ＮＮＳケーブルプラスＳＴＢサービス利用規約
第１条 （総則）
株式会社日本ネットワークサービス
（以下
「当社」
といいます。）
は、当社が別
に定めるＣＡＴＶ専門チャンネル及びＳＴＢ利用契約約款
（以下
「ＳＴＢ約款」
と
いいます。）
で定めるサービスに付帯するサービスとして、
この
「ＮＮＳケーブ
ルプラスＳＴＢサービス利用規約」
（以下
「本規約」
といいます。）
に基づき、
ＮＮ
ＳケーブルプラスＳＴＢサービス
（以下
「本サービス」
といいます。）
を提供しま
す。
第２条 （用語の定義）
本規約において使用する用語の意味は、
ＳＴＢ約款や当社が別に定めるケー
ブルテレビ利用契約約款
（以下
「ケーブルテレビ約款」
といいます。）
、
および
インターネット接続サービス利用契約約款
（以下
「インターネット接続サー
ビス約款」
といいます。）
で使用する用語に従うほか、それぞれ次の意味で使
用します。
用語

用語の意味

契約者

本サービスの利用について契約を締結した者

ケーブルプラスＳＴＢ-２

デジタル放送サービスを視聴するために必要
なデジタル方式による受信機器と、端末設備
との間で電気通信信号の交換等の機能を有
する電気通信設備の両方の機能を有する機
器

提携事業者

トレンドマイクロ株式会社
ＫＤＤＩ株式会社
その他ＫＤＤＩ株式会社が提携した事業者

コンテンツ
au ID

当社や提携事業者が提供する各種コンテンツ
ＫＤＤＩ株式会社が発行する、
ａｕの各種サービ
スやコンテンツを携帯電話やパソコン、
ケーブ
ルプラスＳＴＢ-２などから利用するために必要な
「ＩＤ」
のこと

第３条 （規約の適用）
本規約は、本サービスに関し適用されるものとします。
２.本規約の規定がＳＴＢ約款の規定と矛盾または抵触する場合は、
ＳＴＢ約款
の規定が本規約の規定に優先して適用されるものとします。
３.当社は、当社ホームページへの掲載等当社所定の方法であらかじめ契約
者に対して変更内容を通知することにより、本規約を変更することができ
ます。この場合、本サービスの料金およびその他提供条件は変更後の本
規約によります。
第４条 （提供するサービス）
当社および提携事業者は、本サービスの契約者に対し、次のサービスを提
供します。
(１)当社が提供するサービス
当社は、
ケーブルプラスＳＴＢ-２を設置し、貸与します。
(２)提携事業者が提供するコンテンツ
提携事業者は、次のコンテンツの提供を行います。当社は、
このサー
ビスを利用した場合に生じた情報等の破損もしくは滅失等による損
害または知り得た情報等に起因する損害については、当社の故意ま
たは重大な過失による場合を除き、その責任を負わないものとしま
す。
①セキュリティソフトウェア
（ウイルスバスター）
本サービスをご利用いただく場合は、
セキュリティソフトウェアが自
動的に利用開始となることを承諾していただき、
トレンドマイクロ株
式会社が別に定める
「ウイルスバスターｆ
ｏｒａｕ」
使用許諾契約書お
よび注意事項を遵守していただきます。
②その他提携事業者提供のコンテンツ
提携事業者が定める規約に基づき各提携事業者によって提供され
るコンテンツ事業者の利用に際しては、本規約の他に各提携事業
者が定める規約・利用条件等を遵守していただきます。
２.前項に定める各サービスは、当社および提携事業者の都合により変更も
しくは終了することがあります。
第５条 （au IDの提供）
本サービスでＫＤＤＩ株式会社が提供する一部サービスを利用する場合、
「au ID」
が必要となります。
２.契約者は、本サービスを利用する場合は、
ＫＤＤＩ株式会社が別に定める

「auID利用規約」
に同意していただきます。また、ケーブルプラスＳＴＢ-２
１台につき１個の
「au ID」
を予め提供しますので、申込み時に暗証番号を
設定していただきます。
３.契約者は、ケーブルプラスＳＴＢ-２上で利用されたコンテンツに対する問
い合わせ等の対応のために、前項で提供された
「au ID」
が設定されてい
るケーブルプラスＳＴＢ-２の機器情報を、当社がＫＤＤＩ株式会社へ提供す
ることについて承諾いただきます。
４.本条第２項で提供された
「au ID」
は、
契約者が本サービスを解約した場合
においても自動的に解除されません。解除する場合は、契約者が提供元
のＫＤＤＩ株式会社へ解除手続きをおこなうものとします。
第６条 （提供条件と申込み）
本サービスの利用にあたっては、次の各号に定める当社のサービスがすべ
てご利用中である必要があります。
（１）
ケーブルテレビ約款に基づく基本サービス
（２）
インターネット接続サービス約款に基づくＮＮＳインターネット接続
サービス
２.本サービスの申込みは、当社が別に定めるＳＴＢ約款に準じて取り扱うも
のとします。
３.当社は、前２項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合
には、前項に基づく申込みを承諾しないことがあります。
(１)ＫＤＤＩ株式会社が定める
「au ID利用規約」
に同意いただけない場合
(２)別記の提携事業者が定める規約等に同意いただけない場合
(３)その他、本サービスの遂行上または技術上の支障を生じるおそれが
あると当社が判断した場合
第７条 （料金等）
契約者は、別表に定める料金表に従って、本サービスの利用料等を支払うも
のとします。なお、利用料等の支払い方法は、
ＳＴＢ約款に準じて取り扱いま
す。
２.契約者は、契約者の責めによらない事由により、本サービスの利用がで
きない状態が発生した場合においても、第４条第１項第２号
（提携事業者
が提供するコンテンツ）
に定めるコンテンツについては、提携事業者が定
める規約等により当該利用料等の支払いを要するものとします。
第８条 （最低利用期間）
本サービスの最低利用期間は、別表に定めるとおりとします。なお、利用期
間は、本サービスの利用を開始した日の属する月の翌月を起算月とし、解約
または解除のあった日の属する月までの月数で算定します。
第９条 （機器の取り扱い）
契約者は、ケーブルプラスＳＴＢ-２を契約者自らの注意をもって管理するも
のとし、移動、取り外し、変更、分解または損壊してはならないものとします。
これに違反した場合、契約者自身の負担により復旧するものとします。
２.契約者は、本サービスおよびケーブルプラスＳＴＢ-２を譲渡、質入れ、
また
は貸与することはできません。
３.契約者は、当社が必要に応じて行うケーブルプラスＳＴＢ-２の交換、バー
ジョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。また、当社から
貸与しているケーブルプラスＳＴＢ-２
（au ID提供）
の使用状況を、設備の
保守、維持・向上を目的とし、個人が識別、特定できないように加工した統
計資料としたうえで、
「au ID」
を提供しているＫＤＤＩ株式会社へ提供させ
ていただきます。
第１０条 （責任の制限）
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の故意または重大な
過失により本サービスの提供をしなかったときは、
ケーブルテレビ約款、
ＳＴ
Ｂ約款、
インターネット接続サービス約款に準じて、その契約者の損害を賠
償します。
２.当社は、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用により発生した契約
者と第三者間に生じた損害
（第４条第１項の提携事業者によるコンテンツ
サービスにより生じた損害を含む。）
および本サービスを利用できなかっ
たことにより発生した契約者と第三者との間に生じた損害に対し、いかな
る責任も負わないものとします。
第１１条 （免責）
当社は、前条の規定によるほか、次の各号に掲げる場合に契約者が何らの
不利益や損害を被っても、その責任は負いません。

(１)本サービスの一部または全部を変更もしくは終了する場合。
(２)天災事変その他当社の責に帰さない事由等により、本サービスの利
用に影響が生じた場合。
(３)ケーブルプラスＳＴＢ-２に接続する契約者所有等のデジタル録画機
器、外付けハードディスク等の利用について、録画再生機能の不具合
および録画物等
（蓄積、挿入されたデータすべてをいいます。以下同
じとします。）
の消失、
破損等が生じた場合。また、
ケーブルプラスＳＴＢ２等機器の交換や撤去を行った際に、録画物等が消失した場合。
(４)ケーブルプラスＳＴＢ-２
（蓄積、記録用媒体等）
に保存された各種ソフト
ウェアの消失、破損等が生じた場合。
(５)ケーブルプラスＳＴＢ-２と連携する契約者所有等のタブレット型パーソ
ナルコンピュータ、
スマートフォン等が正常動作しなかったことにより
不具合が発生した場合。
(６)第４条
（提供するサービス）
第１項第２号①に規定するセキュリティソフ
トウェアの不具合が発生した場合。また、そのセキュリティソフトウェ
アの動作不良等により損害が発生した場合。
第１２条 （停止および解除）
当社は、契約者が次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当該契
約者に対し、事前通知または催告なしに直ちに本サービスの提供を停止、
ま
たは本サービスの利用解除をすることができるものとします。この場合に
おいて、契約者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任は負わ
ないものとします。
(１)当社への届け出内容に虚偽があったことが判明した場合。
(２)本サービスの提供を妨害した場合。
(３)本規約、
ケーブルテレビ約款、
ＳＴＢ約款、
インターネット接続サービス
約款のいずれかに違反した場合。
(４)ケーブルプラスＳＴＢ-２の利用に関連して、当社または第三者に損害を
与える、
もしくは与えるおそれがある場合。
２.当社は、契約者が、第６条
（提供条件と申込み）
第１項の要件を満たさな
くなった場合、本サービスを解除できるものとします。この場合、当社は
ケーブルプラスＳＴＢ-２を撤収することとし、契約者はこれに協力するもの
とします。なお、契約者がケーブルプラスＳＴＢ-２の撤収に協力しない場
合、当該契約者は別表に定める損害金を当社に支払うものとします。
第１３条 （解約）
本サービスの解約は、
ＳＴＢ約款に準じて取り扱うものとします。
２.契約者は、第８条
（最低利用期間）
で定める期間が満了する前に解約また
は解除された場合、別表で定める契約解除手数料を一括して支払うもの
とします。
第１４条 （個人情報の取り扱い）
当社の保有する契約者個人情報については、当社が別に定める
「個人情報
保護方針」
、
ＳＴＢ約款、
インターネット接続サービス約款および本規約に基
づいて適正に取り扱います。
２.当社は契約者の個人情報を本サービス提供のために利用するほか、次に
掲げる目的のために利用するものとします。
(１)ケーブルプラスＳＴＢ-２の設置工事や運用・保守等のため、
お客様情報
の一部を委託先に開示いたします。
(２)ケーブルプラスＳＴＢ-２上で利用されたアプリケーションに関するお問
い合わせ等のために、本サービス利用にあたり払い出されたau ID設
定したケーブルプラスＳＴＢ-２の機器情報を、
ＫＤＤＩ株式会社に開示い
たします。
(３)契約者の視聴状況やケーブルプラスＳＴＢ-２の使用状況ならびに操作
に関する記録について集計・分析を行い、個人が識別、特定できない
ように加工した統計資料を作成し、あるいはアンケート調査およびそ
の分析を行い、設備の保守および新規サービスの開発やサービスレ
ベルの維持・向上を図ります。
(４)本サービスの障害および停止が発生した場合における提携事業者か
らの照会に対し、その事実を回答します。
(５)契約者がダウンロードされたコンテンツやアプリケーションの情報の
管理をするため。また、そのサポートを目的としたサービスレベルの
維持・向上を図ります。
第１５条 （準拠法）
本規約に関する準拠法は、
すべて日本国の法令が適用されるものとします。
附則
（実施期日）
本規約は、令和２年１月６日より適用します。

（別表）
ＮＮＳケーブルプラスＳＴＢサービス料金表
価格は消費税10％込みの表示です
１.ケーブルプラスＳＴＢ-２に関する費用
項目

専門チャンネル等サービス

月額
（税込）

当社が定めるＣＡＴＶ専門チャ
ケーブルプラスＳＴＢ-２利用料 ンネルと同時に利用する場合
上記以外の場合

１，
1００円
１，
65０円

２.作業に関する費用
項目

金額
（税込）

標準取付費

４，
4００円／台

付帯工事費

実費

リモコン交換費

３，
3００円／専用リモコン１個毎

３.損害金
項目

金額
（税込）

ケーブルプラスＳＴＢ-２本体

49,500円

ケーブルプラスＳＴＢ-２リモコン

３，
3００円

４.契約解除手数料
最低利用期間
６か月

解除手数料
（税込）
５，
5００円

（別記）
提携事業者によるコンテンツ
サービス名
ウイルスバスター

提携事業者
トレンドマイクロ株式会社

お客様の端末情報の送信についてのプライバシーポリシー（個人向け製品用）
以下に記載の内容は、お客様がご利用するトレンドマイクロ株式会社
（以下
「弊
社」
といいます）
のアプリケーションまたはソフトウェアプログラム
（以下総称して
「アプリケーション」
といいます）
が、当該アプリケーションをお客様のパソコン、
スマートフォンまたは各種情報端末等
（以下総称して
「お客様の端末」
といいま
す）
から情報を収集し、弊社に送付する機能がある場合に適用される内容です。
アプリケーションをご利用になる前によくお読みください。また、お客様が未成
年の場合は、保護者の同意を得たうえでアプリケーションをご使用ください。
なお、お客様がご自身で入力し、弊社のデータベースに登録される、お客様の
ユーザ登録情報
（個人情報を含みます）
については、入力時にその目的などを
明記しております。お客様のユーザ登録情報の利用目的などの詳細は、お客様
から収集する個人情報の取扱いについてhttp://www.trendmicro.co.jp/
terms-of-use/privacy-policy/handling/index.htmlをご覧ください。
以下は、
アプリケーション利用中にお客様の端末から自動的に送付される情報
に関する説明です。
１．
取得される情報の項目、取得方法、利用目的、停止方法等について
(１)脅威情報関連
本カテゴリ
（脅威情報関連）
のうち、弊社が該当の脅威の直接的なブロッ
ク以外の目的で送信される情報を利用するのは、以下の脅威情報のみで
す。このカテゴリの情報について弊社は、
セキュリティ上の脅威について
の傾向をレポートとして発表することや、製品やサービスのマーケティン
グおよび宣伝活動のために、個人を特定しない統計情報に加工して利用
することがあります。
取得の停止について：製品画面上で
「脅威情報」
にかかるチェックボックス
をＯＦＦにした場合、以下の①脅威情報のみＯＦＦになります。その他につ
いては各機能またはアプリケーションのご利用を中止いただく必要があ
ります。
①脅威情報
Trend Micro Smart Protection Network
（
「スマートフィードバック」
、
「ファイルレピュテーションサービス」
「
、脅威情報の送信」
および
「ウイ
ルストラッキング」
等を含みます）
を備えるアプリケーションの場合、脅
威に関する情報を収集および分析し、保護を強化するために、
お客様の
端末に攻撃を試みる脅威に関連すると思われる情報を収集します。弊
社では送信された情報をプログラムの安全性の判定や統計のために
利用します。送信される情報にお客様の個人情報や機密情報等が意図
せず含まれる可能性がありますが、弊社がファイルに含まれる個人情
報や機密情報自体を意図的に収集または利用することはありません。
詳細はTrend Micro Smart Protection Network プライバシーポリ
シー <http://www.trendmicro.co.jp/jp/terms-of-use/privacypolicy/spn/index.html>をご覧ください。
②お客様環境においてアクセス可能またはお客様がアクセスしたURL
Ｗｅｂ セキュリティ機能があるアプリケーションの場合、
お客様がアクセ
ス可能なＵＲＬ
（メール、
メッセンジャーアプリ、
ＳＮＳ、ブラウザなどのお
客様環境にＵＲＬの記述があるものを指します）
またはお客様がアクセス
したＵＲＬを送信し、Ｗｅｂページの安全性の判定や統計のために利用し
ます。Ｗｅｂページのセキュリティ上の判定は弊社の独自の基準により
行われております。当該機能において判定されたＷｅｂページのアクセ
ス可否の最終判断につきましては、お客様にてお願いします。なお、当
該機能を有効にしたうえで、Ｗｅｂページにアクセスした場合、以下の事
象がおこることがありますのでご注意ください。
（a）
お客様がアクセスしたＷｅｂページのＷｅｂサーバ側の仕様が、お
客様が入力した情報等をＵＲＬのオプション情報として付加しＷｅｂ
サーバへ送信する仕様の場合、
ＵＲＬのオプション情報にお客様の入
力した情報
（ＩＤ、
パスワード等）
などを含んだＵＲＬが弊社のサーバに
送信され、当該Ｗｅｂページのセキュリティチェックが実施されます。
（b）
お客様がアクセスするＷｅｂページのセキュリティチェックを実施す
る仕様になっていることから、お客様がアクセスするＷｅｂサーバ側
の仕様によっては、
ＵＲＬのオプション情報に含まれる内容により、お
客様の最初のリクエストと同様の処理が行われます。
③メールデータの一部
「迷惑メール対策」
機能があるアプリケーションの場合、
お客様の端末か
らメールの一部データを送信し、迷惑メールかどうかを判定をします。
④モバイルアプリ情報
ウイルスバスター モバイルをご利用の場合、お客様が利用するまた

は利用する可能性のあるアプリケーションの名称、
アプリケーションを
一意に識別する記号、アプリケーションプロセス名等を送信し、アプリ
ケーションを評価をします。
⑤データの一部
不正プログラム対策機能がある場合、不正プログラムかどうか疑わし
いファイルについてお客様の端末からファイルのハッシュ値を送信し、
不正プログラムかどうか等を判定します。
(２)端末情報関連
本カテゴリ
（端末情報関連）
の情報は、弊社はお客様のユーザ登録情報と
紐づけ、個人を識別して下記記載の目的のために利用する場合がありま
す。
取得の停止について：以下の④弊社製品利用情報
（ユーザビヘイビアモニ
タリング等）
および⑤端末環境情報においては、お客様側で停止すること
はできません。その他については各機能またはアプリケーションのご利用
を中止いただく必要があります。
①端末固有ＩＤ
ライセンスの適切な管理のため、端末固有ＩＤをもとに生成したデータ
およびＯＳ情報を、端末識別およびサポートサービスに利用します。
②位置情報
ウイルスバスター モバイルをご利用の場合、
お客様の任意によりお客
様の端末の位置情報を利用し、端末の位置確認を実施します。
③アプリケーションストアにおける購入情報
お客様が弊社以外のアプリケーションストアで弊社製品を購入された
場合、当該アプリケーションストアにおける購入情報
（アカウントＩＤ等を
含みます）
をライセンス管理およびマーケティング目的の為に利用しま
す。
④弊社製品利用情報
（ユーザビヘイビアモニタリング等）
お客様の弊社製品の操作履歴、弊社製品購入に関連する検索情報な
どの操作履歴および利用端末情報を、弊社製品の改良、
マーケティング
（メール等による情報提供を含みます）
およびサポートサービス実施
目的に利用します。
⑤端末環境情報
お客様が弊社製品を利用するハードウェア情報、
ＯＳ情報、アプリケー
ション情報、サービス
（ＯＳ起動時に動くバックグラウンドサービスをさ
します）構成情報、Ｗｅｂブラウザアドオンソフトウェア情報、セキュリ
ティパッチ情報、Ｗｅｂブラウザ情報、利用環境情報等を、端末環境の最
適化を推奨する対象項目の提案、製品による脅威検出情報および最適
化について等のレポート
（ユーザ情報登録時のメールアドレスと連携
したメールによる送付を含みます）
をお客様に提供、効率的なサポート
サービスの実施、統計的処理、弊社製品の改良/性能向上、端末識別お
よびマーケティング目的の為に利用します。
２．
外部送信・第三者提供の有無
弊社は１．
に記載した目的を達成する範囲において、弊社の海外子会社、弊社の
委託先
（国内外を問いません）
もしくは製品/サービスの開発または提供元の会
社に上述の情報を提供することがあります。また、法令、条例、その他関係当局
の要請に基づき情報を開示する場合があります。
３．
問い合わせ窓口
本内容に関する問い合わせは、ご利用のアプリケーションの弊社サポートセ
ンターまでお願いします。連絡先は、製品添付のマニュアル等に記載がありま
す。または、
トレンドマイクロサポートウェブ<http://esupport.trendmicro.
com/ja-jp/consumer/support/vb/contact.aspx>よりお問い合わせくだ
さい。
４．
本内容に関して変更を行う場合の手続
本内容を変更する場合は、プライバシーポリシーページ<http://www.
trendmicro.co.jp/jp/terms-of-use/privacy-policy/smartphone/index.
html>および使用許諾契約書に記載されます。アプリケーションのライセンス
契約期間を更新されたお客様には本内容の最新版が適用されます。
以上
トレンドマイクロ株式会社

「ウイルスバスター ｆｏｒａｕ」
のご使用前に必ずお読みください
下記の使用許諾契約書
（以下
「本契約」
といいます）
は、お客様とトレンドマイク
ロ株式会社
（以下
「トレンドマイクロ」
といいます）
との間の契約です。
「ウイルス
バスター for au」
（ 第4条所定のサポートサービスの一環として提供される
一切のパターンファイル、検索エンジンおよびプログラムモジュール等、
ソフト
ウェア製品に付属するツール等のうち専用の使用許諾契約書がないものを含
みます。以下、総称して
「本ソフトウェア」
といいます。）
をインストール、複製、
ま
たは使用することによって、お客様は本契約のすべての条件に同意されたこと
になります。また、お客様が未成年の場合は、保護者の同意を得たうえで本ソフ
トウェアをご使用ください。
使

用

許

諾

契
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書

第１条 使用権の許諾
トレンドマイクロは、本契約記載の条件に従い、本条に定めるハードウェア
（リース物件またはレンタル物件を含みます）
におけるセキュリティ対策を
目的とした以下の非独占的、再許諾不可能かつ譲渡不可能な権利をＫＤＤＩ
株式会社
（ＫＤＤＩ株式会社所定のＣＡＴＶ会社を含みます。以下総称して
「ＫＤ
ＤＩ」
といいます）
または沖縄セルラー電話株式会社
（以下
「沖縄セルラー」
と
いいます）
の提供する所定のサービス
（以下
「本件サービス」
といいます）
に
加入されたお客様に対して許諾します。
（a）
本件サービスの加入期間中、本件サービスの適用対象となるハードウェ
ア上で本ソフトウェアをＫＤＤＩまたは沖縄セルラーが許諾する数を限度
に使用する権利。
第２条 著作権等
1.本ソフトウェアおよびマニュアル等本ソフトウェアに関連する一切のド
キュメント
（以下、総称して
「ドキュメント」
といいます）
に関する著作権、特
許権、商標権、
ノウハウおよびその他のすべての知的財産権はトレンドマ
イクロまたはトレンドマイクロにこれを許諾した第三者へ独占的に帰属し
ます。
2.お客様は、
トレンドマイクロの事前の書面による承諾を得ることなく、
本ソ
フトウェアおよびドキュメントを第三者へ賃貸、貸与または販売できない
ものとし、かつ、本ソフトウェアおよびドキュメントに担保権を設定するこ
とはできないものとします。また、お客様は、
トレンドマイクロの書面によ
る事前の承諾を得ることなく、お客様の顧客サービス
（有償・無償を問わ
ず営利目的または付加価値サービスとして第三者へ提供されるサービ
ス）
の一環として本ソフトウェアを使用することはできないものとします。
3.お客様は、本ソフトウェアにつき、改変、
リバースエンジニアリング、逆コ
ンパイルまたは逆アセンブル
（以下、総称して
「改造等」
といいます）
する
ことはできないものとします。お客様の改造等に起因して本ソフトウェア
に何らかの障害が生じた場合、
トレンドマイクロは当該損害に関して一切
の責任を負わないものとします。
4.お客様は、本ソフトウェアに関する客観性を欠いた実験方法によるパ
フォーマンステストまたはベンチマークテストの結果を、
トレンドマイクロ
の事前の書面による承諾を得ることなく、公表してはならないものとしま
す。
第３条 保証および責任の限定
1.トレンドマイクロは、本ソフトウェア、
ドキュメントについて、瑕疵のないこ
とを保証するものではなく、
これらについて瑕疵があった場合にお客様
に生じた損害について、
トレンドマイクロの故意または重過失に起因する
場合を除き、
トレンドマイクロは責任を負わないものとします。
トレンドマ
イクロは、第４条に定義されるサポートサービスに関して、その利用によ
り、お客様の使用するハードウェアの問題の解決、パフォーマンスの向上
その他の特定の状態が作出されることを保証せず、
また、サポートサー
ビスがお客様の特定の目的に適合することを保証しません。
トレンドマイ
クロは、お客様がサポートサービスを利用したこと、
またはサポートサー
ビスを利用できなかったことに起因するお客様の損害につき、
トレンドマ
イクロに故意または重過失のある場合を除き、一切の補償をいたしませ
ん。
トレンドマイクロは、本ソフトウェアまたはドキュメントの物理的な紛
失、盗難、事故および誤用等に起因するお客様の損害につき、
トレンドマ
イクロに故意または重過失のある場合を除き、一切の補償をいたしませ
ん。
2.ＫＤＤＩまたは沖縄セルラーが定める手続によるユーザ登録もしくはユー
ザ登録変更の届出がなされない場合またはその内容に不備がある場合、
トレンドマイクロからお客様への通知、郵送およびその他のコンタクトの
不達により生じる不利益および損害については、
トレンドマイクロの故意
または重過失に起因する場合を除き、お客様の責任とさせていただきま
す。
3.本ソフトウェア、プロダクトキーの譲渡に関連して生じたトラブルについ
ても、
トレンドマイクロの故意または重過失に起因する場合を除き、
トレ
ンドマイクロは一切の責任を負いません。また、
トレンドマイクロは、合理
的な理由に基づき不正な手段もしくは目的による譲渡または入手につ
き、使用停止の措置を講ずる場合があります。この場合、
トレンドマイクロ
は、
トレンドマイクロの故意または重過失に起因する場合を除き、使用停
止の措置により発生した損害について一切の補償をいたしません。お客
様が期待する成果を得るためのソフトウェアプログラム
（本ソフトウェア

を含みますがこれに限られません）
の選択、導入、使用および使用結果に
つきましては、
トレンドマイクロの故意または重過失に起因する場合を除
き、お客様の責任とさせていただきます。本ソフトウェアもしくはドキュメ
ントの使用、
サポートサービスならびにサポートサービスの提供を受けら
れないことに起因してお客様またはその他の第三者に生じた損害、付随
的損害、逸失利益、予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害およ
びデータ・プログラムなど無体物の損害、ならびに第三者からの損害賠
償請求に基づくお客様の損害に関して、
トレンドマイクロの故意または重
過失に起因する場合を除き、
トレンドマイクロは一切の責任を負いませ
ん。
4.本契約のもとで、理由の如何を問わずトレンドマイクロがお客様または
その他の第三者に対して負担する責任の総額は、本契約のもとでお客様
が実際に支払われた対価の100%を上限とします。ただしトレンドマイク
ロに故意または重過失がある場合はこの限りではありません。
第４条 サポートサービス等
1.トレンドマイクロは、
ＫＤＤＩまたは沖縄セルラーが定める手続に従い、本
件サービスに加入されたお客様に対し、本件サービスへの加入期間中、
以下に記載されるサポートサービス
（以下
「サポートサービス」
といいま
す）
を提供いたします。ただし、
インターネット接続環境またはメールアド
レスをお持ちでないお客様においては、一部ご利用いただけないサポー
トサービスがあります。
（a）
各種パターンファイル、検索エンジンおよび各種プログラムモジュー
ルのアップデートサービス
（b）
メールまたはチャット等による問い合わせ対応
2.サポートサービスの提供に関するトレンドマイクロの義務は、本条1項
記載の内容に関する合理的な努力を行うことに限られるものとします。
また、
トレンドマイクロは、以下のいずれかに該当するお客様に対してサ
ポートサービスを提供する義務を負わないものとします。
（a）
ＫＤＤＩまたは沖縄セルラーが定める手続に従って本件サービスへの
加入手続きを行っていないお客様
（b）
前項所定の変更の届出を行っていないお客様または当該変更の届出
に不備があるお客様
（c）
ＫＤＤＩまたは沖縄セルラー所定のサービスへの契約を終了または契
約を解除されたお客様
（d）
本ソフトウェアを、
トレンドマイクロが対応外とするオペレーティング
システム
（日本語版以外のオペレーティングシステムを含みます）
上
で使用しているお客様
（e）
日本語以外の言語にて問い合わせをされたお客様
（f）
ＫＤＤＩまたは沖縄セルラーにおいて所定のサービスへの登録情報が
確認できないお客様
3.トレンドマイクロは、以下の場合、お客様へ事前の通知を行うことなくサ
ポートサービスの提供を停止できるものとします。
（a）
システムの緊急保守を行うとき
（b）
火災、停電等の不可抗力および第三者による妨害等により、
システム
の運用が困難になったとき
（c）
天災またはこれに類する事由により、
システムの運用ができなくなっ
たとき
（d）
上記以外の緊急事態により、
トレンドマイクロがシステムを停止する
必要があると判断するとき
4.前各項にかかわらず、
トレンドマイクロは、本ソフトウェアおよび一部の対
応オペレーティングシステム上で使用される本ソフトウェアについて同社
の裁量でサポートを終了することができるものとし、同社がサポートを終
了した本ソフトウェアについては、お客様に対するサポートサービスを提
供する義務を負わないものとします。なお、サポート終了製品は、別途サ
ポートサービスの一環として配信するＷｅｂページ、電話またはファックス
を介する問い合わせによってご案内いたします。
5.トレンドマイクロは、サポートサービスの過程でお客様から頂いたご意
見、感想等
（文章および音声を含みますがそれらに限られません、
ただし
第７条で定義する個人情報を除きます。以下
「ご意見等」
といいます）
をト
レンドマイクロの製品やサービスの改善およびマーケティング活動を目
的として利用いたします。お客様は、
トレンドマイクロに対して、当該ご意
見等を全世界において無償で非独占的に使用する
（加工、抜粋、複製、公
開、翻訳等を含みます）
権利を許諾するものとし、
かつトレンドマイクロに
対して当該ご意見等にかかる著作権、著作者人格権等の知的財産権を行
使しないものとします。
第５条 契約の解除
1.お客様が本契約に違反した場合、
トレンドマイクロは本契約を解除するこ
とができます。この場合、お客様は、本ソフトウェアおよびドキュメントを
一切使用することができません。
2.前項に定める他、お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時
から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標榜ゴロもしくは特殊知能暴力集団等その他これらに準じる
者
（以下
「暴力団等」
という）
、
に該当する、
または次の各号のいずれか一に
該当することが判明した場合、
トレンドマイクロは本契約を解除すること
ができます。

（a）
暴力団等が経営を支配しているまたは経営に実質的に関与している
と認められる関係を有すること
（b）
自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を
加える目的をもってするなど、不当に暴力団等を利用していると認め
られる関係を有すること
（c）
暴力団等に対して資金等を提供し、
または便宜を供与するなどの関与
をしていると認められる関係を有すること
（d）
役員または経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的
に非難されるべき関係を有すること
3.前各項に定める他、
お客様が自らもしくは第三者を利用して、次の各号に
掲げるいずれかの行為を行う、
またはその恐れがあるとトレンドマイクロ
が判断した場合、
トレンドマイクロは本契約を解除することができます。
（a）
詐術、暴力的行為、
または脅迫的言辞を用いる行為
（b）
違法行為または不当要求行為
（c）
業務を妨害する行為
（d）
名誉や信用等を毀損する行為
（e）
その他前各号に準ずる行為
4.お客様は、本ソフトウェア、
ドキュメントおよびそのすべての複製物を破棄
することにより本契約を終了させることができます。この場合、本契約の
もとでお客様が支払われた一切の対価は返還いたしません。
5.本契約が終了するかまたは解除された場合、
お客様は、本ソフトウェア、
ド
キュメントおよびそのすべての複製物をトレンドマイクロへ返却するかま
たは破棄するものとします。
第６条 守秘義務
1.お客様は、(ａ)本契約記載の内容、および、(b)本契約に関連して知り得た
情報
（プロダクトキー、
サポートサービスに関連する電話番号、
メールアド
レス、
ＵＲＬ、
ＩＤ、
パスワード、更新キー、
Ｉ
Ｐアドレスならびにサポートサービ
スの一環としてコンピュータネットワークを介して提供される情報内容を
含みます）
につき、
トレンドマイクロの書面による承諾を得ることなく第三
者
（ＫＤＤＩ、沖縄セルラーを除きます）
に開示、漏洩しないものとし、
かつ、
本契約における義務の履行または権利の行使に必要な場合を除き方法
を問わず利用しないものとします。ただし、国家機関の命令による開示等
正当なる事由に基づき開示する場合はこの限りではありませんが、その
場合にはトレンドマイクロに対して速やかに事前の通知を行うものとしま
す。
2.前項にかかわらず、以下各号に定める事項については前項の適用を受け
ないものとします。
（a）
開示を受けた時に既に公知である情報
（b）
開示を受けた後、
自己の責によらず公知となった情報
（c）
開示を受ける前から、
自己が適法に保有している情報
（d）
第三者から、守秘義務を負わず適法に入手した情報
（e）
トレンドマイクロの機密情報を使用または参照することなく独自に開
発した情報
第７条 個人情報の取り扱いについて
1.お客様は、
トレンドマイクロがお客様に関する以下の個人情報
（変更後の
情報を含みます。以下
「個人情報」
といいます。）
につき必要な保護措置を
講じたうえで収集、利用し、同社が定める相当な期間保有することに同意
します。なお、
トレンドマイクロは、お客様が製品利用の過程でトレンドマ
イクロのサーバに任意に保存した個人情報
（個人番号、いわゆるマイナ
ンバー等を含みます）
を利用することはありません。
（a）氏名、会社名、性別、生年月日、住所、電話番号、
メールアドレス等、
KDDIおよび沖縄セルラーまたはお客様が第４条１項、
２項および３項
に基づき届け出た事項
（b）
購入製品、ユーザ登録日、契約の更新状況、対価の振込に関連して開
示された情報等、お客様とＫＤＤＩおよび沖縄セルラーとの契約にかか
わる事項
（c）
お客様から提出された問い合わせ内容およびアンケートへの回答内
容等
2.お客様は、
トレンドマイクロが、
コンピュータまたはインターネットに関連
するセキュリティ対策製品およびサービスの提供に関する事業におい
て、以下の目的のために個人情報を利用することに同意します。
（a）
サポートサービスの提供
（b）
契約の更新案内
（c）
トレンドマイクロの製品およびサービスに関する案内
（d）
トレンドマイクロの製品およびサービスに関連のある他社製品の案
内
（e）
セキュリティに関する情報の提供
（f）
アンケート調査ならびにキャンペーン、
セミナーおよびイベントに関す
る案内等のマーケティング活動
（g）
トレンドマイクロの製品またはサービスの開発を目的とした分析およ
び調査ならびにベータテストの依頼に関する通知
3.お客様は、
トレンドマイクロが前項の各行為を実施するにあたり、安全管
理措置を講じたうえで同社の子会社および海外関連会社、販売代理店な
らびに代行業者に対して本条第1項所定の個人情報を提供、
もしくは、個
人情報保護に関する契約書を締結したうえで個人情報の取り扱いの全
部または一部を委託する場合があることに同意します。
4.お客様は、
トレンドマイクロに対し、自己に関する客観的な事実に基づく

個人情報に限り、開示するよう請求することができるものとします。なお、
開示請求にあたっては、別途トレンドマイクロが定める手続および手数料
が必要となります。開示請求により万一個人情報の内容が不正確または
誤りであることが判明した場合、
トレンドマイクロは速やかに当該個人情
報の訂正もしくは削除に応じるものとします。
5.前項にかかわらず、以下のいずれかに該当する情報については、
トレンド
マイクロは開示の義務を負わないものとします。
（a）
トレンドマイクロまたは第三者の営業秘密またはノウハウに属する情
報
（b）
保有期間を経過し、現にトレンドマイクロが利用していない情報
（c）
個人に対する評価、分類、区分に関する情報
（d）
トレンドマイクロ内部の業務に基づき記録される情報であって、
これ
が開示されると業務の適正な実施に著しい支障をきたす恐れがある
と同社が判断した情報
6.お客様は、
トレンドマイクロが本条2項に記載される目的のために個人情
報を利用することにつき利用停止、第三者への提供の停止および利用目
的の通知依頼の申し出を行うことができるものとし(但し、法令等に定め
がある場合を除く)、同社は当該申し出を受けた場合利用停止の措置を
講じるものとします。ただし、
サポートサービスの提供または更新案内等、
業務上必要な通知に同封または併記される製品案内、通知等については
この限りではありません。当該申し出に関するお問い合わせ、
および個人
情報の取り扱いに関するお問い合わせ先は、
トレンドマイクロ リスク管
理室 室長
（兼個人情報保護管理責任者）
privacy@trendmicro.com
となります。
7.お客様は、本契約が終了するかまたは解除された場合であっても、その
理由の如何を問わず本条１項に基づきユーザ登録を行った事実に関す
る個人情報がトレンドマイクロにより一定期間利用されることに同意しま
す。
8.お客様が本条にご同意いただけない場合、本ソフトウェアに関する一部
もしくは全部のサービス提供等を受けられない場合があります。
第８条 契約期間
1.本契約の有効期間は、
お客様が本契約に同意した日から、第５条に基づき
本契約が終了するかまたは解除されるとき、もしくは本件サービスの加
入期間が終了するときまで有効です。
2.ＫＤＤＩまたは沖縄セルラー所定の手続を行うことにより本件サービスの
加入期間を更新されたお客様には、本契約の最新の内容が適用されま
す。
第９条 一般条項
1.理由の如何を問わず、
トレンドマイクロからお客様へ通知、郵送およびそ
の他のコンタクトを行う場合
（サポートサービス提供の場合を含みますが
これに限られません）
、当該通知、郵送およびコンタクト等の宛先は日本
国内に限定されるものとします。
2.お客様は、
本ソフトウェアおよびそれらにおいて使用されている技術(以下
「本ソフトウェア等」
という)が、外国為替および外国貿易法、輸出貿易管
理令、外国為替令および省令、
ならびに、米国輸出管理規則に基づく輸出
規制の対象となる可能性があること、ならびにその他の国における輸出
規制対象品目に該当している可能性があることを認識の上、本ソフトウェ
ア等を適正な政府の許可なくして、禁輸国もしくは貿易制裁国の企業、
居住者、国民、
または、取引禁止者、取引禁止企業に対して、輸出もしくは
再輸出しないものとします。
3.お客様は、本ソフトウェア等に関連した米国輸出管理法令の違法行為に
対して責任があることを認識の上、違法行為が行われないよう、適切な
手段を講じるものとします。
4.本契約の締結により、お客様が米国により現時点で禁止されている国の
居住者もしくは国民ではないこと、および本ソフトウェア等を受け取るこ
とが禁止されていないことを認識し、
お客様は、本ソフトウェア等を、大量
破壊を目的とした、核兵器、化学兵器、生物兵器、
ミサイルの開発、設計、
製造、生産を行うために使用しないことに同意するものとします。
5.本契約は、本ソフトウェアの使用許諾に関し、本契約の締結以前にお客様
とトレンドマイクロとの間になされたすべての取り決めに優先して適用
されます。なお、
トレンドマイクロは、お客様へ事前の通知を行うことなく
本契約の内容、
サポートサービスの内容およびその他の告知内容を変更
できるものとします。お客様は最新の本契約内容をトレンドマイクロのＷ
ｅｂサイトから確認できます。当該変更は、
トレンドマイクロの独自かつ単
独の裁量でなされますが、本件サービス契約期間が有効期間中であるお
客様については、
トレンドマイクロのＷｅｂサイトで最新の本契約が掲載
されてから30日後に有効になるものとします。本契約の変更がなされた
場合には、従前の本契約の内容、サポートサービスの内容および告知内
容は無効となり、最新の本契約の内容、サポートサービスの内容および
告知内容が適用されるものとします。 本件サービス契約期間が有効期
間中であるお客様が変更後の条件に同意できない場合、
お客様は本ソフ
トウェアを使用することはできません。
6.お客様は、
トレンドマイクロからお客様への通知が電子媒体かつ電子的
手段
（ＰＯＰＵＰ等を含みます）
によってなされる場合があること、および、
当該通知を受領することに同意するものとします。
7.本ソフトウェアにおいて有害サイトのアクセス規制機能、
フィッシング対
策機能等を有する場合、お客様が当該機能を有効にし、Ｗｅｂページにア
クセスした場合、以下の事象がおこることがあります。

(a)お客様がアクセスしたＷｅｂページのＷｅｂサーバ側の仕様が、お客様
が入力した情報等をＵＲＬのオプション情報として付加しＷｅｂサーバ
へ送信する仕様の場合、
ＵＲＬのオプション情報にお客様の入力した情
報
（ＩＤ、
パスワード等）
などを含んだＵＲＬがトレンドマイクロ
（本号にお
いてその子会社を含みます）
のサーバに送信されます。
この場合、
トレンドマイクロでは、お客様がアクセスするＷｅｂページ
の安全性の確認のため、
これらのお客様より受領した情報にもとづ
き、お客様がアクセスするＷｅｂページのセキュリティチェックを実施
します。
8.トレンドマイクロは、緊急またはやむを得ないと判断する場合に限り、お
客様に事前の通知をすることなく、
お客様がご利用する本ソフトウェアの
アップデートをＫＤＤＩまたは沖縄セルラーへ依頼し、
ＫＤＤＩまたは沖縄セ
ルラーより強制的に最新バージョンへアップデートが行われる場合があ
ります。
9.第２条、第３条、第６条および本条の各定めは、本契約が解除、期間の満了
またはその他事由によって終了したときであってもなおその効力を有す
るものとします。
10.本契約は、
日本国法に準拠するものとします。本契約に起因する紛争の
解決については、東京地方裁判所を第一審としての専属的管轄権を、有
するものとします。
トレンドマイクロ株式会社
プライバシーと個人データの収集に関する規定
トレンドマイクロ製品の一部の機能は、お客さまの製品の利用状況や検出にか
かわる情報を収集してトレンドマイクロに送信します。この情報は一定の管轄区
域内および特定の条例において個人データとみなされることがあります。
トレン
ドマイクロによるこのデータの収集を停止するには、お客さまが関連機能を無
効にする必要があります。
本ソフトウェアにより収集されるデータの種類と各機能によるデータの収集を
無効にする手順については、次のＷｅｂサイトを参照してください。
https://success.trendmicro.com/data-collection-disclosure
重要
データ収集の無効化やデータの削除により、製品、
サービス、
または機能の利用
に影響が発生する場合があります。本ソフトウェアにおける無効化の影響をご
確認の上、無効化はお客さまの責任で行っていただくようお願いいたします。
トレンドマイクロは、次のＷｅｂサイトに規定されたトレンドマイクロのプライバ
シーポリシーに従って、
お客さまのデータを取り扱います。
https://www.trendmicro.com/ja_jp/about/legal/privacy-policyproduct.html
トレンドマイクロ株式会社
著作権について
本書に関する著作権は、
トレンドマイクロ株式会社へ独占的に帰属します。
トレ
ンドマイクロ株式会社が事前に承諾している場合を除き、形態および手段を問
わず、本書またはその一部を複製することは禁じられています。本ドキュメント
の作成にあたっては細心の注意を払っていますが、本書の記述に誤りや欠落が
あってもトレンドマイクロ株式会社はいかなる責任も負わないものとします。本
書およびその記述内容は予告なしに変更される場合があります。
商標について
ＴＲＥＮＤ ＭＩＣＲＯおよびウイルスバスターは、
トレンドマイクロ株式会社の登録
商標です。
本書に記載されている各社の社名、製品名およびサービス名は、各社の商標ま
たは登録商標です。
Copyright © 2019 Trend Micro Incorporated. All rights reserved.

ＮＮＳケーブルプラスＳＴＢ
（ケーブルプラスＳＴＢ-２）サービス 重要事項説明書
サービスについて
１.ＮＮＳケーブルプラスＳＴＢサービス
（以下
「本サービス」
という。）
に基づき提供
する
「ケーブルプラスＳＴＢ-２」
は、放送サービスおよびインターネットサービス
の機能が一体となった機器です。
2.この契約では、NNSケーブルプラスSTBサービス利用規約を使用します。
3.本サービスを利用するにあたり、
ＫＤＤＩ株式会社
（以下
「ＫＤＤＩ」
という。）
より
au IDが
「１
ＩＤ」
提供され、本サービス申込時に暗証番号
（４桁の数字）
を設定し
ていただきます。生年月日、連続した数字、
４つの同じ数字は設定できません
のであらかじめご了承ください。また、
ご利用にあたり
「au ID利用規約」
に同
意いただきます。
4.本サービスをご利用するにあたり、
トレンドマイクロ社が提供する
「ウイルス
バスター for ａｕ」
の不正アプリ対策機能
（ファイルアンチウイルス）
を無償で
ご利用いただきます。ご利用にあたり、
「ウイルスバスター for ａｕ」
の使用許
諾に同意いただきます。
提供条件について
１.本サービスは、次の当社サービスすべてをご利用中である必要があります。
どちらか一方のサービスを休止あるいは解約等によりご利用にならなくなっ
た場合、本サービスは解約となります。
(１)ケーブルテレビ利用契約約款に基づく基本サービス
(２)インターネット接続サービス利用契約約款に基づくＮＮＳインターネット接
続サービス
２.本サービスの提供にあたり、ケーブルプラスＳＴＢ-２を貸与し、設置いたしま
す。
３.本サービスの最低利用期間は６か月間です。
解約について
１.本サービスを解約した場合、当社または当社が指定する業者によりケーブル
プラスＳＴＢ-２を撤去、回収いたします。
２.本サービスを解約された場合、本サービスに付随する各サービスは自動的に
解約されます。ただし、au IDは自動的に解約されません。不要な場合はＫＤＤＩ
のホームページよりau IDの解約手続きを行ってください。
３.最低利用期間に満たない場合の解約については、別途解除手数料が発生しま
す。
アプリケーションについて
１.ケーブルプラスＳＴＢ-２にあらかじめインストールされているもの以外のアプ
リケーションをご利用いただく場合は、各アプリケーションの利用規約等に同
意の上、
ケーブルプラスＳＴＢ-２上でau IDを使用して購入、
インストールしてく
ださい。
２.au IDおよび暗証番号はアプリケーションを購入・ダウンロード時に必要とな
ります。au ID利用規約に従い、大切に保管いただきますようお願いいたしま
す。
３.
「ａｕ Ｍａｒｋｅｔ」
以外で購入・ダウンロードしたアプリケーションについては、映
像視聴やインターネット利用に影響を及ぼす等の当社が想定しない挙動をす
る場合もありますので、
お客様の責任においてご利用ください。
４.一部アプリケーションにおいて、時間指定等の起動設定を行った場合、映像視
聴やインターネット利用時にアプリケーションが起動いたします。必要以外は
アプリケーションの起動設定をオフにしご利用ください。
５.お客様がダウンロードされたアプリケーションの内容については、お客様サ
ポートを行うことを目的に当社で履歴を参照することがあります。
視聴年齢制限について
ケーブルプラスＳＴＢ-２にて視聴年齢制限を設定することができます。お子様
に見せたくない番組がある場合は、
ケーブルプラスＳＴＢ-２にて設定してくださ
い。
録画について
１.ケーブルプラスＳＴＢ-２に外部接続ハードディスク
（ＵＳＢ接続に限ります。以下
「外部接続ＨＤＤ」
という。）
を接続することで、放送番組を録画することができ
ます。
２.ケーブルプラスＳＴＢ-２で外部接続ＨＤＤを利用して、録画・録音された内容が
消失した場合、機器や放送の不具合等、いかなる場合であっても当社は一切
の補償をいたしません。
３.外部接続ＨＤＤをケーブルプラスＳＴＢ-２に接続して録画用として登録すると、
ケーブルプラスＳＴＢ-２の外部接続ＨＤＤとしてフォーマット
（初期化）
しますの
で、それまで外部接続ＨＤＤに保存していたデータはすべて消去されます。
４.ケーブルプラスＳＴＢ-２を回収あるいは交換した場合は、
外部接続ＨＤＤに記録
された内容は消失いたします。
５.ケーブルプラスＳＴＢ-２で視聴可能なデジタル放送・ＢＳデジタル放送・専門
チャンネルの番組の多くは著作権保護のために
「コピー・ワンス」
（１回のみ録
画可能）
や
「ダビング１０」
（１０回までダビング可能。コピー９回＋保存場所移動
１回）
「
、デジタルコピー不可」
等のコピー制御信号を付加して放送され、デジ
タル録画機器
（ＤＶＤレコーダーやハードディスクビデオレコーダー等）
への録
画制限がかかっております。また
「デジタルコピー不可」
の番組は録画できま
せん。
※ケーブルプラスＳＴＢ-２では、
「ダビング１０」
の番組について電子番組表
（ＥＰ
Ｇ）
で確認いただくことができませんのでご了承ください。
６.外部接続ＨＤＤ・ホームネットワーク
（ＤＬＮＡ等）
の準備・設置・設定はお客様に
てお願いいたします。また、お客様側の機器の不具合により視聴・録画ができ
なかった場合、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

ケーブルプラスSTB-2との接続について
１.ＬＡＮ接続を行う場合は、
カテゴリー５以上、
ストレート型１００ＢＡＳＥ-ＴＸのケー
ブルをご利用ください。
２.テレビとの接続はＨＤＭＩケーブルで接続します。
責任
１.本サービスの利用により第三者とお客様に生じた損害賠償義務及び責任を
当社は負いません。
２.当社は、当社の責に帰さない事由により発生したあらゆる事案に対しての損
害賠償には応じません。
機器について
１.ケーブルプラスＳＴＢ-２は貸出品です。故障と思われる場合は当社までご連絡
ください。この場合、
ケーブルプラスＳＴＢ-２を交換する場合がございます。
２.ケーブルプラスＳＴＢ-２を譲渡、売買、貸与等をすることはできません。
３.ケーブルプラスＳＴＢ-２はスタンバイ状態
（待機状態）
で、
デジタル放送からの
情報受信や端末本体のバージョンアップ情報等の通信を自動的に行っており
ます。異常時以外は電源コードを抜かないでください。
４.ケーブルプラスＳＴＢ-２の分解・改造は絶対に行わないでください。分解・改造
が判明した場合は、当社が別途定める損害金を請求いたします。また故意およ
び過失による故障対応も同様とします。
５.ケーブルプラスＳＴＢ-２は、バージョンアップ等ソフトウェアの更新を通知する
場合があります。画面内容に従って、
ソフトウェアの更新を行っていただけます
ようお願いします。
個人情報の取り扱いについて
１.当社がお客様より取得する個人情報について、当社が定める
「個人情報保護
方針」
に基づき適切に取り扱うものとします。
２.ケーブルプラスＳＴＢ-２上で利用されたアプリケーションに関するお問い合わ
せ等の対応、本サービス利用向上をめざし、ケーブルプラスＳＴＢ-２の機器情
報をＫＤＤＩへ開示し、機能改善等に利用させていただく場合があります。
KDDIお問い合わせ窓口
au ID／パスワードを忘れた、au IDが変更できない、au IDでログインでき
ない、その他au IDを使用してケーブルプラスＳＴＢ-２上で購入したアプリケー
ションについてのお問い合わせはＫＤＤＩの窓口にご連絡ください。
＜ＫＤＤＩ問い合わせ窓口＞
００７７-７７７
（年中無休 ９
：
００〜２０
：
００）
０１２０-２２-００７７
（上記番号がご利用になれない場合はこちらまで）
料金等について
（金額は消費税10％込みの表示です）
１.ケーブルプラスＳＴＢ-２に関する費用
項目

専門チャンネル等サービス

ケーブルプラス
ＳＴＢ-２利用料

金額／月額
（税込）

当 社 が 定 めるＣＡＴＶ専 門
チャンネルと同時に利用す
る場合

１，
1００円

上記以外の場合

１，
65０円

※ＣＡＴＶ専門チャンネルは月ごとに変更することができます。ただし、お客様
の希望するＣＡＴＶ専門チャンネルによっては、ケーブルプラスＳＴＢ-２利用
料も併せて変更となりますので、
ご了承ください。
２.作業に関する費用
項目

金額
（税込）

標準取付費

４，
4００円／台

付帯工事費

実費

リモコン交換費

３，
3００円／専用リモコン１個毎

３.損害金
項目
ケーブルプラスＳＴＢ-２本体
ケーブルプラスＳＴＢ-２リモコン

金額
（税込）
４9，
5００円
３，
3００円

４.契約解除手数料
最低利用期間
６か月

解除手数料
（税込）
５，
5００円

その他事項について
•本サービスと併せてご利用いただく、基本サービス、専門チャンネル等サー
ビス、
インターネット接続サービスについては、
「ケーブルテレビ利用契約約
款」
「
、ＣＡＴＶ専門チャンネル及びＳＴＢ利用契約約款」
「
、インターネット接続
サービス利用契約約款」
に記載する内容のご確認をお願いいたします。
２０２０年3月31日
株式会社日本ネットワークサービス

視聴履歴の取得と利用について
株式会社日本ネットワークサービス
（以下
「当社」
といいます。）
は、当社の事業を
行うに際し、利用者の視聴履歴等の情報を収集することがあります。契約者が
ケーブルプラスＳＴＢ-２を世帯で共有している場合、世帯の構成員すべての視聴
履歴等の情報を収集します。契約者は世帯の構成員すべての同意を得たうえで
ご利用ください。
１.視聴履歴等の取扱いの主体
株式会社日本ネットワークサービス
２.視聴履歴等の取扱いに係る情報の項目
(１)視聴および録画したチャンネル、番組ならびにその番組の放送開始時刻と
放送終了時刻
(２)視聴および録画したチャンネルの視聴日時および視聴時間
(３)ケーブルプラスＳＴＢ-２でのアプリケーション起動履歴およびボタン操作履
歴
(４)ケーブルプラスＳＴＢ-２の利用時間および設定内容
(５)Ａ-ＣＡＳ番号、
Ｃ-ＣＡＳ番号
３.取得の方法
ケーブルプラスＳＴＢ-２に接続された回線より視聴履歴等の情報が送信され
ます。
４.利用の目的
(１)個人を特定して利用する場合
•視聴履歴等の情報および特性情報等に基づき、利用者の嗜好にあった情
報の提供および勧奨
•当社が保有する契約者個人情報との照合
(２)個人を特定しないで利用する場合
•設備の保守および新規サービスの開発
５.保存期間
取得から５年以内
※保存期間終了後は速やかに消去いたします。
６.契約者による関与
本書にご同意いただいた後でも、視聴履歴等の情報を記録するかどうかを選
択することができます。なお、契約者の代わりに世帯の構成員が操作される
場合、利用者の同意を得たうえで操作してください。
７.ご注意
•加入契約されている方は、本書にご同意いただけない場合でも、各チャンネ
ル、番組を視聴いただけます。
•本書への同意、視聴履歴等の情報の送信
（記録）
、送信停止
（記録停止）
は、
ケーブルプラスＳＴＢ-２ごとに管理されています。ご利用のケーブルプラスＳ
ＴＢ-２ごとに行ってください。
•当社が利用者の視聴履歴等の情報を分析することにより、要配慮個人情報
（本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴等、その取扱いに特に配
慮を要する個人情報）
の推知を行うことはありません。
８.お問い合わせ窓口
株式会社日本ネットワークサービス
〒４００-８５０９
山梨県甲府市富士見一丁目４番２４号
電話：
０５５-２５１-７１１１

