笠岡放送株式会社
光テレビサービス加入契約約款

新旧対照表(2020 年 12 月 1 日版)
(下線は変更部分)

変更前(2016 年 5 月 21 日版)
第１条

サービスの提供

変更後(2020 年 12 月 1 日版)
第１条

サービスの提供

甲はサービス提供区域（以下「業務区域」という）

当社はサービス提供区域（以下「業務区域」という）

において、サービス提供に必要な施設を設置すると

において、サービス提供に必要な施設を設置すると

ともに、その維持及び運営に当たる。

ともに、その維持及び運営に当たるものとする。ま

また、乙に次のサービスを提供する。

た、加入者に次のサービス（以下「本サービス」と
いう）を提供するものとする。

第３条 契約の成立、期限

第３条

１．加入契約は、乙が所定の加入申込書に所要事項

１．加入契約は、加入者が所定の申込書に必要事項

を記載のうえ甲に提出し、甲が承認したときに成立

を記載のうえ当社に提出（以下「申込」という）し、

するものとする。

当社が承諾したときに成立するものとする。ただ

ただし、次の号に該当する場合には、承認しな

契約の成立、期限

し、次の号に該当する場合には、承諾しないことが

いことがある。

あるものとする。

①各種料金の支払いを怠る恐れがあると認められ

①当社の提供するサービス等の料金等の義務の履

るとき。

行を怠っているとき。

②本約款に違反する恐れがあると認められるとき。

②本サービスにかかわる料金等の支払いを怠るお

③本施設の構築が困難であると判断されるとき。

それがあると認められるとき。

２．アパート、マンション等の集合住宅施設への加

③加入者が申込よりも前に、当社が提供するサービ

入申込みについては、原則として物件の権利を有す

ス等につき当社と契約を締結したことがあり、か

る者（以下「家主」という）が代表して届出るもの

つ、当社から当該契約を解除もしくは停止等をされ

とする。

たことがあるとき。

入居者が申込む場合には、家主の承認をあらか

④申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知したと

じめ得ておくものとする。

き。

３．加入契約の有効期限は、契約成立の日から契約

⑤加入者が未成年者であり、かつ、その親権者等の

解除または加入取消しまでの期間とする。

同意がないとき。
⑥本約款に違反するおそれがあると認められると
き。
⑦本施設の構築が困難であると判断されるとき。
⑧本サービスを提供する建物及び施設の権利を有
する者（以下「物件所有者」という）から当該建物
及び施設に対する本サービスの提供の承諾が得ら
れないとき。

⑨法令に違反することとなるとき。
２．アパート、マンション等の集合住宅施設（以下
「集合住宅」という）に対する申込については、原
則として物件所有者が代表して行うものとする。集
合住宅に入居する者が申込する場合には、物件所有
者の承諾をあらかじめ得ておくものとする。
３．加入契約の有効期限は、契約成立の日から加入
契約の解除又は加入契約の取消しまでの期間とす
るものとする。

第４条 料金等

第４条

料金等

３．利用料金は、サービスの提供を受け始めた日の

３．利用料金は、原則としてサービスの提供を受け

属する月の２ヶ月後から支払うものとする。

始めた日の属する月の翌々月の利用料金（日割計算
はしないものとする）から支払うものとする。ただ
し、特定の建物等で特例の措置を実施している場合
はこの限りではない。

７．物価の変動、設備の更新等の理由により、甲が

７．物価の変動、設備の更新等の理由により、当社

諸料金を改訂した場合、乙は改訂された料金を甲に

が本サービスにかかわる料金を改定した場合、加入

支払うものとする

者は改定された料金を当社に支払うものとする。

第６条 利用料金の減額及び免除

第６条

１．乙が次の号に該当する場合は、所定の申請書に

１．加入者が次の号に該当する場合（以下「減免条

所要事項を記載のうえ甲に提出することにより利

件充足」という）は、所定の申請書に必要事項を記

用料金を減額もしくは免除できるものとする。

載のうえ当社に提出することにより利用料金を減

①７０歳以上の独居老人または世帯主が身体障害

額もしくは免除できる（以下「減免等」という）も

者手帳２級以上を所持している場合は、利用料金を

のとする。減免等の新規受付を 2020 年 12 月 31 日

減額できるものとする。

をもって終了するものとする。既に減免等の適用を

利用料金の減額及び免除

受けており、減免条件充足している場合には当該減
免等を継続するものとする。
①７０歳以上の独居世帯又は世帯主が身体障害者
手帳１級もしくは身体障害者手帳２級を所持して
いる場合は、利用料金を減額できるものとする。

第８条 便宜の提供

第８条

便宜の提供

２．乙は、加入契約の締結について、地主、家主、

２．加入者は、加入契約の締結について、物件所有

その他利害関係者があるときには、あらかじめ必要

者、その他利害関係者があるときには、あらかじめ

な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任

必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して

を負うものとする。

責任を負うものとする。

第１１条 名義の変更

第１１条

１．次の場合において、乙の異動が生じる場合は、

１．次の場合において、加入者の異動が生じる場合

甲の確認を得て、新乙は旧乙の名義を変更すること

は、新旧の加入者の関係が二親等以内に限り当社の

ができるものとする。

確認を得て、新加入者は旧加入者の名義を変更する

名義の変更

ことができるものとする。

第１２条

氏名等変更の届出

１．加入者は、氏名、名称、住所もしくは居所又は
請求書の送付先に変更があったときは、そのことを
速やかに当社に届け出るものする。ただし、その変
更があったにもかかわらず、当社に届出がないとき
は、当社から加入者に行う通知又は意思表示（以下
「通知等」という）は、当社に届出を受けている氏
名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先へ
の郵送等の通知等をもってその通知等を行ったも
のとみなすものとする。

第１２条 加入契約の解除

第１３条

加入契約の解除

２．前項により加入契約を解除した場合、すでに支

２．前項により加入契約を解除した場合、既に支払

払われた工事費及び事務手数料については、原則と

われた工事費及び事務手数料については、原則とし

して返金しないものとし、利用料金については、契

て返金しないものとし、利用料金については、加入

約解除した日の属する月の翌月以降の料金を返金

契約を解除した日の属する月の翌月以降の料金を

するものとする。

返金するものとする。

第１２条の２ 初期契約解除

第１３条の２

２．前項の場合、甲は乙に対し、以下の費用等を請

２．前項の場合、当社は加入者に対し、以下の費用

求することができるものとする。

等を請求することができるものとする。

(1)契約解除までに提供されたサービスの利用料

(1)加入契約の解除までに提供されたサービスの利

(2)契約解除までに実施された工事費（別表）

用料

(3)契約締結費用（事務手数料）（別表）

(2)加入契約の解除までに実施された工事費（別表）

初期契約解除

(3)契約締結費用（事務手数料）（別表）

第１３条 サービス業務内容の変更

第１４条

サービス業務内容の変更

第１４条 自主放送番組

第１５条

自主放送番組

第１５条 無断使用、著作権及び著作隣接権侵害の

第１６条

無断使用、著作権及び著作隣接権侵害の

禁止

禁止

第１６条 乙の義務違反による停止等

第１７条

１．甲は、次の号に該当すると認められる場合は、

１．当社は、次の号に該当すると認められる場合は、

乙に勧告のうえサービスの提供を停止もしくは加

加入者に勧告のうえサービスの提供を停止もしく

入契約を取消しできるものとする。

は加入契約を取消しできるものとする。

加入者の義務違反による停止等

①本約款に基づく規定に違反したとき。

①本約款に基づく規定に違反したとき。

②本施設の管理上、特に支障があるとき。

②本施設の管理上、特に支障があるとき。

③公益の確保のため、特に必要があるとき。

③公益の確保のため、特に必要があるとき。

④乙が本施設を故意に破損したとき。

④加入者が本施設を故意に破損したとき。

⑤利用料金を２回分（１２ヶ月分）延滞したと

⑤利用料金を１２ヵ月分延滞したとき。

き。
⑥前条項に掲げるものの他、乙が本施設の運営
上著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

⑥加入者が当社の提供するサービス等の料金
を延滞したとき。
⑦前条項に掲げるものの他、加入者が本施設の
運営上著しい支障を及ぼす行為をしたとき。
⑧加入者の行為が法令に違反することとなる
とき。
⑨加入者が当社の許可なく加入者以外の者に
本サービスを再販売もしくは提供したとき、又はそ
のおそれがあるとき。
⑩他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を
侵害したとき、又は侵害するおそれがあるとき。
⑪当社に提出している加入者情報その他情報
について事実に反することが判明したとき。

第１７条 停止等の解除

第１８条

停止等の解除

１．甲は、第１６条に基づきサービスの提供を停止

１．当社は、第１７条

もしくは加入契約を取消したのち、乙が本約款履行

止等に基づきサービスの提供を停止もしくは加入

を遵守した場合、サービス提供の停止もしくは加入

契約を取消したのち、加入者が本約款履行を遵守し

契約の取消しを解除できるものとする。

た場合、サービス提供の停止もしくは加入契約の取

加入者の義務違反による停

消しを解除できるものとする。

第１８条 サービスの一時中断

第１９条

サービスの一時中断

第１９条 故障の調査及び修理

第２０条

故障の調査及び修理

第２０条 責任事項

第２１条

責任事項

第２１条 免責事項

第２２条

免責事項

第２２条 定めなき事項

第２３条

定めなき事項

第２３条 個人情報の取扱い

第２４条

個人情報の取り扱い

第２４条 約款の改定

第２５条

約款の改定

第２６条

専属的合意管轄裁判所

１．当社と加入者の間で訴訟の必要が生じた場合、
当社の本店所在地を管轄する裁判所を当社と加入
者の第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第２７条

分離可能性

１．本約款のいずれかの条項又はその一部が、消費
者契約法その他の法令により、無効又は執行不能と
判断された場合であっても、本約款の残りの規定
は、完全に有効なものとして、引き続き効力を有す
るものとする。

第２８条

準拠法

１．本約款は、日本国法を準拠法とする。

第２９条

遅延損害金

１．加入者は、本サービスの料金の支払を怠ったと
きは、次項に定める方法により算出した額の遅延損
害金を支払うものとする。ただし、当該料金がその
支払うべきこととされた日の翌日から 10 日以内に
支払われたときは、この限りではない。
２．遅延損害金の額は、未払料金額に対する年 14.6
パーセントの割合により算出した額とするものと
する。

第３０条

消費税

１．加入者が、当社に対し、本サービスに関する債
務を支払う場合において、消費税法（昭和 63 年法
律第 108 号）及び同法に関する法令の規定により当
該支払について消費税が賦課されるものとされて
いるとき並びに地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）
及び同法に関する法令の規定により当該支払につ
いて地方消費税が賦課されるものとされていると
きは、加入者は、当社に対し、当該債務を支払う際
に、これに対する消費税及び地方消費税を合計した
額を併せて支払うものとする。

その他文言の統一と見直し、目次の追加を行いました。

