
スカパー！番組配信規約（放送サービス契約者向け） 

 

第 1 条（規約の適用） 

このスカパー！番組配信規約（放送サービス契約者向け）（以下「本配信規約」といいます。）は、ス

カパーＪＳＡＴ株式会社（以下「当社」といいます。）が提供する、スカパー！番組配信サービス（放

送サービス契約者向け）（以下「本サービス」といい、第３条に定義します。）に関する、当社と本サー

ビスの利用者（以下「利用者」といい、第３条に定義します。）との契約（以下「本サービス契約」と

いいます。）の内容となります。 

 

第 2 条（規約の変更） 

1. 当社は、利用者の⼀般の利益に適合する場合、又は本サービスの提供環境の変化、法令の変更その他

相当の事由があるなど、本配信規約の⽬的、変更の必要性、変更後の内容の相当性等を考慮して合理

的であると判断した場合には、本配信規約の全部又は⼀部を変更することができるものとします。こ

の場合においては、会員は変更後の規約の適用を受けるものとします。 

2. 当社は、本配信規約を変更する場合には、変更後の当該規約の内容及びその効⼒発⽣時期を利用者に

周知するものとします。 

 

第 3 条（用語の定義） 

本配信規約において使用する用語は、それぞれ次の意味で使用します。 

1. 本サービス（「スカパー！番組配信（放送サービス契約者向け）」サービス）： 当社がスカパー！放送

サービスの契約者に対し、IP 通信網等を利用して、コンテンツをストリーミング配信するサービス。 

2. 本サイト：別途当社が定める URL 上に設置される本サービスを提供する主たるインターネット上の

サイト。 

3. 利用者：別途当社が定める「My スカパー！会員」となった上で、本サービスを利用する者。 

4. 利用申込者：本サービスの利用の申し込みをする者。 

5. 利用者登録情報：利用者又は利用申込者が本サービス契約に係り当社に提供した⾃⼰に関する情報。 

6. コンテンツ：当社が別途定めるスカパー！放送サービス上の特定のチャンネル、セット又はパックを

契約している方、その他当社が別途定めるスカパー！放送サービス契約者のみが、本サービスにおい

て視聴することができる番組などの動画をいいます。なお、本サービスにおいてコンテンツの提供を

受けるために締結が必要となるスカパー！放送サービスに係る契約を「限定コンテンツ契約」といい

ます。 

7. 利用端末：インターネット接続機能を有し、パーソナルコンピュータ、携帯端末(携帯電話、スマー

トフォン、タブレット端末)、デジタルテレビ、セットトップボックス等の本サービスの利用に必要

な機器。 

8. 視聴可能端末：提供されるコンテンツについては、当該コンテンツの権利許諾の範囲に従ってコンテ

ンツ毎に利用可能な利用端末と利用出来ない利用端末が存在します。利用端末の種類毎の利用可否に

ついては本サイト上にて明⽰されます。 

9. スカパー！放送サービス：放送関連サービス「スカパー！」、「プレミアムサービス」及び「プレミア



ムサービス光」の総称。 

10. My スカパー！ID：My スカパー！サービス規約基づき、My スカパー！会員に対して設定される

ID。 

11. コンテンツプロバイダ：本サービスで配信するコンテンツの提供者。 

 

 

第 4 条（本サービスの内容/種類等） 

1.本サービスは、本サイト上において、スカパー！放送サービスの契約者に対し、IP 通信網を利用して

コンテンツをストリーミング配信するサービスです。 

2. 本サイトにおいて本サービスを利用するには、My スカパー！ID を取得し、My スカパー！ID 及び

対となるパスワードを利用してログインする必要があります。 

3.本サイト内におけるコンテンツについて、当社、当社の関連会社及びコンテンツプロバイダは、本配

信規約で定められた範囲に限定して、利用者に提供します。 

4. 本サービスはスカパー！放送サービスの契約者に対して提供されるものであり、サービスの利用にあ

たり、利用者の限定コンテンツ契約の有無及びその内容を My スカパー！ID を用いて確認するものと

します。利用者は、本サービスの利用にあたり、コンテンツの視聴を申し込んだ事実がスカパー！放

送サービスの放送事業者に提供され、放送事業者からスカパー！放送サービスの契約情報（支払状況

等の契約の履行状況を含む）が当社に提供されることを承諾するものとします。 

5. 当社は、本サービスの名称又はその内容を、いつでも、利用者に事前に告知することなく、変更、追

加、中⽌等することができるものとします。 

 

第 5 条（利用端末及び視聴可能端末） 

1. 本サービスでは、原則として、利用するために必要な条件を満たした商品は別途本サイトにおいて定

める条件を満たした利用端末であれば、どの端末かを問わず視聴可能となります。 

2. 前項にかかわらずコンテンツによっては⼀部の利用端末では視聴できない場合があります。 

3. 本サービスを利用するために必要な機器類（利用端末を含む）、ソフトウェア及びＩＰ通信網の利用

に必要な契約の締結等、各種の準備行為及びそれらの維持管理は、利用者⾃らの負担と責任において

行うものとし、当社は⼀切これに関与しません。 

 

第 6 条（契約の成立） 

1. 利用申込者は、My スカパー！ID を取得し、本配信規約の内容に全て同意すると共に、当社が別に

定める方法に従って、本サービスの利用の申込みを行うものとします。なお、利用申込者は、本サー

ビスの利用申し込みを行うにあたり、My スカパー！サービスに登録している名前、住所、性別、⽣

年月日、電話番号、メールアドレスに関する情報が提供され、利用者登録情報として本サービスにお

いて利用されることを承諾するものとします。 

2. 本サービス契約は、利用申込者が前項の申込みを行い、当社がその内容を確認・審査後、これを承諾

することによって有効に成立します。 

3. 本サービス契約は、個⼈からの申込みに限り受付けるものとし、法⼈、その他社団・組合等の団体か



らの申込みは受付けず、これらの者との間では、本サービス契約は有効に成立しないものとします。 

4. 当社は、次の各号に掲げる場合においては、利用申込者からの申込みを承諾しないことがあります。

また、承諾後に次の各号に掲げる事実が判明した場合、承諾を取り消すことがあります。 

i. 利用申込者が本サービス契約の申込みに際し虚偽の事実を申告した場合 

ii. 利用申込者が本サービスの提供に関し、著作権その他の知的財産権、その他当社又は第三者の権

利、利益を侵害等するおそれがあると当社が判断した場合 

iii. その他、利用申込者が本サービス契約に違反するおそれがあると当社が判断した場合（過去に

違反があった場合を含みます。） 

iv.本サービスの提供に関し利用申込者からの申込みを承諾することで、技術上又は当社の業務遂行

上、支障があると当社が判断した場合 

5. 本サービス契約は、利用者が、My スカパー！会員でなくなった場合、同時に終了するものとしま

す。 

 

第７条（利用者による中途解約） 

利用者は、当社が別に定める方法に従い、My スカパー！サービス契約も同時に解約することによって

のみ、本サービス契約を解約することができます。 

 

第８条（当社による本サービスの⼀時停⽌及び解除） 

1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合又は該当する恐れがあると認めた場合は、本サービスの

⼀部又は全部の提供を停⽌することができるものとし、この場合、当社は、これにより利用者に発⽣

した損失や損害につき⼀切責任を負いません。 

i. 本サービスの提供に必要な設備の保守、⼯事、障害等により設備の機能が停⽌したとき 

ii. 当社が電気通信事業者等より本サービスのために提供を受けている電気通信サービスの提供を受

けられないとき 

iii. ⽕災、停電、天災等により、本サービスの提供が困難なとき 

iv. 限定コンテンツ契約に違反した場合 

v. その他、本サービスの提供に関して、当社に業務遂行上又は技術上の支障があるとき 

2. 当社は、利用者が以下の各号のいずれかに該当した場合、当該利用者に事前の通知・催告することな

く、直ちに本サービス契約を解除することができ、この場合、当該措置に関し、⼀切の責任を負いま

せん。 

i. 本配信規約第６条第５項の全部又は⼀部に該当する場合 

ii. 本配信規約の全部又は⼀部に違反した場合（本配信規約第１４条に定める禁⽌行為を行うことを

含みます。） 

iii. その他、当社が利用者として不適当であると合理的に判断した場合 

3．提供中のコンテンツにつき、コンテンツプロバイダから提供の停⽌の要請があった場合又は本サー

ビスにおいて提供することが不適当であると当社が判断した場合、当社は利用者に対して事前の通知

を行うことなく、当該コンテンツの提供を停⽌することができるものとします。 

 



第９条（利用者登録情報の管理） 

１．利用者は、My スカパー！ID 及びパスワードを含む利用者登録情報を、⾃らの責任によりこれを厳

重に管理するものとします。 

但し、当社は、利用者登録情報と当社が管理するほかの情報（スカパー！放送サービスにかかる契約

またはこれに関連・付随する契約を含む）にかかる個⼈情報とが同⼀の氏名、住所、電話番号等であ

ることにより同⼀と判断できる場合、住所情報（地番、建物名含む）、電子メールアドレス等の個⼈

情報を最新の内容に統⼀、更新するときがあります。  

２．利用者は、My スカパー！ID 及びパスワードを他の会員又は第三者に利用させ、また、貸与、譲

渡、売買、質入等を行うことはできません。 

 

第 10 条（サービスの利用地域） 

利用者は、本サービスを、日本国内でのみ利用するものとします。 

 

第 11 条（本サービスの終了） 

当社は、利用者に対する２ヶ月の事前の予告（その方法は当社が別に定めるものとします。）をもっ

て、本サービスの提供の全部又は⼀部を終了できるものとします。この場合、当社は利用者その他のい

かなる者に対していかなる責任も負わないものとします。 

 

第 12 条（権利義務の譲渡禁⽌） 

利用者は、本サービス契約及び本サービス契約上の権利、義務その他契約上の地位の全部又は⼀部につ

いて、譲渡、質入れ、賃貸、担保提供その他の処分等をすることはできません。 

 

第 13 条（損害賠償） 

利用者は、本配信規約又は法令に違反して当社もしくはコンテンツプロバイダ又はその他の第三者に対

し損害を与えた場合には、⼀切の損害（合理的な弁護⼠費用を含みます。）を賠償するものとします。 

 

第 14 条（禁⽌事項） 

利用者は、本サービスを利用するにあたり、次の各号で定める行為を行ってはならないものとします。 

i. 当社設備に損害を与える行為 

ii. 本サービスに係る当社又は第三者の著作権、特許権その他の権利、利益を侵害する⼀切の行為 

iii. 本サービスを用いた、法令等に違反する⼀切の行為 

iv. 本サービスの運営を妨げるような⼀切の行為 

v. 本サービスを商用⽬的に利用する⼀切の行為 

vi. 公序良俗に違反する行為 

 

vii. 本サービスにより提供されるコンテンツを、無料動画配信再サイトを含む配信サービス等におい

て掲載し、また、第三者に配信する行為 

viii. 本サービスにより提供されるコンテンツを、DVD 等の記録媒体に複製し、第三者に頒布する行  



為 

ix. 本サービスにおいて施されているコンテンツ保護に関する技術を改変その他の方法によって回

避、無効化する行為 

x. My スカパー！ID 及びこれと対となるパスワードを第三者に譲渡、貸与等を行う行為。 

xi. 年齢等を偽って取得した My スカパー！ID により本サービスを利用する行為 

xii. 前各号に列挙する行為をそそのかし、助⻑し、又は容易にする⼀切の行為 

xiii. その他当社が適切ではないと判断した行為 

 

第 15 条（著作権） 

本サービスにより提供されるすべてのコンテンツ等の著作権、著作隣接権、肖像権、商標権等の⼀切の

権利は、当社又は当社が許諾を受けたコンテンツプロバイダ等の第三者に帰属しています。利用者は、

当該コンテンツ等を、本サービスに従って視聴する⽬的でのみ利用でき、これを超えて複製、販売、貸

与、公衆送信（送信可能化を含みます。）、上映、改変、翻案その他の方法により利用することは⼀切禁

⽌されます。 

 

第 16 条（非保証） 

1. 当社は、本サービスの内容、本サービスにより提供される各種コンテンツ、情報等に関し、その完全

性、正確性、確実性、有用性、⽬的適合性、満⾜性、第三者の著作権等を侵害するものでないこと、

コンピュータウィルスを含まないこと、利用者の機器類（コンピュータ含む）、ソフトウェア及び接

続回線等の設備等に損害を与えないことなどにつき、いかなる保証も行いません。 

2. 当社は、天災地変、通信障害その他やむを得ない事由により、利用者に事前に通知することなく⼀時

的に本サービスを中断することがあり、当該中断による利用者の損害等につき⼀切の責任を負いませ

ん。 

3. 当社は、本サービスに関連して発⽣した利用者の損害について、本利用契約にて明⽰的に定めた場合

を除き⼀切責任を負いません。但し、当社の故意又は重過失による損害についてはこの限りではあり

ません。 

 

第 17 条（利用者の個⼈情報の利用⽬的） 

1. 当社は、本サービスの提供に関連して知り得た利用者の個⼈情報（以下「利用者の個⼈情報」といい

ます。）を、次の各号に特定する利用⽬的を達成するために必要な範囲でのみ、利用します。 

i. 本サービスの利用者への提供 

ii. 本サービスの向上等を⽬的とした調査及び各種統計処理 

iii . 本サービス及びスカパー！放送サービス（何れも、現在提供されているサービスに限定されず将

来新たに提供されるサービスを含めるものとします。）に関する情報等の提供及び勧誘その他特典

及び情報等の提供。 

iv. お客様ご本⼈からの問い合わせ、苦情等への対応 

v. 本サービスの利用履歴（コンテンツの視聴履歴を含む）の分析 

vi. スカパー！放送サービスの放送事業者への、コンテンツの視聴を申し込んだ事実の提供、及び、



放送事業者からのスカパー！放送サービスの契約情報の取得 

vii. My スカパー！ID を利用したスカパー！放送サービスの契約内容にもとづくコンテンツ提供の

判断 

viii. 第ⅴi 号に定めるほか、本サービスの提供に関連する第三者提供 

2. 当社は、利用者から個⼈情報の利用停⽌の求めを受けたときは、利用停⽌に多額の費用を要する場

合、その他利用停⽌を行うことが困難な場合を除き、本サービス、My スカパー！サービスの提供に

支障がない範囲で遅滞なく利用を停⽌します。 

3. その他、利用者の個⼈情報の取扱いについては、当社のプライバシーポリシー

(https://www.skyperfectv.co.jp/privacypolicy/)が適用されます。 

 

第 18 条（合意管轄裁判所） 

本サービス契約につき万⼀訴訟の必要が⽣じた場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第⼀審の専

属的合意管轄裁判所とします。 

 

附則 

2021 年 10 月 1 日制定 

2023 年 2 月 1 日改定 


