My スカパー！サービス規約
この My スカパー！サービス規約（以下「本規約」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 My スカパー！サービス（第 1 条に定義します。）を My スカパー！会員（第
1 条に定義します。）に対して提供するにあたり、当社と My スカパー！会員との間で適用される条
件等を定めたものです。

第 1 条（用語の定義）
・My スカパー！会員
当社と My スカパー！サービス契約を締結した者
・My スカパー！会員登録申込者
当社に My スカパー！サービス契約の申込みをする者
・My スカパー！会員個人情報
My スカパー！会員が My スカパー！サービス契約の申込みをする際に自ら入力した My スカパ
ー！会員の個人情報および本規約に基づき統一、更新または修正、変更、追加等される My スカ
パー！会員の個人情報
・My スカパー！ID
本規約に基づき、My スカパー！会員に対して設定された ID
・My スカパー！サービス
当社が提供する別表の１に定めるサービスを総称したもの
・My スカパー！サービス契約
当社による My スカパー！サービスの提供に係る契約
・対象サービス
当社または当社が指定する第三者（以下「当社等」といいます。）が管理・運用・提供する別表の
２に定めるサービスを総称したもの

第 2 条（本規約の適用）
本規約は、My スカパー！会員に適用されます。
第 3 条（My スカパー！サービス契約の成立）
１．My スカパー！会員登録申込者は、本規約の内容に全て同意すると共に、必要な My スカパ
ー！会員個人情報を当社が別に定める方法に従い入力の上、My スカパー！サービスサイトに
おいて表示される本規約掲載画面の同意ボタンをクリックすることまたは当社が別に定める手続
きをとることにより、My スカパー！サービスの利用の申込みを行うものとします。
２．My スカパー！会員登録申込者が行った申込みに対して、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 My スカパー！サービス契約が成立し、My スカパー！ID が設定され
ます。
３．当社は、My スカパー！会員登録申込者からの申込みを承諾するときは、当社が別に定める方
法により、My スカパー！会員登録申込者に対して通知します。
４．My スカパー！会員登録は、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、My スカパー！サービス契約は成
立しないものとします。
５．当社は、次の各号に掲げる場合においては、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。
(1) My スカパー！会員登録申込者が My スカパー！会員の申込みに際し虚偽の事実を申告し
た場合
(2) My スカパー！会員登録申込者が My スカパー！サービスの提供に関し、著作権その他の
知的財産権、その他当社または第三者の権利、利益を侵害等するおそれがあると当社が判
断した場合
(3) 前二号の他、My スカパー！会員登録申込者が本規約または対象サービスに係る規約に違
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。）
(4) My スカパー！サービスの提供に関し My スカパー！会員登録申込者からの申込みを承諾
することで、技術上また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) 前各号の他、前各号に準じて当社が不適切であると判断した場合
第 4 条（利用料金）
My スカパー！サービスの利用は原則無料です。ただし、サービスを利用するために必要な通信
機器、通信回線、ソフトウェア等は、My スカパー！会員が自己の費用負担と責任において準備す
るものとします。なお、サービスを利用するために必要な利用端末、ソフトウェアおよび IP 通信網の
利用に必要な契約の締結等、各種の準備行為およびそれらの維持管理は、My スカパー！会員
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 5 条（My スカパー！会員個人情報の管理）
１．My スカパー！会員は、My スカパー！ID を含む My スカパー！会員個人情報を、自らの責任
によりこれを厳重に管理するものとします｡
２．My スカパー！会員は、My スカパー！会員個人情報の内容に変更が生じた場合は、直ちに当
社の指定する方法により、当社または当社の代理人に対して変更の通知をしなければなりませ
ん。
３．My スカパー！会員は、My スカパー！サービス契約の申込みをする際に登録されない情報が
あった場合に、My スカパー！会員が対象サービスのうち放送サービスに登録した個人情報のう
ち、氏名、住所、性別に関する情報が当該放送サービスを運営する第三者から当社に提供され
ることに同意するものとします。当社は提供を受けた個人情報を My スカパー！会員個人情報と
して保持するものとします。
４．My スカパー！会員が My スカパー！ID を用いて、対象サービスのうち別表に記載の放送サ
ービスの申込みを行う場合、My スカパー！会員個人情報のうち、氏名、住所、性別、生年月日、
My スカパー！ID および当該 ID に紐づく放送サービス商品選択に関する情報が、当社から当
該放送サービスを運営する放送事業者に提供されるものとし、My スカパー！会員はこれに同
意するものとします。
５．My スカパー！会員は、自己が加入する放送サービスで保有している個人情報のうち、放送契
約の契約状況および放送契約の支払い状況に関する情報が当該放送サービスを運営する第
三者から当社に提供されることに同意するものとします。当社は提供を受けた個人情報を My ス
カパー！会員個人情報として保持するものとし、My スカパー！サービスの利用（My スカパー！
ID の削除・My スカパー！サービスの WEB ログインを含む）の可否に関する判断のために必要
な範囲で、利用します。
６．My スカパー！会員は、自己が加入する放送サービスで保有している個人情報のうち、契約商
品及び契約日に関する情報が当該放送サービスを運営する第三者から当社に提供されること
に同意するものとします。当社は、提供を受けた個人情報を My スカパー！会員個人情報として
保持するものとし、My スカパー！サービスの一つとして、当該個人情報と当社の Cookie ポリシ
ーに基づき取得した閲覧履歴のうち、My スカパー！会員個人情報と関連付けを行った閲覧履
歴の情報を分析して、趣味・嗜好に応じた新商品・サービスをレコメンドするために利用いたしま
す。
７．My スカパー！会員が My スカパー！ID を用いた対象サービスの登録を行う場合、My スカパ
ー！会員個人情報のうち当該対象サービスの提供に必要な個人情報が当該対象サービスを運
営する第三者に提供されるものとし、My スカパー！会員はこれに同意するものとします。
８．当社は、My スカパー！会員個人情報と対象サービスに係る個人情報、または対象サービスの
一つと他の対象サービスにかかる個人情報の全部または一部が同一の氏名、住所、電子メール
アドレス、電話番号等であること等により、My スカパー！会員と対象サービスの会員、または、対
象サービスの一つの会員と他の対象サービスの会員が同一であると判断できる場合、My スカパ

ー！会員個人情報、当該対象サービスに係る個人情報（氏名、住所（地番、建物名含みます。）、
電子メールアドレス、電話番号を含みますが、これに限りません。）を最新の内容に統一、更新
することができるものとします。上記の個人情報の統一、更新のために、当社と対象サービスを
運営する第三者は、My スカパー！会員個人情報または対象サービスに係る個人情報を相互に
提供することができるものとし、My スカパー！会員はこれに同意するものとします。
９．My スカパー！会員が、当社に対して、対象サービスに係る個人情報の修正、変更、追加を申
し出た場合には、当該 My スカパー！会員の My スカパー！会員個人情報についても同様に修
正、変更、追加を申し出たものとみなします。
１０．My スカパー！会員は、My スカパー！ID およびパスワード（以下「アカウント」といいます。）を
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 6 条（My スカパー！会員個人情報の利用目的）
当社は、My スカパー！会員個人情報を、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。
(1) My スカパー！サービスの提供
(2) My スカパー！サービスのサービス向上等を目的とした調査および各種統計処理
(3) My スカパー！サービスにおける料金等の請求および収受
(4) My スカパー！サービス、対象サービスおよび当社または当社が指定する第三者が提供する
サービス（いずれも、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。）に関わる情報の提供および勧誘
(5) My スカパー！会員ご本人に対する通知、連絡
(6) My スカパー！会員ご本人からの問い合わせ、苦情等への対応
第 7 条（SNS 等 ID との連携）
My スカパー！会員は、LINE 等の各 SNS サイトが提供する SNS サービスの ID と My スカパー！ID
を紐づけることで、当該 SNS サービスの ID を My スカパー！会員個人情報と紐づけて登録するこ
とができます。My スカパー！会員は、当該登録を行うことで、各 SNS サービスの ID を用いて My ス
カパー！サービスのログインまたは My スカパー！サービスもしくは対象サービスの登録、変更、更
新または My スカパー！会員個人情報もしくは対象サービスに係る個人情報の修正、変更、追加
等を行うことができます。
第 8 条（サービスの利用地域）
My スカパー！会員は、My スカパー！サービスを、日本国内でのみ利用するものとします。
第 9 条（My スカパー！会員による中途解約）
My スカパー！会員は、当社が別に定める方法に従い、いつでも My スカパー！サービス契約を解

約することができます。
第 10 条（My スカパー！会員資格の喪失）
当社は、以下のいずれかの事項に該当する場合、または第 3 条第 5 項の定める承諾の取り消しを
行った場合、My スカパー！会員のアカウントを停止および削除することがあります。その際、当社
は My スカパー！会員に通知を行いません。また、その後、同一の My スカパー！会員からの再登
録をお断りすることがあります。
（1） My スカパー！会員が実在しないことが判明したとき
（2） My スカパー！会員個人情報が事実と異なることが判明したとき
（3） 当社が My スカパー！会員と連絡がとれなくなったとき
（4） My スカパー！会員が不正な方法により My スカパー！会員個人情報を登録したことが判明し
たとき
（5） 過去に本規約への違反などによりアカウントが削除されたことがある My スカパー！会員であ
ることが判明したとき
（6） My スカパー！会員が本規約第 15 条の禁止事項に該当する行為を行ったとき
（7） My スカパー！会員が本規約、対象サービスに係る規約のいずれかに違反したとき
（8） My スカパー！会員が死亡した場合または行為能力を失ったとき
（9） My スカパー！会員が反社会的勢力に該当するおそれがあると当社が判断したとき
（10） その他、My スカパー！会員として不適切または My スカパー！サービスの提供に支障があ
ると当社が合理的判断をしたとき
第 11 条（サービスの終了）
当社は、My スカパー！会員に対する 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、My スカパー！サービスの提供の全部または一部を終了できるものとします。この
場合、当社は My スカパー！会員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（規約の変更）
当社は、My スカパー！会員への事前の通知や My スカパー！会員の個別の承諾なく、本規約の
全部または一部を変更することができるものとします。本規約を変更する場合、当社は効力発生日
を定め、必要に応じて当該変更内容および効力発生日を My スカパー！会員に対して周知するも
のとし、当該効力発生日以降、変更後の本規約が適用されるものとします。
第 13 条（権利義務の譲渡禁止）
My スカパー！会員は、My スカパー！サービス契約上の権利、義務その他契約上の地位の全部
または一部について、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 14 条（損害賠償）
My スカパー！会員は、本規約に違反して、当社等または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 15 条（禁止事項）
My スカパー！会員は、My スカパー！サービスの利用において、以下の行為をしないものとします。
（1） 当社等または第三者の著作権、その他知的財産権、財産、プライバシー等を侵害する行為
（2） 当社等または第三者を誹謗中傷する行為
（3） My スカパー！サービスのシステムに障害を与える、または与えようとする行為
（4） 所定の方法以外で My スカパー！サービスにアクセスする、またはアクセスしようとする行為
（5） 当社等または第三者に不利益を与える行為
（6） My スカパー！サービスを利用した営利を目的とする行為、またはその準備をする行為
（7） 公序良俗に反する行為
（8） 犯罪的行為に結びつく行為
（9） 第三者のアカウントを使用して My スカパー！サービスを利用する行為
（10） その他、法令または公序良俗に反する行為
第 16 条（著作権等）
My スカパー！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、当社また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。My スカパー！会員は、当該コンテンツ等を、My スカパー！サービス利用の目的で
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 17 条（非保証）
１．当社は、My スカパー！サービスの内容、My スカパー！サービスにより提供される情報等に関
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、My スカパー！会員の利用端末、ソフトウ
ェアおよび IP 通信網(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、My スカパー！会員に事前に通
知することなく一時的に My スカパー！サービスを中断することがあり、当該中断による My スカ
パー！会員の損害等につき一切の責任を負いません。
３．当社は、My スカパー！サービスに関連して発生した My スカパー！会員の損害について、本
規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、当社の故意または重過失

による損害についてはこの限りではありません。
第 18 条（本人による利用停止の求め等）
１．当社は、My スカパー！会員から My スカパー！会員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、My
スカパー！サービスおよび対象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。
２．その他、My スカパー！会員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が適
用されます。
第 19 条（合意管轄裁判所）
My スカパー！サービスに関連して、万一訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所または東京
簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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別表
１．My スカパー！サービスの内容は以下のとおりとします。但し、①については、一部のみ提供す
ることがあります。
①・メールマガジン配信
・各種プレゼント
・My スカパー！ID を用いた対象サービスの登録、変更および更新サービスならびに当該サ
ービスのための本人認証サービス
②My スカパー！会員個人情報と対象サービスに係る個人情報との相互連携サービス、および、
対象サービス間での個人情報の相互連携サービス （第 2 項において（※）の表示があるサービ
ス）
③その他、当社が新しく指定したサービス
２．対象サービスの内容は以下のとおりとします。
・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」および「プレミアムサー
ビス光」を総称していいます。）（※）
・テレビ視聴サービス（※）
・スカパー！プレミアムサービス対応受信機レンタルサービス（※）
・スカパー！プレミアムサービス光対応受信機レンタルサービス（※）
・スカパーJSAT 工事サービス（※）
・番組表 定期購読サービス（プロ野球セット番組表）（※）
・ガイド誌 定期購読サービス（※）
・メールマガジン配信サービス （※）
・通信販売サービス （スカパー！ダイレクト）（※）
・スカパー！テレビサポーターサービス
・スカパー！番組配信サービス
・その他、当社が別途指定するサービス

