株式会社テレビ松本ケーブルビジョン契約約款
株式会社テレビ松本ケーブルビジョン
（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）
との間に結ばれる契約は以下の条項によります。
（提供するサービス）
第１条 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
します。
(1) 基本サービス
放送法第２条に定める放送事業者のテレビジョン放送、データ放送及びラジオ放送の同時再放
送サービス並びに当社の自主放送サービスのうち、別表１第１項に定めるサービス
(2) オプションサービス
放送法第２条に定める放送事業者が行う有料放送サービスのうち、別表１第２項に定めるサー
ビス（別表５に定めるオプションサービス料を支払う場合又は（株）ＷＯＷＯＷと加入者間で受信
契約を締結し、その視聴料を支払う場合に限ります。）
(3) 緊急地震速報サービス
別に定める
「緊急地震速報サービス利用規約」
にそった緊急地震速報サービス
(4) 上記に付帯するサービス
（契約の対象並びに成立）
第２条 本契約は、各世帯ごとの加入申込者が当社所定の加入契約申込書を提出し、当社がこれを承諾
したときに成立するものとします。

(2) 加入者が当社に無断で増設工事等を行い、当社の施設を利用した場合は、別途当社の定めた （遅延損害金）
第２１条 本契約に定める金銭債務の遅延損害金は年１４％の割合によるものとします。
利用料を支払うものとします。
（保守責任）
第９条 当社の維持管理、保守責任範囲は、当社の放送センターから保安器までとし、保安器の出力端
子以降の施設及び受信機等に起因する障害の修復に要する費用は加入者負担とします。
加入者は、故意又は過失により当社の施設に障害・故障をもたらした場合は、その施設の修復
に要する費用を負担するものとします。

（Ｂ−ＣＡＳカードの取扱いについて）
第２２条 「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「ＣＡＴＶ専用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) 加入者の故意又は過失によりＢ−ＣＡＳカードを破損又は紛失した場合には、その損害額及び
再発行手数費用１，
９９５円（消費税込）
を直ちに当社に支払うものとします。

（特別工事）
第１０条 増幅器取付、増設及び受信施設の移動（当社のサービス区域内に限ります）等の工事費は、別
表７に定めるとおりとします。

（Ｃ−ＣＡＳカードの取扱いについて）
第２３条 「Ｃ−ＣＡＳカード」に関する取扱いについては、別紙１
「ＣＡＳ用ＩＣカード使用許諾契約約款」に
定めるところによります。

（サービスの変更）
第１１条 加入者は、サービス内容を変更しようとする時は速やかに当社に申し出るものとし、当社はそ
の申し出に基づき速やかに変更後のサービスを提供します。

（加入者個人情報の取扱い）
第２４条 当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報保護に関する法律 ( 平成１５年法律
第５７号 )、個人情報の保護に関する基本方針 ( 平成１６年４月２日閣議決定 )、及び放送受信
者等の個人情報の保護に関する指針 ( 平成１６年８月３１日総務省告示第６９６号。以下「指
針」
という ) に基づくほか、当社が指針第２８条に基づいて定める
「個人情報保護方針」及び別
紙２
「個人情報のお取扱いについて」
に基づいて適正に取扱います。
(2) 当社の「個人情報保護方針」
には、当社が保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者
個人情報により識別される特定の個人 ( 以下「本人」という ) が当社に対して行う各種求めに
関する手続き、苦情処理の手続き、その他取扱いに関し必要な事項を定め、当社のホームペー
ジ上において公表します。
(3) 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取扱うとともに、保有
する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。

（サービス提供内容の変更）
第１２条 当社は止むを得ない事情により、サービス提供内容を変更することがあります。
この場合、変
更によって起こる損害の賠償には応じないこととします。
（無断使用等の禁止）
第１３条 加入者がテープ、配線等により当社のサービスを第三者に提供することを禁止します。

（加入契約の解約）
第１４条 加入者は正当な理由がある場合、本契約を解約することができます。
この場合、当社は加入金
について、設置工事終了後２年未満に限り別表８に定める額を解約の日から３ヶ月以内に返金 （東京キー局の放送サービス）
するものとします。
ただし、山形ケーブルテレビサービス及び朝日村ケーブルテレビからの移
第２５条 第１条第１項に定める基本サービスのうち、東京キー局の放送サービスは次のとおりとします。
行加入、松本市四賀地区、松本市安曇地区、松本市奈川地区、塩尻市デジタル放送対策事業、
(1) 東京キー局のアナログ放送サービスは、平成２３年７月２４日をもって終了します。
ＪＡ松本ハイランド組合員団体一括加入、松本市地域情報通信基盤整備推進事業、キャンペー
(2) 東京キー局の地上デジタル放送サービスは、東京キー局との話し合いによる一定期間の経過
（利用料）
ン等による特別加入の加入については、加入金の返金はありません。
措置（激変緩和措置）
によるものであるため、平成２６年７月２４日をもって終了します。
第４条 (1) 加入者は別表４に定める利用料を毎月支払うものとします。利用料は、サービスの提供を受
(2) 天災・事変または当社の責に帰さない事由等により、当社が業務を継続することが出来なく
なお、テレビ東京の地上デジタル放送サービスについては、平成２６年７月２５日以降も提供で
けた月から支払義務が生じるものとします。解約の場合は解約日の属する月の利用料につ
なった場合は、設備負担金を返金しないものとします。
きるよう協議を継続します。
いて支払いを要します。
(3) 解約の場合、当社は当社の施設を撤去しますが、撤去に伴い加入者が所有もしくは占有する敷
(3) 東京キー局の地上デジタル放送を視聴するためには、地上デジタルチューナ又は当社のデジ
なお、当社のサービスの全部が引き続き１４日間以上停止した場合は、その月の利用料の支
地、家屋、構築物、アンテナ等の復旧を要する場合は、加入者においてその復旧費用を負担す
タルチューナが必要となります。
払いは要しません。
るものとします。
(4) 加入者は、東京キー局の地上デジタル放送を視聴するにあたり、受信機のチャンネルの地域設
(2) 加入者が本契約によるサービスと当社が提供するケーブルプラス電話サービスをセットで
(4) 平成２５年８月１日以降の加入者が本契約を解約する場合は、別表９に定める解約手数料を支
定を
「長野」
に設定するものとします。
利用する場合は、別途当社が規定する金額を利用料から割り引くものとします。
払うものとします。
(5) 東京キー局の地上デジタル放送の地域情報、行政情報、災害情報、防災情報及びＣＭ等（以下
「地域情報等」
という）
は、関東地域のものであるため、加入者は、長野県内の地域情報等を入
（ＮＨＫ及び㈱ＷＯＷＯＷの料金）
（一時停止）
手するために県内放送局の地上デジタル放送を視聴するものとします。
第５条 別表２、４に定める料金については、
ＮＨＫの受信料及び（株）ＷＯＷＯＷの加入料及び視聴料
第１５条 加入者よりサービス利用の一時停止の申し出があった場合の利用料の取扱いは、次のとおり
(6)
東京キー局の放送サービスは、一定期間の経過措置
（激変緩和措置）によるものであるため、
は含まれておりません。従ってこれらの受信については、
ＮＨＫ及び（株）ＷＯＷＯＷと加入者間
とします。
なお、
デジタルチューナの一時停止はできません。
東京キー局の地上デジタル放送サービス開始後の加入者は、一部のチャンネルを除いてサー
で受信契約を結び、それぞれに対して料金を支払っていただきます。
(1) 一時停止の期間が２カ月未満の場合は、第４条の規定を準用して利用料をいただきます。
ビスを利用できません。
(2) 一時停止の期間が２カ月以上の場合は、一時停止を申し出た日の属する月の翌月から、再開し
（デジタルチューナ）
（デジアナ変換の放送サービス）
た日の属する月の前月までの利用料を無料とします。
第６条 加入者は、当社が提供するデジタルベーシックサービス、デジタルぱっくサービス、デジタルワ
第２６条 第１条第１項に定める基本サービスのうち、長野県内放送局の地上デジタル放送及び当社の
イドサービス及びＪチャンプラスサービス
（以下「デジタルサービス」
という）
を利用するために必
（名義変更）
自主デジタル放送のアナログ変換による放送サービス（以下「デジアナ変換サービス」という）
要な機器であるデジタルチューナ及びリモートコントローラ等の貸与を受けることができます。
第１６条 当社が定める条件を満たす場合、新加入者は当社の承認を得て、旧加入者の名義を変更でき
は次のとおりとします。
デジタルチューナの設置費用及びデジタルサービスの変更手数料は、別表７に定めるとおりとし
るものとします。
この際、当社指定の用紙により当社に届け出るものとします。
平成２３年７月１日から平成２７年３月３１日までとします。
(1) デジアナ変換サービスの提供期間は、
ます。
(2) デジアナ変換サービスには、次の各機能上の制約があります。
(2) 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 CS デジタル放送用 IC （加入者の義務違反による停止）
・映像はＳ
Ｄ画質であること
カード（以下 C-CAS カードという）の取扱いについては、第２２条又は第２３条の規定によるも
第１７条 当社は加入者が加入金の支払を１回でも遅延した場合、又は利用料の支払いを２ヶ月分以上
・画角はレターボックス形式であること
のとします。
遅延した場合、その他契約約款に違反する行為があった場合は、サービスの提供を停止する
２カ国語対応（音声２ＥＳは非対応）
であること
・オーディオはステレオ対応（5.1ch は非対応）、
(3) デジタルチューナのリモートコントローラと電池は消耗品のため、交換が必要な場合は加入者の
か、
または催告のうえ本契約を解除することができるものとします。
・データ放送、EPG、字幕等はないこと
負担とします。
この場合、加入者は解除の日から７日以内に、自己の費用でデジタルチューナその他当社の施
・コンテンツはコピーワンスであること
(4) 加入者はデジタルチューナを本来の用法に従って使用するものとし、故意又は過失によるデジタル
設一切を返還するものとします。
・マルチ編成等により複数の番組が放送されている場合でも、サブチャンネルは再送信しな
チューナの破損、紛失等の場合には、
これによる損害を当社に賠償するものとします。
また、当社は施設の返還の有無にかかわらず、サービスの提供を停止いたします。
いこと
(5) 貸与されたデジタルチューナの第三者への譲渡は禁止します。
(2) 前項により本契約が解除された場合、当社は加入金の返金はいたしません。
また、損害がある
(6) 当社が加入者に貸与したデジタルチューナに故障が生じた場合には、当社は無償にてその修理、
場合は加入者の負担となります。
（定めなき事項）
交換、その他必要な措置を講ずるものとします。
ただし、加入者がデジタルチューナを本来の用
第２７条 本契約約款に定めてない事項、あるいは疑義が生じた場合は、当社及び加入者並びに加入申
法に従って使用しなかったときは、該当いたしません。
また、当社が認める場合を除き、加入者は （免責事項）
込者はお互いに信義誠実の原則にたって円満に解決にあたるものとします。
第１８条 当社は、次の場合のサービス提供の停止に基づく損害の賠償責任は負わないものとします。
デジタルチューナの交換を請求できません。
・天災、事変
付則 (１) 当社は特に必要がある場合は、本契約に特約を付すことができるものとします。
(7) デジタルチューナの貸与を受けた加入者は、解約時に、B-CAS カード及び C-CAS カードと一
・放送衛星、通信衛星の機能停止、及び降雨減衰
(２) 一括加入、業務用等で本契約に定めのない事項については、別途定めます。
緒に、当社に返還するものとします。その際、別表６に定める解約手数料を支払うものとします。
・当社が当社の区域外波受信設備（以下「受信点」という）において受信することができる県
(３) 当社は、総務大臣に届け出・受理された上で、本契約約款を変更する場合があります。
ただし、
デジタルチューナを当社に持参された場合は不要です。
外の放送局の放送の同時再送信に関して、受信点において発生する電波伝搬の異常によ
この場合、当社と加入者との契約内容は、変更後の契約約款の内容によることとします。
(8) 加入者は、当社が必要に応じて行うデジタルチューナのソフトウエア等のバージョンアップ作業
って起こる受信電界強度の時間的変動（フェージング）
(４）朝日村ケーブルテレビからの移行加入者とは、本契約約款の規定に基づく契約が結ばれてい
の実施に同意するものとします。
・その他当社の責に帰することのできない事由
るものとみなします。
(9) デジタル放送は、当社の指定するデジタルチューナに、当社が管理するＢ−ＣＡＳカード及びＣ−
(５) 当約款は、平成２５年９月１日から一部改正のうえ施行します。
ＣＡＳカードが設置された場合のみ、
ご利用いただけます。
（料金の支払い方法）
(10) デジタルチューナの最低利用期間は支払い開始月から１年間とします。
特約
第１９条 加入者は、本契約に基づく料金については、当社の指定する期日までに当社の指定する方法
〈クレジットカード支払いに関する特約〉
により、支払うものとします。
（設置場所の無償提供）
１．加入者は、加入者が支払うべき当社の提供するサービスの月額料金、加入金等の一切の債務
尚、口座振替（振替指定日は、別表１０に定めるとおりです。）
に伴う領収書については金融機
第７条 当社は、施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家 屋、
を、加入者が指定する当社が取り扱い可能なクレジットカード
（ＪＣＢ、
ＶＩＳＡ、
マスター、アメリカ
関の通帳の記載をもってかえさせていただきます。
構築物等を無償で使用できるものとします。
ン・エキスプレス、
ダイナース）で、
クレジットカード会社の規約に基づいて支払うことができます。
(2) 利用料について、
１年分前納する場合は、
１ヶ月分減額になります。尚この１ヶ月分は、払込済の
加入者は、契約締結について地主、家主等利害関係者があるときは、予め必要な承諾を得てお
２．
加入者は、
当社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。
また、当社
最終月分とします。
くものとし、
このことに関して責任を負うものとします。
が、加入者が届出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、加入者が届出たクレジッ
(3) 加入者が当社に料金を振込む場合の金融機関の振込手数料は、加入者負担とします。
トカード以外のクレジットカード番号で代金請求した場合も、前項と同様とします。
（設置工事等）
３．加入者は、当社に届出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅延なく当社
第８条 当社の業務に必要な設備の設置工事は、当社及びその指定する業者が行います。
また、松本市 （加入金、利用料等の改定）
にその旨を届け出ることとします。
第２０条 社会、経済情勢の変化に伴い、加入金、利用料等を改定することがあります。その場合には、改
波田地区及び山形村の加入者が、デジタルサービスから地デジコースサービス又はノーマルサ
４．加入者は、加入者が指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除され
定１ヶ月前までに当該加入者に通知します。
ただし、加入金については既加入者には適用いた
ービスへ変更する場合、当社又はその指定する業者が加入者の保安器にて必要な措置を講じ
ても異議を申し立てないこととします。
しません。
ます。
（加入金及び工事費）
第３条 加入者はサービスを受けるにあたり、別表２に定めるり加入金及び工事費を当社の指定した日
までに支払うものとし、その支払方法は、別表３に定めるとおりとします。
なお、集合住宅等については、別途協議して加入金及び工事費を決定します。

別表１
１．基本サービス
（デジタルぱっくサービスの新規受付は終了しています。）
①テレビジョン放送・データ放送 （●印｢デジタル・アナログ放送｣、○印｢デジタル放送｣は、当該サービスで視聴できるチャンネルを示します。
）
アニマルプラネット
ザ・シネマ
Ｊ ＳＰＯＲＴＳ ３
女性チャンネル ＬａＬａ ＴＶ

ＭＯＮＤＯ ＴＶ
フジテレビＴＷＯ ドラマ・アニメ
フジテレビＯＮＥ スポーツ・バラエティ

スカイ・Ａ ｓｐｏｒｔｓ+
ディズニーＸＤ
ディズニー・チャンネル
ヒストリーチャンネル ＴＭ
ディスカバリーチャンネル
テレ朝チャンネル２ ニュース・スポーツ
ＣＮＮｊ
日経ＣＮＢＣ
キッズステーション
スペースシャワーＴＶ
ＡＸＮ
スーパー！ドラマＴＶ
時代劇専門チャンネル
日本映画専門チャンネル
ファミリー劇場
チャンネルＮＥＣＯ
釣りビジョン
ゴルフネットワーク
Ｊ ＳＰＯＲＴＳ ２
Ｊ ＳＰＯＲＴＳ １
囲碁・将棋チャンネル
アニマックス
日テレＧ＋
ＧＡＯＲＡ

Ｄｌｉｆｅ
放送大学
ＴｗｅｌｌＶ
︵トゥエルビ︶
ＢＳ

地区及びサービス区分

ＢＳフジ
ＢＳジャパン
ＢＳ Ｔ-ＢＳ
ＢＳ朝日
ＢＳ日テレ
ＮＨＫＢＳプレミアム
ＮＨＫＢＳ１
お天気ポーター
ＱＶＣ

ショップチャンネル
塩尻市行政チャンネル
松本市行政チャンネル
防災・交通情報チャンネル
松本山雅＆スポーツチャンネル
テレビ松本 アーカイブスチャンネル
チャンネル７００
ＡＹＴ自主放送
ＹＣＳ自主放送
気象情報
テレビ松本
テレビ朝日
テレビ東京
フジテレビ
ＴＢＳ
日本テレビ
長野放送
信越放送
長野朝日放送
テレビ信州
ＮＨＫ Ｅテレ
ＮＨＫ総合

チャンネル名

１１

デジタルワイドサービス

松本市
（波田・奈川・上高地地区を除く）
塩尻市

デジタルぱっくサービス
デジタルベーシックサービス
地デジコースサービス
デジタルワイドサービス
デジタルぱっくサービス

松本市波田地区

デジタルベーシックサービス
ノーマルサービス
デジタルワイドサービス
デジタルぱっくサービス

松本市奈川・上高地地区

デジタルベーシックサービス
Ｊチャンプラスサービス
地デジコースサービス
デジタルワイドサービス
デジタルぱっくサービス

山形村

デジタルベーシックサービス
ノーマルサービス
デジタルワイドサービス
デジタルぱっくサービス

朝日村

デジタルベーシックサービス
地デジコースサービス

②ラジオ放送 （●印は、受信できる放送を示します。）

地

区

信越放送
ＮＨＫ第２
ＮＨＫ第１
放送大学
東京ＦＭ
ＦＭ長野
ＮＨＫＦＭ

放送名

別表２
加入金及び工事費
（税込）
１世帯あたり

加入金

工事費

２１，
０００円

１４，
７００円

合

計

３５，
７００円

別表３
加入金及び工事費の支払方法
（税込）

全地区

フジテレビＮＥＸＴ ライブ・プレミアム

ディズニーＸＤ
ディズニー・チャンネル
アニメシアターＸ
Ｍｎｅｔ
Ｊ ＳＰＯＲＴＳ ４

フジテレビＴＷＯ ドラマ・アニメ

グリーンチャンネル２
グリーンチャンネル
ＴＢＳチャンネル１
東映チャンネル
衛星劇場

サービス区分

フジテレビＯＮＥ スポーツ・バラエティ

チャンネル名

スター・チャンネル ３
スター・チャンネル ２
スター・チャンネル １
ＷＯＷＯＷシネマ
ＷＯＷＯＷライブ
ＷＯＷＯＷプライム

２ オプションサービス
●印（デジタル放送）は、当該サービスで視聴できるチャンネルを示します。ただし、別表５に定めるオプションサービ
ス料又は㈱ＷＯＷＯＷの視聴料を支払う場合に限ります。

区

分

１回目

１回払

３５，
７００円

２回払

１７，
８５０円

２回目
１７，
８５０円

別表４
利用料
（税込）
(1)戸建住宅及び集合住宅タイプＣ
①基本料金
（税込）
サービス区分
（ベーシック、
デジタルベーシック、
デジタルぱっく、
デジタルワイド）
サービス
（地デジコース、
Ｊチャンプラス、
ノーマル）
サービス

月額
２，
５２０円
８４０円

朝日村のデジタルベーシックサービス

１，
６００円

デジタルワイドサービス

朝日村のデジタルぱっくサービス

３，
３６０円

デジタルぱっくサービス・デジタルベーシックサービス

朝日村のデジタルワイドサービス

３，
５７０円

②追加料金
（税込）
サービス区分

月額

デジタルベーシックサービス
（デジタルチューナ２台目以降１台あたり）

１，
１５５円

デジタルワイドサービス
（デジタルチューナ１台あたり、ただし、朝日村は
デジタルチューナ２台目以降１台あたり）

１，
３６５円
５２５円

Ｊチャンプラスサービス
（デジタルチューナ１台あたり）
(2)集合住宅タイプＡ及び集合住宅タイプＢ
①一括契約の基本料金
（税込）
契約区分

別途協議して定めます

集合住宅タイプＢ

２，
５２０円

②個別契約の基本料金
（税込）（集合住宅タイプＢの場合に限る）
サービス区分

月額

（デジタルベーシック、
デジタルぱっく、
デジタルワイド）
サービス

１，
３６５円

サービス区分

月額
５２５円

デジタルベーシックサービス（デジタルチューナ1台あたり、ただしタイプＢは２台目以降１台あたり）
デジタルぱっくサービス
（デジタルチューナ1台あたり）

１，
１５５円

デジタルワイドサービス
（デジタルチューナ1台あたり）

１，
５７５円

別表５
オプションサービス
（税込）
チャンネル区分

月額

スター・チャンネル
（１、
２、
３の３チャンネル）

２，
１００円

衛星劇場

１，
８９０円

グリーンチャンネル
（グリーンチャンネル、
グリーンチャンネル２のチャンネル）

１，
２６０円

フジテレビ
（フジテレビＯＮＥ、
フジテレビＴＷＯの２チャンネル）

１，
０５０円

東映チャンネル

１，
５７５円

ＴＢＳチャンネル１

６３０円

フジテレビ(フジテレビＯＮＥ、
フジテレビＴＷＯ、
フジテレビＮＥＸＴの３チャンネル)
フジテレビＮＥＸＴ／デジタルワイド契約者のフジテレビＮＥＸＴ

１，
５７５円
１，
２６０円／１，
０５０円

ＪＳＰＯＲＴＳ ４

１，
３６５円

Ｍｎｅｔ

１，
５７５円

アニメシアターＸ

１，
８９０円

ディズニーチャンネル
（ディズニー・チャンネル、
ディズニーＸＤの２チャンネル）

８３０円

別表６
デジタルチューナ設置料及びデジタルサービス変更・解約手数料
（税込）
１台あたり
同上
同上

５，
２５０円
２，
１００円
３，
１５０円

別表７
特別工事費
（税込）
内容

金額

増幅器取付工事費

１４，
７００円

１世帯用（本体価格を含む）

増設工事費

１３，
６５０円

テレビ端末のない場所への配線工事（１ヵ所）

移動工事費

１０，
５００円

引越などの移動工事

３，
１５０円
実費

詳細

滞納撤去後の再接続工事
宅内でのサービスの移動

別表８
解約に伴う加入金の返金
設備工事終了後
２年以上経過

設備工事終了後
１年以上２年未満

設備工事終了後
１年未満

なし

加入金の３３％

加入金の６７％

返金額
別表９
解約手数料
（税込）
内容

金額

サービス解約工事費

５，
２５０円

２６日

三井住友銀行

２３日

りそな銀行、埼玉りそな銀行

２５日

みずほ銀行

２７日

第１１条
（免責事項）
当社は、この約款に別段の規定のある場合ほか、カードの使用に関して発生する使用者の
損害について当社に故意または重大な過失のある場合を除き、一切の責任を負いません。
第 12 条
（契約約款の変更および周知方法）
本契約約款は変更することがあります。本契約約款の変更事項または新契約約款について
は、
別に定める方法で周知します。
［別表］
カード再発行費用
第５条第２項および第６条第４項に規定する
「カード再発行費用」
２，
９４０円
（消費税込）

別紙２

別紙１

③個別契約の追加料金
（税込）

宅内移動工事費

振替指定日

八十二銀行、松本信用金庫、長野県労働金庫、長野銀行、長野県信用組合、ゆ
うちょ銀行、松本ハイランド農業協同組合、松本市農業協同組合、塩尻市農業
協同組合、洗馬農業協同組合、あづみ農業協同組合、木曽農業協同組合

第１０条
（契約義務違反）
使用者が本契約に違反した場合、当社は契約を解除し、使用者に対し、当該カードの返却を
求めるほか、
当社が被った損害の賠償を請求することができます。

月額

集合住宅タイプＡ

再接続工事費

金融機関名

５２５円

デジタルぱっくサービス
（デジタルチューナ１台あたり、ただし、朝日村は
デジタルチューナ２台目以降１台あたり）

デジタルチューナ
（標準型）
設置料
デジタルサービス変更手数料
デジタルサービス解約手数料

別表１０
金融機関の振替指定日
（休日の場合は翌営業日）

詳細
ケーブル撤去、機器回収等

ＣＡＳ用ＩＣカード使用許諾契約約款

個人情報のお取り扱いについて

株式会社テレビ松本ケーブルビジョン ( 以下
「当社」
という ) は、お客様がこの約款の内容に同意さ
れる場合に限り、
ＣＳデジタル放送用ＩＣカード (Ｃ-ＣＡＳカード )( 以下「カード」という ) をお客様が
使用することを許諾します。

個人情報に対する基本姿勢
個人情報保護法の趣旨を尊重し、
これを担保するために「個人情報保護方針」
「個人情報保護計
画」
「個人情報保護・管理規定」を定め実行してまいります。

第１条
（カードの使用目的）
カードには、デジタルＣＡＴＶ放送受信機器 ( 以下「デジタルチューナ」
という）
を制御する集
積回路 (ＩＣ) が内蔵されています。
このカードは、有料放送サービスの視聴のために必要と
なります。

保有する個人情報
①当社は、お客様の個人情報(ご氏名、
ご住所、電話番号、
メールアドレス等)を有しています。
②お客様の個人情報は、当社のデータベースシステムに登録されます。当社データベースシス
テムに登録されるお客様の個人情報は、お客様に交付した申込書の写しに記された契約の履
行に伴い発生する料金請求情報等です。

第２条
（カード使用許諾）
このパッケージに同封されているカードの所有権は当社に帰属します。
この約款に同意した
お客様 ( 以下
「使用者」
という ) に限り、
本契約に基づきカードの使用を許諾します。
第３条
（カードの貸与単位）
当社は、
使用者に対し、
デジタルチューナ１台につき、
カード１枚を貸与します。
第４条
（カードの管理等）
使用者は、
カードをデジタルチューナに常時装着した状態で使用・保管し、
カードが紛失、盗
難、故障および破損することのないよう十分注意（善良な管理者の注意）をしなければなり
ません。
(2) 当社が使用者のカードが使用されたものと確認して取り扱った場合、当社は放送の受信そ
の他受信機器を用いて行われる全ての操作が使用者によって行われたものとみなし、
カード
の第三者による不正利用等の事故により損害が生じても、当社は一切の責任を負いません。
第５条
（カードの故障および交換等）
使用者は、カードに起因すると推測される受信障害が発生した場合は、当社に連絡してくだ
さい。
(2) 使用者に貸与されたカードの故障によって受信障害が発生したと当社が認定した場合は、
当該カードを交換します。
この場合、当社が無償と認定した場合を除き、使用者は当社に対
し、
別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただきます。
(３) カードの故障により、ペイ・パー・ビュー放送サービス、有料放送サービス等が視聴できな
い等の損害が生じても、当社は一切の責任を負いません。
(４) 第２項の場合、当社からカードの故障が認定されたカードは、直ちに当社に返却しなければ
なりません。
第６条
（カードの紛失・盗難等および再発行）
使用者が、カードを紛失または盗難等にあった場合は、直ちに当社に通知しなければなりま
せん。
(２) 当社が前項の通知を受理した場合は、当該カードを無効とし、カードを通じて行う各種サー
ビスの対応を停止します。
(３) 紛失または盗難等により、当社が使用者からカードの再発行の請求を受けた場合は、当社が
再発行することを不適と認めた場合を除き、
カードの再発行を行います。
(４) 前項の場合、使用者は当社に対し、別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただきます。
第７条
（不要となったカードの返却等）
使用者は、
カードが不要となった場合は、
直ちに当社に連絡のうえ、カードを返却しなければな
りません。
(２) 前項に基づく返却があった場合、
本契約は終了します。
(3) カード返却受理後に、新たにカードの発行請求を受けた場合、当社は第６条第３項および第
４項の規定に順じて、
カードの再発行を行います。
第８条
（使用許諾の取り消し）
当社の都合により、
カードの使用許諾を取り消す場合があります。
(２) 当社の都合により、
使用者にカードの交換・返却を要求することがあります。
第９条
（禁止事項等）
使用者は、
カードの複製・翻案、および改造・変造・改ざん等カードの機能に影響を与える
行為を行うことはできません。
また使用者は、カードを日本国外に輸出または持ち出すこと
はできません。
(２) 使用者はカードをレンタル、リース、賃貸または譲渡その他方法のいかんを問わず、第三者
に使用させることはできません。
ただし、使用者と同一世帯の者に限り、使用者の責任にお
いて、
当該カードを利用させることができます。
(３) 使用者が法人で、当社に個別に要請のあった場合は、前項の規定によらず、当社が別に定め
る規定によるものとします。

お客様の個人情報の利用目的
①サービスに関する工事の施工、料金請求や収納業務等のため。
をご提供
②お客様に対してダイレクトメール、電子メール、定期訪問等により情報（商品案内など）
するため。
③各種キャンペーン等のお知らせをお客様にお届けするため。
④お客様から寄せられたご意見、
ご要望等にお応えするため。
⑤お客様が当社からご購入頂いた商品のアフターサービス、メンテナンス、定期点検等を行うため。
⑥お客様の個人情報の集計・分析を行い、個人を識別・特定できないように加工した統計情報を
作成し、新規サービスの開発等を行うため。
お客様の個人情報の第三者への提供
第三者への提供にあたっては、機密保持のための必要な措置を講じます。
第三者への個人情報の提供は停止請求をできますが、契約履行上・管理上の支障が生じること
があります。
お客様の個人情報（ご氏名、
ご住所、電話番号、
メールアドレス等）は、次のいずれかに該当する
場合を除き、いかなる第三者にも提供いたしません。この利用は、お客様からの申し出により取
り止めます。
①お客様からご同意をいただいた場合。
②お客様個人を識別できない状態にしている場合。
③当社が委託する工事業者等に提供する場合。
④人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、お客様の同意を得るこ
とが困難であるとき。
⑤公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客
様の同意を得ることが困難であるとき。
⑥国の機関もしくは地方公共団体が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要
がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれが
あるとき。
⑦法令に基づく場合。
お客様の個人情報の保護対策
①当社の従業員に対して個人情報保護のための教育を定期的に行い、お客様の個人情報を厳
重に管理いたします。
②当社が保有するデータベースシステムについては、
「情報セキュリティ管理規定」に従い、必要
なセキュリティ対策を講じます。
お客様の個人情報の外部委託
当社が保有する個人情報の処理については外部委託をするときは、必要な契約を締結し、当社
の従業員に対するのと同等の管理・監督を行います。
お客様の個人情報の共同利用
お客様の個人情報を共同利用するときは別途必要な処置を講じます。
苦情、訂正・利用停止等の申し立て先
①個人情報の取扱責任者：特命事項担当 高山潔
②苦情・相談窓口：総務部
電話：0263-35-1008 ＦＡＸ：0263-36-4001
E-MAIL：info̲catv@tvm.co.jp
個人情報の削除・消去
お客様との契約解除後５年経過後、お客様の事前・事後の承諾を得ることなく、お客様の個人情
報を安全かつ完全に削除・消去することがあります。

買取デジタルチューナのご確認事項
1. ＳＴＢの販売および所有について
株式会社テレビ松本ケーブルビジョン
（以下「当社」
という）
は、当社の加入者（以下｢加入者」
という）
に対し、
「ハードディスク内蔵
（６００シリーズ）」、
「ブルーレイディスクドライブ内蔵（９００シリーズ）」、
「外付けハードディスク対応（３００シリーズ）」のパナソ
ニック製デジタルチューナ
（以下「ＳＴＢ」
という）
およびリモートコントローラ等の付属品（Ｂ-ＣＡＳおよびＣ-ＣＡＳカードを除く、以
下「付属品」
という）
を販売します。ただし、別途「当社契約約款」に定める料金の支払いを遅延している加入者に対しては、
この限
りではありません。
（2）ＳＴＢおよび付属品の所有権は、別途「デジタルサービス申込書」に定める料金を、加入者が当社の指定する方法により完納した
ときから加入者に帰属するものとします。
（3）当社は、加入者に販売したＳＴＢの下取りはしません。また、今後新しく販売する製品への交換・価格優待などはしません。
（4）加入者は、当社が必要に応じて行うＳＴＢのバージョンアップ作業に同意するものとします。
2. ＳＴＢおよび付属品の保証について
ＳＴＢおよび付属品の保証期間は、
ＳＴＢ取付完了日から１２ヶ月間とします。保証期間内に故障が生じた場合には、当社は無償で
修理・交換、その他必要な処置を行います。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場合は、
この限りではあ
りません。
3. Ｂ-ＣＡＳおよびＣ-ＣＡＳカードについて
Ｂ-ＣＡＳおよびＣ-ＣＡＳカードの取り扱いについては、別途「当社契約約款」第２２条および第２３条の定めに従います。
ＳＴＢを使
用した当社の「デジタルサービス」を解約する場合には、
Ｂ-ＣＡＳおよびＣ-ＣＡＳカードを当社に返却していただきます。
4. ＳＴＢの譲渡について
加入者がＳＴＢを第三者に譲渡する場合には、あらかじめ当社所定の「届出書」を当社に提出していただきます。その際、
Ｂ-ＣＡＳ
およびＣ-ＣＡＳカードを当社に返却していただきます。なお、譲渡をするためには、
「届出書」を当社に提出する日までに、加入者
がＳＴＢに関係するすべての料金を当社に完納している事が必要です。また、譲受人は当社と新たにデジタルサービス等の契約
をしていただきます。
5.

責任事項および免責事項
当社と加入者の責任分界点を保安器とし、保安器から先の加入者の設備に起因する障害・事故および落雷などの天災によるＳＴ
Ｂの損傷については、当社は責任を負わないものとします。
（2）ＳＴＢを使用して外部機器および外部メディア等への録画・録音に失敗した場合や、録画・録音したデータが消失した場合、
これに
より生じた損害について、原因の如何を問わず当社は一切の補償をいたしません。
6.

著作権および著作隣接権侵害の禁止
加入者がＳＴＢを使用して録画・録音できるのは、個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲において使用することを
目的とする場合のみです。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物の上映
は認められていません。また、その他当社が提供しているサービスが有する著作権および著作隣接権を侵害することはできませ
ん。

ＣＡＴＶ専用 Ｂ-ＣＡＳカード使用許諾契約約款
お客様が使用するケーブルテレビ用のセットトップボックス等（以下「ＣＡＴＶ用受信機器」
といいます）
には、デジタル放送を受信する
ためのＩＣカード
（ＣＡＴＶ専用Ｂ−ＣＡＳカード）(以下「カード」
といいます)が添付されています。このカードは、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
（Ｂ−ＣＡＳ社）
（以下｢当社｣といいます）
が社団法人日本ケーブルテレビ連盟（以下「ＪＣＴＡ」
といいま
す）
と契約し、
ＪＣＴＡを経由してご加入のケーブルテレビ局(以下「ＣＡＴＶ会社」
といいます)に配布しているものです。当社は、
このカ
ードを、
この約款の契約（ＣＡＴＶ専用Ｂ−ＣＡＳカード使用許諾契約）
に基づいてお客様に貸与します。お客様がＣＡＴＶ会社の用意する
書面においてこの約款に同意すると、当社との間に契約が成立しますので、事前にこの約款を必ずお読みください。
第１条（カードの使用目的）
このカードには、
ＣＡＴＶ用受信機器を制御する集積回路(ＩＣ)が内蔵されており、
ご加入のＣＡＴＶ会社がカードの使用を認めたＣ
ＡＴＶ用受信機器において、
ご加入のＣＡＴＶ会社が行う地上デジタルテレビジョン放送、
ＢＳデジタル放送および110度ＣＳデジ
タル放送の再送信、ならびに著作権保護に対応した自主放送（以下まとめて「放送サービス」
といいます）
を受信する目的で使用
されます。
第２条（カードの所有権と使用許諾）
このカードの所有権は、当社に帰属します。
2. この契約に基づき、お客様およびお客様と同一世帯の方がこのカードを使用できます。
第３条（カードの管理）
お客様は、
このカードをＣＡＴＶ用受信機器に常時装着した状態で使用・保管し、
カードが紛失、盗難、故障および破損することのな
いように十分注意してください。

第４条（カードの故障交換等）
カードが原因と思われる受信障害が発生した場合は、
ご加入のＣＡＴＶ会社に連絡してください。
ＣＡＴＶ会社は、
カードの故障に
よる受信障害の場合はそのカードを交換いたします。次の各号のいずれかに該当する場合は、別表に定めるカード再発行費用を
お支払いいただく有償交換、それ以外の場合は無償での交換となります。
① カードの使用を開始してから、
３年以上経過している場合｡
② カードの故障が、お客様の不適切な取扱いに起因するものである場合。
２. 当社に故意または重大な過失があった場合を除き、
カードの故障により、第１条の放送サービスが受信できないことによる損害
が生じても、当社はその責任を負いません。
第５条（カードの破損、紛失、盗難等および再発行）
カードの破損、紛失または盗難等により、お客様がカードを使用できなくなった場合、
ご加入のＣＡＴＶ会社に連絡してください。
Ｃ
ＡＴＶ会社は所定の手続きに基づいてカードの再発行を行います。この場合、お客様は、別表に定めるカード再発行費用をお支払
いいただきます。
第６条（カードの交換依頼）
カードの不具合やシステム変更（バージョンアップ）等、当社の都合によりカード交換が必要となった場合、
ご加入のＣＡＴＶ会社を
通じてお客様にカード交換をお願いすることがあります。
第７条（不要になったカードの処置等）
ケーブルテレビの加入契約解除等によりカードが不要となった場合は、
ご加入のＣＡＴＶ会社にカードを返却してください。カード
の返却があった場合、
この契約は終了します。
第８条（禁止事項）
このカードを、第１条のカードの使用目的に反して、
ご加入のＣＡＴＶ会社がカードの使用を認めたＣＡＴＶ用受信機器以外の受信
機器に使用し、あるいはご加入のＣＡＴＶ会社が行う放送サービスの受信以外の目的に使用することはできません。
２. カードの複製、分解、改造、変造若しくは改ざん、
またはカードの内部に記録されている情報の複製若しくは翻案等、
カードの機能
に影響を与え、
またはカードに利用されている知的財産権の侵害に繋がる恐れのある行為を行うことはできません。
３. カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。
４. カードを第三者にレンタル、
リース、賃貸または譲渡することはできません。
第９条（損害賠償）
お客様が第８条に違反する行為を行い当社に損害を与えた場合、当社は、お客様に対し損害の賠償を請求することがあります。
第１０条（約款の変更）
この約款は変更することがあります。この約款の変更事項または新しい約款については、当社のホームページ
(http://www.b-cas.co.jp)に掲載します。
[別表] カード再発行費用
第４条第１項および第５条に規定するカード再発行費用２,０００円（消費税込み）以下でＣＡＴＶ会社の定めによる
２. 前項のカード再発行費用は、
ご加入のＣＡＴＶ会社へお支払いいただきます。

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

【ＮＨＫの自動表示メッセージについて】
デジタルチューナ設置後、
ＮＨＫＢＳ放送（ＮＨＫＢＳ１、
ＮＨＫＢＳプレミアム）の画面に、下記メッセージが表示されます。これは、
ＮＨＫにＢＳ放送の視聴を連絡する旨のメッセージです。メッセージの消去や、詳細につきましては、表示内容に従いＮＨＫにお
問い合わせください。

《メッセージ表示内容》
ＮＨＫでは BS 設置のご連絡をお願いし
ています。既に衛星契約をいただいてい
る方にもお手数をお掛けしますがご連絡
をお願いします。ご連絡はＮＨＫホームペ
ージ・携帯サイト・電話等でお願いします。
リモコンの青ボタンを２秒以上押し続ける
と詳しいご案内を表示します。
電話の場合は０１２０−９３３９３３

メッセージ表示位置
ＮＨＫではBS設置のご連絡をお願いし
ています。既に衛星契約をいただいてい
る方にもお手数をお掛けしますがご連絡
をお願いします。ご連絡はＮＨＫホーム
ページ・携帯サイト・電話等でお願いしま
す。リモコンの青ボタンを２秒以上押し
続けると詳しいご案内を表示します。
電話の場合は０１２０−９３３９３３

