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第１条（当社のサービス）
　当社は、定められた区域（以下「サービス区域」という）において、加入者に次のサービスを提供するものとします。

（１） 基本サービス
　放送事業者のテレビジョン放送（多重放送を含む）とラジオ放送（ＦＭおよびデジタル放送）と、デジタルデータ放送の各同時
再送信サービスならびに自主放送サービスの両サービスのうち、別表に定める月額基本サービス利用料の範囲内のサービス

（２） オプションサービス
　自主放送チャンネルのうち、月額基本サービス利用料の範囲外の自主放送サービスおよびCSIF・BSIFの同時再送信サービ
ス

（３） 上記事項に付帯する各種サービス
第２条（契約の単位）
　加入契約は、加入者引込線１回線毎に行います。ただし、一引込線に複数の世帯、企業等が加入する場合は、各世帯、各企業毎に契
約を行うものとします。
　なお、加入者引込線１回線から２世帯以上が居住する建物の各世帯に分配する集合（以下「集合共同引込」という）には、別途建
物代表者との基本契約（以下「建物基本契約」という）の締結をした後、各世帯を契約の単位として加入契約を行うものとします。

第３条（契約の成立）
　加入契約は、加入申込者が当社指定の加入申込書に必要事項を記載の上、別表に定める加入金を添えて申し込み、当社が承諾し
たときに成立するものとします。
ただし、当社は加入申込書の提出があった場合でも、以下の場合には承諾を撤回する事ができるものとします。

（１） 加入申込者が本約款上要請される諸料金の支払いを怠るおそれがあると認められる場合
（２） その他加入申込書が本約款に違反するおそれがあると認められる場合
（３） 加入者引込線を設置し保守することが技術上、経営上困難な場合
（４） 加入申込者が未成年であり、法定代理人の同意を得ていない場合
第４条（契約の有効期限）
　契約の有効期限は、契約成立日から１年間とします。ただし、契約期間満了の10日前までに当社、加入者いずれからも当社所
定の書式による文書（以下「文書」という）により何等の意思表示もない場合には、引き続き、１年間をもって更新するものとし、以
後も同様とします。

第５条（料金）
　加入者は、別表に定める料金表に従い、下記に掲げる料金を当社に支払うものとします。

（１）加入契約時に別表に定める該当費用を支払うものとします。
（２）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を毎月支払うものとします。なお、加入者の都合により当社が指定
　　した期日までに別表に定める料金を支払わない場合、当社が負担した督促にかかる費用、コンビニ収納費用等を含めた当社が
　　定める督促手数料を加算して当社に支払うものとします。また、当社が受託する他社サービス料金等の収納代行時において　
　　も、当社が指定した期日までに支払わない場合、同様に督促手数料を加算して当社に支払うものとします。
（３）ペイ番組のサービスの提供を受けた場合には、前号の月額利用料の他に、その料金を支払うものとします。
（４）NHKのテレビ受信料（衛星受信料を含む）、株式会社ＷＯＷＯＷの衛星放送（ＢＳデジタル放送、スカパー！サービス）
　　の中で有料チャンネルを視聴する場合、加入料及び視聴料は当社が設定した加入料金、月額利用料の中に含みません。但し加
　　入者が当社のサービス以外に当社の取り扱う事業及び当社が委託された事業を利用している場合、それらの利用金額を月額基
　　本サービス利用料と合算し支払う事ができるものとします。
（５）当社は、月額基本サービス利用料に関し、社会経済情勢の変化に伴い変更する場合があります。その場合には、 
  　 改定の１か月前までに当該加入者に通知します。この場合、加入者は改定日の属する月の翌月より改定後の月額基本サービス
　　利用料を当社に支払うものとします。
第６条（料金の支払い方法）
　加入者が当社に支払う加入金、諸費用、月額利用料の支払い方法は、クレジットカードによる支払いを原則とし、その他当社と
加入者との合意に基づく方法によるものとします。
また、当社は加入者の各種料金の収納業務を外部へ委託することがあることを加入者は予め承諾するものとします。当社は請求書
並びに領収書は発行しないものとします。

第７条（延滞利息）
　加入者が、加入金、諸費用、月額利用料金を遅延した場合は、その遅延金額に対し、利息12％の割合による遅延損害金を、支払
い期日より完済するまで当社に支払うものとします。

第８条（セットトップボックスの利用について）
　加入者は、当社が提供するデジタル放送を受信するために必要な機器であるセットトップボックスおよびリモートコントローラ
等の付属品（以下「ＳＴＢ」という）を、当社または、当社が委託する販売店（以下「委託販売店」という）より購入するものとします。
なお、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）及びケーブルテレビデジタル放送用ＩＣカード（以下「Ｃ
－ＣＡＳカード」という）の取り扱いについては、第23条の規定によるものとします。

２　前項により加入者が、当社または委託販売店より購入したＳＴＢについては、サービス開始日から１２ヶ月間保証期間内におい
　　て故障が生じた場合には、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者がＳＴＢを本
　　来の用法に従って使用しなかったとき、または加入者の故意過失により故障が生じたときはこの限りではありません。
３　デジタル放送は、当社の指定するＳＴＢが設置された場合のみご利用いただけます。
第９条（施設の設置および費用の負担等）
　当社のサービスを提供するために必要とする施設（以下「本施設」という）の設置工事は、すべて当社または当社の指定する業者
が行うものとします。

２　当社は放送センターからタップオフまでの施設の設置に要する費用を負担するものとします。
３　加入者は、最寄りのタップオフからV-ONUまでの引込に要する費用（以下「引込工事費」という）と、V-ONUの出力端子以後の
す　　べての施設の設置に要する費用（以下「宅内工事費」という）を負担するものとします。
４　引き込み線を設置するにあたり、自立柱、地下埋設等特別な工事費を必要とする場合、これらの工事に要する費用も加入者が負
　　担するものとします。
５　前２，３，４項の規定により、当社または加入者が費用を負担して設置した施設は、それぞれの所有または占有に帰するものと
　　します。
６　加入者は、当社のサービスを提供する為に必要となる施設と、加入契約者以外の受信機とを相互に接続してはならないもの
　　とします。
第10条（責任事項及び費用の負担）
　当社が第１条第１号に定める再送信業務を、月のうちひき続き１０日行わなかった場合は、当該月分の料金は第５条の規定にかか
わらず無料とします。

２　当社のサービスの提供開始後、タップオフから加入者の受信機の入力端子までの施設（以下「加入者の施設」という）及び受信機等
　　に起因する事故を生じた場合があっても、当社はその責任を負わないものとします。
第11条（便宜の供与）
　当社は、当社の施設を設置するために必要最小限において加入者の敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。

２　加入者は、当社または加入者の施設の設置についてあらかじめ地主、家主その他の利害関係人の承諾を得ておくものとし、後日
　　苦情が生じた場合があっても当社はその責任を負わないものとします。
３　加入者は、当社または当社の指定する業者が施設の検査、修理、撤去等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物等への出入り
　　について協力を求めた場合は、これに便宜を供するものとします。
第12条（故障）
　当社または当社の指定する業者は、加入者から当社の提供するサービスの受信施設に異常がある旨申し出があった場合は、速やか
にこれを調査し、必要な措置を講ずるものとします。ただし、受信異常が加入者の受信機に起因する場合は、この限りではありま
せん。

２　加入者は、当社の提供するサービスの受信施設に異常を来たしている原因が加入者の設備である場合は、その設備の修復に
　　要する費用を負担するものとします。
３　加入者は、加入者の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、その設備の修復に要する費用 
　　を負担するものとします。
第13条（サービス一時中断）

ＫＢＮ株式会社（以下「当社」という）と、当社が設置する施設によりサービスの提供をうける者（以下「加入者」という）との間に
締結される契約（以下「加入契約」という）は、次の条項によるものとする。

　当社は、当社施設の維持管理の必要上やむを得ずサービスの提供を一時中断することがあります。加入者はこれを承認するも
のとします。なお、この場合当社は事前に加入者にその旨を通知するものとしますが、緊急やむを得ない場合はこの限りではありま
せん。

第14条（放送内容の変更）
　当社は、やむを得ぬ事情により放送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。

第15条（著作権および著作隣接権侵害の禁止）
　加入者は、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、不特定または多数人に対する対価を受けて上映、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。

第16条（サービス提供の停止による損害の賠償）　　
　当社は次の場合のサービス提供の停止に基づく賠償責任は負わないものとします。

（１）天災、事変
（２）放送衛星、通信衛星の機能停止
（３）その他当社の責に帰することのできない事由
第17条（設置場所の変更）
　加入者は、当社の定める技術基準に適合し、かつ変更先が同一敷地内の場合に限り、本施設、ＳＴＢの設置場所を変更すること
ができるものとします。

２　加入者は、前項の規定により設置場所を変更しようとする場合には、事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。
３　加入者は、前各項の変更に必要な費用を負担するものとします。
第18条（名義変更）
　相続または特に当社が認める場合にのみ、新加入者は当社の確認を得て、旧加入者の名義を変更できるものとします。

２　前項の規定により名義を変更しようとするときは、新加入者は、当社に文書で申し出るとともに別表の名義変更手数料を支払う
　　ものとします。
第19条（サービス内容等の変更）
　加入者は、サービス内容の変更を希望する場合には、当社が指定する方法により当社に申し出るものとします。申し出があっ
た場合、当社はすみやかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供します。

２　前項のほか、加入者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い方法、クレジットカードなどの変更がある場合には
　　事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。
３　加入者が前２項の規定により変更しようとする場合、当社は第３条の規定に準じて取り扱うものとする。
第20条（契約の当然失効）
　加入者が、当社が指定した期日までに加入金などの諸費用の全額を支払わないときは、その加入契約は当然に効力を失うも
のとします。

第21条（解約）
　加入者は、加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する日の10日前までに当社に文書で申し出るとともに別表の解約手
数料を支払うものとします。

２　前項による解約の場合、加入者は第５条の規定による料金を当該解約日の属する月の分まで支払うものとし、日割り計算に
　　よる清算は致しません。
３　第１項による解約の場合、当社は当社の施設を維持する為、加入者の引き込み線を撤去する場合があります。ただし、撤去に伴い、
　　加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。（解
　　約に伴い、アンテナ受信に戻すなどの契約前の状態への復旧はいたしません。）
４　加入契約が解約になった場合において、既に支払われた加入金、登録料及び月額利用料については原則として返還しないもの
　　とします。
第22条（契約の解除）
　加入者が別表の料金表に定める料金の支払いを２ヵ月以上延滞した場合、又は本約款に違反した場合、当社は加入者に催告な
しにサービスの提供を停止し、又は加入契約を解除することができるものとします。なお、解除の際、加入者は、当社が契約の解除
をした日の属する月までの利用料金を含んだ未払いの料金（以下「未納料金」という）を支払う義務を負います。

２　電力・電話の無電柱化等、当社、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により当社施設の変更を余儀なくされ、か
　　つ当社施設の代替構築が困難な場合、当社は加入者にあらかじめ事由を説明した上で、加入契約を解除できるものとします。
３　前２項により加入契約を解除した場合に、加入者が別途支払ったＮＨＫのテレビ受信料（衛星受信料を含む）、株式会社ＷＯＷＯ
　　Ｗ・衛星放送（ＢＳデジタル放送、スカパー！サービス）加入料および視聴料等が払い戻されず加入者に不利益、損害等が生ずる
　　ことがあっても、当社は、何らの責任も負わないものとします。
第23条（初期契約解除） 
　加入者は、本件サービスの提供開始日もしくは加入契約内容を明記した「契約内容の通知書」受領日のいずれか遅い日から起
算して８日間は、 加入契約の解除（以下「初期契約解除」といいます）ができます。初期契約解除は、解除の通知がなされた日に
解除の効力が生じます。ただし、当社は、契約事務手数料、工事費（撤去費用含む）、サービス月額利用料及び付加機能利用料を加
入者に対して請求できるものとします。

第24条（Ｂ－ＣＡＳカード及びＣ－ＣＡＳカードの取り扱いについて）
　Ｂ－ＣＡＳカード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ります。

２　Ｃ－ＣＡＳカードは当社に帰属し、Ｃ－ＣＡＳカードを必要とするＳＴＢを利用する加入者にSTB１台につき１枚無償貸与する
　　ものとします。当社の手配による以外のデータ追加・設変・改修は禁止し、それらが行われた事による当社及び第三者に及ぼされ
　　た損害・利益損失は加入者が補償するものとします。ＳＴＢの解約及び解除時は、当社に返還するものと致します。また、加入者
　　が破損或いは紛失した場合には、事情の如何を問わず、その損害分を当社に支払うものとします。
第25条（Ｂ－ＣＡＳカード及びＣ－ＣＡＳカードの再発行費用）
　Ｂ－ＣＡＳカードは「Ｂ－ＣＡＳカード仕様許諾契約約款」に定めるカード再発行費用を当社へ支払うものとします。当社はこの再
発行手数料を受領後、株式会社ビーエス・コンデンショナルアクセスシステムズへ再発行手続きを行います。

２　Ｃ－ＣＡＳカードは、カード再発行に要する費用の実費を当社へ支払っていただきます。当社は、この再発行手数料を受領後、再
　　発行手続きを行います。
第26条（不正視聴）
　加入者は、第９条６項に違反した場合は、加入者が当社のサービスの提供を受け始めた年月にさかのぼり、当該加入契約に定
めた利用料を別途に当社に支払うものとします。

２　当社との間に加入契約を締結することなく当社の施設を使用しているものは、これを盗視聴者として次の損害賠償請求をす
　　るものとします。
（１）施設に瑕疵がある場合は、その復旧に要する全費用。
（２）権利損害金として当社が盗視聴者の受信機が設置されている地域に施設を設置し、サービスを開始した日より不正視聴を当
　　社において確認した時に至るまでの利用料及び加入金。
第27条（個人情報の取扱い）
　当社は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）をはじめとする法令及びガイドライン、また、当社が別途定めた「プ
ライバシーポリシー」（https://www.kbn.ne.jp/privacy/において公表）に従い取り扱いを行います。

２　当社は契約者の個人情報を次に掲げる目的のために利用するものとします。
（１）サービスに関する契約の締結のため
（２）サービス料金の請求のため
（３）サービスに関する情報の提供のため
　　（新サービスの案内、サービスの変更、およびサービスの廃止の通知等）
（４）サービスの向上を目的とした視聴者調査のため
（５）工事の施工及びアフターサービス実施のため
（６）サービスの視聴状況等に関する各種統計処理のため（個人が識別、特定できないように加工）
（７）各種イベント・キャンペーンの応募や運営、景品発送のため
（８）各種アンケート調査のため
（９）当社業務に関する契約等に基づく権利の行使や義務の履行のため
（10）お取引に伴う業務上の連絡や挨拶状の送付等、お客さまとのお取引の適切かつ円滑な遂行のため
３　当社は、次に掲げる場合を除き、第三者に個人情報を提供しないものとします。

（１）予め契約者本人の同意を得た場合。
（２）合併、会社分割、事業譲渡その他の事由による事業の承継に伴って個人情報を提供する場合であって、本条第2項、第3項に規定す
　　る利用目的の範囲内で当該個人情報を取扱う場合。
（３）第三者が提供するサービスの案内や告知の実施のために、当社が委託する（一社）日本ケーブルテレビ連盟のアプリケーショ
　　ンサーバー運用先を通じて、第三者に提供する場合。
第28条（意思表示に関する特約）
　当社から、加入者への意思表示については、加入申込書に記載された住所へ発送すれば、たとえ到達出来なかったとしても、到
達したものとみなします。

第29条（合意管轄）
　本契約に関する訴訟については、高松地方裁判所丸亀支部をもって第１審の管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第30条（定めなき事項）
　この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議のうえ、解決に当たるものと
します。

第31条（約款の改正）
　この契約約款は、総務大臣に届け出て改正することがあります。

付　　則
 （１） 当社は特に必要がある場合には、この約款に特約を付することができるものとします。
 （２） この契約約款は、令和4年10月1日より施行します。

ＫＢＮ株式会社  加入契約約款

別　　表
１．料金表
１－１　加入金（税込）

内　　　容
料　　　金

新規加入１契約
３8，５００円

１－１－2　集合用一般加入料金（税込）
KBNひかりテレビ
「スタンダード」
（1台目）

KBNひかりテレビ
「デラックス」
（1台目）

KBNひかりテレビ
「スタンダード」
（2台目より1台当り）

登　録　費 ３，３００円 ３，３００円

ー
実　　　費
実　　　費

別途定める利用料

ー

KBNひかりテレビ
「デラックス」
（2台目より1台当り）

３，３００円

ー
実　　　費
実　　　費

別途定める利用料

ーー

引込工事費 実　　　費
実　　　費
実　　　費

別途定める利用料

３，３００円

ー

実　　　費
実　　　費
実　　　費

別途定める利用料

セットトップボックス
宅内工事費

追加接続管理料
(追加接続端子あり)

月額基本サービス利用料

１－１－１　戸建て用一般加入料金（税込）
KBNひかりテレビ
「ラ イ ト」
（1台目）

KBNひかりテレビ
「デラックス」
（1台目）

KBNひかりテレビ
「スタンダード」
（2台目より1台当り）

登　録　費 ３，３００円 ３，３００円

ー
実　　　費
実　　　費
９９０円／台

ー

KBNひかりテレビ
「デラックス」
（2台目より1台当り）

３，３００円

ー
実　　　費
実　　　費

１，７６０円／台

ー３３０円

引込工事費 実　　　費
ー

実　　　費
2，8６０円

KBNひかりテレビ
「スタンダード」
（1台目）

３，３００円

３３０円

実　　　費
実　　　費
実　　　費
３，９６０円

３，３００円

３３０円

実　　　費
実　　　費
実　　　費
４，７３０円

セットトップボックス
宅内工事費

追加接続管理料
(追加接続端子あり)

月額基本サービス利用料

KBNひかりテレビ
「スタンダード」
（1台目）

KBNひかりテレビ
「デラックス」
（1台目）

KBNひかりテレビ
「スタンダード」
（2台目より1台当り）

登　録　費 ３，３００円 ３，３００円

ー
実　　　費
実　　　費

別途定める利用料

ー

KBNひかりテレビ
「デラックス」
（2台目より1台当り）

３，３００円

ー
実　　　費
実　　　費

別途定める利用料

ー５５０円／端子

引込工事費 実　　　費
実　　　費
実　　　費

別途定める利用料

３，３００円

５５０円／端子

実　　　費
実　　　費
実　　　費

別途定める利用料

セットトップボックス
宅内工事費

追加接続管理料
(追加接続端子あり)

月額基本サービス利用料

（旅館、ホテル、病院、美理容院、飲食店、デパート、スーパー、ショールームなどでお客様に利用する場合をさします。）
１－１－3　業務用加入料金表（税込）

付　　則
（１）ペイ放送サービスは基本サービスをご利用いただいている場合にのみご利用ただけます。また、STBごとに当社の
　　記録に基づいて課金されます。
（２）加入者施設または建物基本契約の定めによって、特定のサービスがご利用いただけない場合があります。
（３）ＮＨＫのテレビ受信料（衛星受信料を含む）、株式会社ＷＯＷＯＷの加入料および視聴料・衛星放送（ＢＳデジタル
　　放送、スカパー！サービス）の有料チャンネルを視聴する場合利用料には含みません。
（４）KBNひかりテレビのチャンネルラインナップ以外の衛星放送（BSデジタル放送、スカパー！サービス）の中で、有料
　　チャンネルを視聴する場合、各放送事業者と別途受信契約が必要となります。契約方法や料金につきましては、
　　カスタマーセンターへ直接お問い合せください。
【スカパー！サービスに関するお問い合せ】
　　スカパー！カスタマーセンター（総合窓口）0120-211-855　受付時間10:00～20:00（年中無休）

２．諸手数料（税込）
KBNひかりテレビサービス

再 開 手 数 料 55０円
解 約 手 数 料 55０円

督 促 手 数 料 33０円

KBN同軸テレビサービス
再 開 手 数 料 5，５００円
解 約 手 数 料 ５，５００円


