 20 条（便宜の提供）の規定に反して、当社または当社の指定する業者
の立入りによる業務の実施を契約者が正当な理由なく拒否された場合に
は、当社は催告なしに契約者との契約を解除することがあります。
7 本条に規定する解除がなされた場合の料金の支払等は、第 25 条（契約者
の申出による解約）の規定に準じた取扱いとします。

第 7 章 雑則
【免責事項】
第 27 条 天変・地変・落雷等、その他予測できない事由による契約者の所有物の損
害、あるいは当社の提供するサービスを停止せざる得なくなった場合につ
いては、当社はその責を問われないものとします。
【放送内容の変更および著作権・著作隣接権侵害の防止】
第 28 条 当社は、止むを得ない事情によりサービス業務内容を変更することがあり
ます。なお変更によって起こる損害の賠償には応じません。
2 契約者は個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内におい
て使用することを目的とする場合を除き、当社の提供するサービスの不特
定または多人数に対する対価を受けての上映、ビデオデッキその他の方法
による複製および、かかる複製物の上映、その他当社が提供しているサー
ビスに対して有する著作権および著作隣接権を侵害する行為をすること
はできません。
【録画機能付き STB 等の貸与機器に関する免責事項】
第 29 条 加入契約の解約時や故障等での交換時、当社は契約者に通知なく、録画機
能付き STB に録画された番組データおよび個人情報を消去できるもの
とし、契約者はこれを了解するものとします。
2 録画機能付き STB 等の故障・不具合・誤操作、その他の理由により、放
送番組が、正常に録画または再生できなかった場合、当社は一切の補償責
任を負わないものとします。また、録画機能付き STB 等の故障・不具合・
その他の理由による修理および機器交換に際しての録画番組の損失に関し
ても、当社は一切責任を負わないものとします。
【加入者に係る情報の取扱い】
第 30 条 当社は、契約者から取得した個人情報については、当社が別に定めるプラ
イバシーポリシーに基づいて適正に処理します。
【サービスの無断使用・営利使用の禁止】
第 31 条 契約者が記録装置､ 配線等により当社が提供するサービスを第三者に提供
することは､ 有償・無償にかかわらず禁止します｡
【定めなき事項】
第 32 条 この約款に定めなき事項が発生した場合は、当社と契約者は契約の締結の
趣旨に従い誠意をもって協議の上、解決にあたるものとします。
【約款の改正】
第 33 条 当社は、この約款を総務大臣に届け出た上で改正する場合があります。
2 契約者は、前項による改正後の約款の内容を当社が契約者に通知したとき、
または、当社のホームページ上で閲覧可能にしたときから、改正後の約款
に従うものとします。
＜付 則＞
1 当社は特に必要がある場合は、この約款に特約を付すことができるものとします。
2 この約款は、平成 28 年 11 月 1 日より施行します。
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光テレビサービス加入料
項
加
入

有料番組
1)
月額有料チャンネル
チャンネル
４１５ｃｈ
３１９ｃｈ
４２５ｃｈ
４２６ｃｈ
２００ｃｈ
２０１ｃｈ
２０２ｃｈ
４３８ｃｈ
４４４ｃｈ
４４５ｃｈ
３６６ｃｈ
４９５ｃｈ
４９６ｃｈ
４９８ｃｈ
４８５ｃｈ
４８６ｃｈ
３８７ｃｈ
３８８ｃｈ
３８９ｃｈ
４０８ｃｈ

2 8 年

1 1 月

1 日

金
10,800円

STB1台目
4,104円
3,564円
2,160円

チャンネル名
Ｊ SPORTS ４ （HD）
FIGHTING TV サムライ
東映チャンネル HD
衛星劇場 HD
スター・チャンネル１
スター・チャンネル２
スター・チャンネル３
TBS チャンネル 1 HD
AT-X HD
テレ朝チャンネル 1 HD
クラシカ・ジャパン
Ｍｎｅｔ ＨＤ
KNTV HD
フジテレビ NEXT（HD）
グリーンチャンネル HD
グリーンチャンネル２ HD
レジャーチャンネル
スピードチャンネル１
富山競輪チャンネル
FOX スポーツ＆エンターテイメント
スカイ・A sports+ HD
GAORA SPORTS HD
ゴルフネットワーク HD
日テレジータス HD
映画・チャンネル NECO-HD
V☆パラダイス HD
イマジカ BS・映画
AXN HD 海外ドラマ
AXN ミステリー HD
アニマックス HD
キッズステーション HD
ホームドラマチャンネル HD 韓流・時代劇・国内ドラマ
テレ朝チャンネル２ニュース・情報・スポーツ
日経 CNBC HD
日テレ NEWS24 HD
TBS ニュースバード HD
ミュージック・エア HD
歌謡ポップスチャンネル HD
囲碁・将棋チャンネル HD
エンタメ～テレ HD☆シネドラバラエティ
ダンスチャンネル by エンタメ～テレ
アジアドラマチック TV★HD

STB2台目
2,268円
1,728円
1,620円

STB3台目
2,268円
1,728円
1,080円

STB1 台あたり料金
1,404 円/月
1,944 円/月
1,620 円/月
1,944 円/月
2,484 円/月
（３ｃｈ組料金）
648 円/月
1,944 円/月
648 円/月
3,240 円/月
2,484 円/月
3,240 円/月
1,296 円/月
1,296 円/月
（２ｃｈ組料金）
1,058 円/月
972 円/月
（２ｃｈ組料金）
1,026 円/月
1,080 円/月
1,296 円/月
1,944 円/月
972 円/月
540 円/月
756 円/月
756 円/月
864 円/月
540 円/月
798 円/月
798 円/月
770 円/月
648 円/月
972 円/月
432 円/月
401 円/月
648 円/月
864 円/月
1,512 円/月
648 円/月
972 円/月
648 円/月

付加サービス
1）

2）

5．

料

光テレビサービス月額利用料
1)
STB設置台数とサービス別月額基本利用料
サービス＼STB台数
ひかりデラックスコース
ひかりスタンダードコース
ひかりエコノミーコース

４１１ｃｈ
４１２ｃｈ
４１７ｃｈ
４１８ｃｈ
４２２ｃｈ
４２３ｃｈ
４２４ｃｈ
４３２ｃｈ
４３７ｃｈ
４４１ｃｈ
４４２ｃｈ
４４６ｃｈ
３５８ｃｈ
４５１ｃｈ
４５２ｃｈ
４５４ｃｈ
４６０ｃｈ
４６４ｃｈ
４７０ｃｈ
４７９ｃｈ
４８３ｃｈ
４９７ｃｈ
4.

目
料

成

録画機能内蔵STB（ブルーレイらくろく）月額利用料
STB台数
月額料金
CATV緊急地震速報月額利用料
専用端末台数
月額料金

工事費

STB１台毎
2,376円

1セット（親機1台、子機1台）
1,080円

追加端末（子機1台あたり）
216円

当社所定料金

（表示額8％税込）

