株式会社 ケーブルテレビジョン島原

契約約款

株式会社ケーブルテレビジョン島原（以下「当社」という）と、当社が行うサービスの提供を受けるもの
（以下「加入者」という）との間で結ばれる契約約款（以下「約款」という）は、次の条項による。
第１条 【当社の行うサービス】
当社は業務区域内の加入者に次のサービス提供を行う。
（１）当社による受信・再送信可能なテレビジョン放送、及びＦＭ放送を有線により再送信するサービス
（２）当社による自主放送番組を有線により放送するサービス
（３）上記サービスに付帯するその他のサービス
第２条 【契約の単位】
加入契約は世帯又は法人ごとに締結するものとする。
第３条 【契約の成立】
（１）加入契約は、この約款を承認のうえ、加入希望者が加入申込書を提出し、当社がこれを承認した
ときに成立するものとする。
（２）当社は前項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申込を承認しないことができる
ものとする。
①加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど本約款上要請される債務の
履行を怠る恐れがあると認められる場合
②加入申込書の記載に虚偽がある場合
③加入申込者が本約款に違反する恐れがある場合
④当社のサービスの提供が技術的な理由により困難な場合
⑤当社の業務に著しい支障があると認められる場合
第４条 【料金】
（１）当社が提供するサービスの料金は、別表に定める利用料（有料チャンネルを含む）、工事代金、
手続きに関する料金等とする。
（２）解約による工事代金の払戻しはしないものとする。
（３）当社は社会経済情勢の変化に伴い料金の改定をすることができるものとする。その場合、改定
１ケ月前までに加入者に通知するものとする。
第５条 【利用料】
（１）加入者は、当社のサービスの提供を受け始めた日の属する月から、この加入契約の解約を申し出た
日の属する月まで、別表１に定める利用料を当社に支払うものとする。
（２）利用料には、ＮＨＫの放送受信料及び衛星放送受信料は含まないものとする
（３）当社が第１条に定めるサービスを月のうち継続して１０日以上行わなかった場合の利用料は、第４条
の規定にかかわらず、日割り計算による清算を行うものとする。
第６条 【利用料の支払い方法等】
（１）加入者は、第５条に定める利用料を定められた期日までに遅滞なく支払わなければならない。
加入者が、加入者の都合により支払期日までに利用料を支払わなかった場合は、別表３に定める延滞
手数料を当社に支払うものとする。
（２）加入者が、第４条で定める料金を支払う場合の支払い方法は、当社が指定する方法による
ものとする。
（３）加入者が、利用料その他の債務について、支払期日を過ぎてなお支払いがない場合には、当社が定
める期日から支払い日の前日までの日数について、年１４．５％の割合で計算して得た額を遅延損害金と
として当社に支払うものとする。
第７条 【加入者の利用料滞納によるサービス停止】
（１）当社は、加入者が第５条に定める利用料の支払い義務を怠り、利用料が滞納になった場合、当社の
全てのサービスの提供を停止し、契約解除の処置を講ずることができるものとする。
（２）有料チャンネルの視聴契約がある場合で、当社が指定する期日までに利用料の支払いがないとき
は、有料チャンネルの契約解除の処置を講ずることができるものとする。
第８条 【債権譲渡】
加入者は、当社が有する加入者の利用料その他の債務について、債権を譲渡することがあることを
予め承諾するものとする。
第９条 【機器等の貸与】
（１）当社は、デジタル多チャンネル放送サービスを希望する加入者に、テレビ１台ごとにデジタルセット
トップボックス（以下「ＳＴＢ」という）及びリモートコントローラー（以下「リモコン」という）を貸与する。
（２）加入者は、本契約解約時に当社にＳＴＢ及びリモコンを返却するものとする。未返却の場合は、
別表２に定める金額を当社に支払うものとする。
（３）加入者は、使用上の注意事項を厳守して正しく使用しなければならない。
（４）加入者は、故意又は過失によりＳＴＢ及びリモコンを故障、破損させた場合は、修理にかかる実費を、
また、紛失及び修理不能の場合は、別表２で定める金額を適用し、当社に支払うものとする。
（５）ＳＴＢ及びリモコンは、ＳＴＢ設置工事完了日から１２ケ月間保証するものとし、この保証期間内におい

て故障が生じた場合、当社は無償にて修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとする。但し、加入者
がＳＴＢ及びリモコンを本来の用法に従って使用しなかった場合や紛失の場合は、この限りではない。又、
保証外及び保証対象外の場合は、別表２に定める金額を加入者が費用負担するものとする。
（６）リモコンに付属している電池の交換に要する費用は、加入者の負担とする。
第１０条 【施設の設置及び費用負担】
（１）当社のサービスを提供するために必要となる施設の設置工事は、全て当社又は当社の指定する
業者が行うものとする。
（２）加入者は、当社のタップオフから受信機の入力端子までの設置に要する費用を負担するものとする。
（３）当社は、幹線施設から加入者の保安器施設までの管理を行うものとする。
（４）加入者は、施設の設置について、あらかじめ地主、家主その他利害関係人の承諾を得ておくもの
とする。後日苦情が生じた場合があっても、当社はその責を負わないものとする。
第１１条 【故障】
（１）当社は、加入者から当社の提供するサービスの受信に異常の申し出があった場合、速やかにこれを
調査し、必要な措置を講ずるものとする。
（２）加入者は、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利用者の施設による場合、
その施設の修復に要する費用を負担するものとする。
（３）加入者は、加入者の故意又は過失により当社の施設に故障又は損傷が生じた場合、その施設の
修復に要した費用を負担するものとする。
第１２条 【設置場所の変更】
（１）加入者が、転居等により施設の設置場所を変更する場合、当社の業務区域内で、かつ引込工事
可能な場合に限りこれを認めるものとする。
（２）施設の設置場所の変更に要する費用は加入者の負担とし、当社又は当社が指定する業者が行う
ものとする。
第１３条 【設置場所の無償使用】
（１）当社又は当社が指定する業者が施設の設置、修理、検査を行うため、加入者の敷地、家屋、
構築物等を無償で使用できるものとする。
第１４条 【加入者の禁止事項】
（１）加入者は、当社に無断で施設の改変、増設工事を行うことを禁止する。
（２）加入者は、当社の提供するサービスを第三者に提供することを禁止する。
（３）加入者は、当社より貸与した機器等を当社の許可なく第三者に、貸与、質入れ、譲渡してはならない
ものとする。
第１５条 【加入契約の解約】
（１）加入者が加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の一週間前までに指定の文書により
当社にその旨を申し出ることとする。
（２）加入者は、当社が解約手続きを完了した日の属する月の利用料までを当社に支払うものとする。
解約日が月の途中であっても利用料の日割り計算は行わない。
（３）加入者は、別表３に定める解約手数料を当社に支払うものとする。
（４）解約手続きを完了した日の属する月の翌月以降の利用料が既に支払われていた場合は、
これを返金する。
（５）加入者が、当社にＳＴＢ保証金を預け入れている場合、当社はそのＳＴＢ保証金と解約手数料及び
解約手続きを完了した日の属する月の利用料を相殺できるものとする。
（６）加入者が解約時に当社に加入する以前のアンテナ等受信設備の原状回復を申し出ても、当社は
その作業は行わない。
（７）既に支払われた工事費の返却は行わない。
第１６条 【サービスの変更】
（１）加入者が、当社が行うサービスの変更を希望する時は、サービスの変更を希望する月の前月末日
までに指定の文書により当社にその旨を申し出ることとする。
（２）加入者は、別表３に定める手数料を当社に支払うものとする。
第１７条 【免責事項】
当社は、以下に該当する場合、視聴、録画及び録音に支障が生じてもその責任は負わない。又、損害
賠償には応じない。
（１）天災、気象状況、事変による機能停止及び障害
（２）放送衛星の機能停止及び障害
（３）停電による機能停止及び障害
（４）伝送路施設及び利用者施設、受信機などに起因する障害
（５）番組内容の変更及び放送チャンネルの変更
（６）当社施設の維持管理の必要上、サービスが一時的に停止する場合
（７）その他、当社の責に帰することができない場合
第１８条 【契約の解除】
当社は、次の場合には、その契約を解除することができる。

（１）約款に違反する行為があった場合
（２）当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる理由がある場合
（３）料金、その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払いが無い時
（４）契約の申込みに当たって、事実に反する記載を行なったことが判明した時
第１９条 【Ｂ－ＣＡＳ、Ｃ－ＣＡＳカードの取り扱い】
（１）ＳＴＢ付属のＢＳデジタル放送用ＩＣカード（以下「Ｂ－ＣＡＳカード」という）に関する取り扱いにつ
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「Ｂ－ＣＡＳカード使用許諾契約
約款」に定めるところによるものとする。
（２）ＳＴＢ付属のデジタルＣＡＴＶ放送限定受信用ＩＣカード（以下「Ｃ－ＣＡＳカード」という）に関する
取り扱いについては、別に定める「Ｃ－ＣＡＳカード使用許諾契約約款」に定めるところによるもの
とする。
（３）加入者は、当社サービスの契約の解除後は速やかにＢ－ＣＡＳカード及びＣ－ＣＡＳカードを
当社に返却するものとする。又、当社は必要に応じてＢ－ＣＡＳカード及びＣ－ＣＡＳカードの交換、
返却を加入者へ請求できるものとする。
（４）加入者は、当社の手配以外によるＢ－ＣＡＳカード及びＣ－ＣＡＳカードへのデータの追加、変更
並びに改ざんすることを禁止し、それらにより当社及び第三者に及ぼされた損害等は、加入者がその
賠償責任を負うものとする。
（５）加入者が、故意又は過失によりＢ－ＣＡＳカード及びＣ－ＣＡＳカードを破損又は紛失した場合、
もしくは、契約の解除時に未返却の場合には、加入者はその損害分を当社に支払うものとする。
（６）当社は、Ｂ－ＣＡＳカード及びＣ－ＣＡＳカードの再発行を認める場合、これらのカードの再発行
を行い、加入者は別表２に定めるカード再発行費用を支払うものとする。
第２０条 【個人情報の取り扱い】
当社が、加入者へのサービスを提供するに当たって知り得た個人情報は、別に定める個人情報
保護規定に基づき適切に保管するものとする。
第２１条 【定めなき事項】
この約款に定めなき事項が生じた場合には、当社及び加入者は契約締結の趣旨に従い、誠意を
もって協議の上解決にあたるものとする。
第２２条 【約款の改正】
この約款は、総務大臣に届け出た上、改正することができるものとする。
付則
（１）当社は、特に必要が認められる場合には、この約款に特約を付すことができるものとする。
（２）集合住宅の一括加入、ホテル等の業務用については、別に定めることとする。
（３）キャンペーン期間中に加入契約をした加入者の最低利用期間は工事完了日より１年間とする。
万一、中途解約する場合は理由の如何を問わず、加入時に特典を受けた割引相当額を解約手数料
として申しうけるものとする。ただし、契約時に当社が短期間契約の了承をして加入契約をした場合は
この限りではない。
（４）利用料未払いでサービスの停止又は解約を実行された加入者の未払い金については、当社と
業務契約をした債権回収業者にその回収を委託する。
実施期日
この約款は令和３年５月１日より実施します。
別表１
月額利用料金
サービスプラン
月額利用料金
デジタルプレミアム
３，７００円（税込４，０７０円）／台
デジタルスタンダード
３，２００円（税込３，５２０円）／台
地デジ・BSプラン
１，５００円（税込１，６５０円）／台
地デジプラン
１，０００円（税込１，１００円）／世帯
※デジタルプレミアムの２台目以降の料金は１，８００円（税込１，９８０円）／台
※デジタルスタンダードの２台目以降の料金は１，７００円（税込１，８７０円）／台
※地デジ・BSプランの２台目以降の料金は７００円（税込７７０円）／台
※有料チャンネルのみ視聴の場合、STBリース料３００円（税込３３０円）／台
※上記金額は消費税１０％での税込み価格です。
別表２
機器・付属品の料金
ＳＴＢ
４０，０００円（税込４４，０００円）／台
ＳＴＢ用リモコン
３，０００円（税込３，３００円）／台
１，８９８円（税込２，０８８円）
B-CASｶｰﾄﾞ(再発行時)
２，８５７円（税込３，１４３円）
C-CASｶｰﾄﾞ(再発行時)
※上記金額は消費税１０％での税込み価格です。

別表３
手数料、その他の料金
プラン・契約変更
１，０００円（税込１，１００円）
名義・口座変更
１，０００円（税込１，１００円）
解約手数料
５，０００円（税込５，５００円）
延滞手数料
２００円（税込２２０円）
※上記金額は消費税１０％での税込み価格です。
別表４
加入契約料、工事費、各種設定費
加入契約料
１０，０００円（税込１１，０００円）
引込・宅内工事費
２５，０００円（税込２７，５００円）
増設工事費
１０，０００円（税込１１，０００円）
移設工事費(１台目)
１５，０００円（税込１６，５００円）
移設工事費(２台目以降)
１０，０００円（税込１１，０００円）
テレビ設定・調整費
２，０００円（税込２，２００円）
出張費
１，０００円（税込１，１００円）
ＳＴＢ保証金
１０，０００円（税込１１，０００円）
※上記金額は消費税１０％での税込み価格です。
別表５
有料チャンネル料金
WOWOW プライム
3ﾁｬﾝﾈﾙｾｯﾄ
WOWOW ライブ
２，３００円（税込２，５３０円）
WOWOW シネマ
スターチャンネル１
3ﾁｬﾝﾈﾙｾｯﾄ
スターチャンネル２
２，３００円（税込２，５３０円）
スターチャンネル３
アニメシアターＸ
１，８００円（税込１，９８０円）
衛星劇場
１，８００円（税込１，９８０円）
Ｍ ｎｅｔ
２，０００円（税込２，２００円）
東映チャンネル
１，５００円（税込１，６５０円）
Ｖ☆パラダイス
７００円（税込７７０円）
2ﾁｬﾝﾈﾙｾｯﾄ
プレイボーイチャンネル
レッドチェリー
３，０００円（税込 ３，３００円）
レインボーチャンネル
3ﾁｬﾝﾈﾙｾｯﾄ
パラダイステレビ
３，０００円（税込３，３００円）
ミッドナイトブルー
グリーンチャンネル
１，２００円（税込１，３２０円）
TBSチャンネル１
６００円（税込６６０円）
キッズステーション
７３９円（税込８１３円）
日テレＧ＋
９００円（税込９９０円）
日経ＣＮＢＣ
９００円（税込９９０円）
チャンネルＮＥＣＯ
６００円（税込６６０円）
釣りビジョン
１，２００円（税込１，３２０円）
囲碁・将棋チャンネル
１，４００円（税込１，５４０円）
テレ朝チャンネル１
６００円（税込６６０円）
テレ朝チャンネル２
６００円（税込６６０円）
ＫＢＳ WORLD
７００円（税込７７０円）
日テレプラス
６００円（税込６６０円）
※上記金額は消費税１０％での税込み価格です。

