日本のテレビを
リアルタイムで視聴

＜ストリーム TV＞申込書
▽ お申込者 （ご契約者） の情報をご記入ください。
▽ ●必須項目ですので必ずご記入をお願いいたします。

利用規約に基づき、 下記のとおり申し込みます。
● 区分

フリガナ
●

氏名 または
会社名

● 性別

個人・法人

男性・女性

（法人の場合）
担当者名

●

住所
●

●

昼間連絡先
Tel 番号

E-mail アドレス

△ E メールで請求書をお送りいたしますので、 ハッキリとご記入をお願いいたします 。 数字のゼロは

0 とご記入ください。

▽ クレジットカード情報をご記入ください。
●

セキュリティコード

お支払い
クレジットカード情報

（ローマ字）
月

年

Visa

カード名義

Master

▽ 上記住所とTVボックス郵送先住所が異なる場合はご記入ください。

TVボックス
郵送先住所
▽ 複数回答可能です。 わからない場合はご記入いただかなくてOKです。申込書を確認後、当社より説明と質問をいたします。
日本のテレビを
何で
視聴希望ですか？

テレビで視聴希望

- - - 【ベースステーション（LF-PK20）】 と 【TVボックス（LF-BOX1）】 が必要です。

パソコンで視聴希望

- - - 【ベースステーション（LF-PK20）】 と 【PC用ソフト（LFA-PC20）】 が必要です。

テレビとパソコンで視聴希望 - 【ベースステーション（LF-PK20）】 と 【TVボックス（LF-BOX1）】 と 【PC用ソフト（LFA-PC20）】 が必要です。
既に持っている（または自分で調達・郵送する）ので購入を希望しない

ロケーションフリー機器
の準備は？

ベースステーション
(LF-PK20)

TVボックス
(LF-BOX1)

PCプレイヤーソフト
(LFA-PC20)

【ベースステーション（LF-PK20）】 の購入を希望する
【TVボックス（LF-BOX1）】 の購入を希望する
【PC用ソフト（LFA-PC20）】 の購入を希望する

お支払方法

クロスチェック郵送

銀行振込

ストリーム TV 利用規約 ●第 1 条 【利用規約の適用】 E-STREAM PTE LTD ( 以下 「当社」 という ) は、 ストリーム TV サービスご利用規約 ( 以下 「本規約」 という ) を定め、 本規約に基づき、 個人が所有するベースステーションのハウジングサービス及び、 その他の有料サービス ( 以下 「本件サービス」 という ) の提供を行います。 テレ
ビアンテナの配線業務は行いません。 ●第 2 条 【業務の委託】 当社は、 本件サービスの提供にあたり、 業務の一部を当社の指定する委託先に対して委託できるものとします。 ●第 3 条 【契約の単位】 本件サービスの提供に関する契約 ( 以下 「本契約」 という ) は、 本件サービス 1 件ごとに締結されるものとします。 ●第 4 条 【利用
の制限】 本件サービスは、 本契約を当社と締結し本件サービスの提供を受ける者 ( 以下 「契約者」 という ) が、 契約者の所有する機器を用いて、 個人的又はその同一世帯内の限られた範囲における個人利用の視聴の目的においてのみ利用できるものとし、 目的如何に問わず本件サービスの不特定 ・ 特定多数の視聴を行うことはでき
ないものとします。 また、 本件サービスを営業目的で使用、 再送信または再分配を行うことや、 私的利用など一定の範囲以外での目的で、 著作権及び著作隣接権を侵害する行為または侵害する恐れのある行為を禁止します。 ●第 5 条 【利用の条件】 本件サービスのご利用には、 以下の項に定める利用条件を満たすことが必要となり
ます。○1. 契約者が本件サービスを利用する際、 利用先にインターネット接続環境及び、 視聴を可能とするテレビまたはパソコン機器を備えている○2. 本件サービスの利用に必要な機器類やソフトウェアを契約者の責任と費用で用意し、 それらを適切に設置し操作を行う○3. 有効なクレジットカードを所持している ●第 6 条 【利用の申込】
本件サービスのご利用申込は、 利用申込をしようとする者 ( 以下 「利用申込者」 という ) が、 当社所定の本件サービスのオンライン申込みフォーム、 またはご利用申込書に必要事項を記入の上、 署名をし、 当社に提出することによって行われます。 また、 利用申込者は、 本件サービスの申込を行った時点で、 本規約の内容を承認した
ものとします。 ●第 7 条 【契約の成立】 本契約は、 前条 ( 利用の申込 ) に定める申込に対し、 当社がその利用申込を承諾したときに成立し、 当社と契約者の間で法的効力を有します。 ●第 8 条 【インターネットを通じた契約の成立】 契約者が当社のホームページより Web サイトを通して利用の申込を行う場合、 「本規約へ同意する」
を選択する行為により、 第 6 条に定める署名と同等の意味を持つものとします。 ●第 9 条 【利用規約、 サービス内容の変更】○1. 当社は、 当社が本規約及び本件サービスの内容を変更することが必要と認める場合、 契約者の承諾を得ることなく、 これらの内容を変更することができるものとします。○2. 当社は、 前項の変更の通知を、
当社のホームページ (http://www.stream-jtv.net) への掲載、 または契約者に対する電子メール ・ 書面による告知によって行うものとします。 ●第 10 条 【利用料の課金】 本件サービスの毎月の利用に対してお支払いを頂く、 月額ハウジングご利用料金 ( 以下 「月額サービス利用料金」 という ) の課金起算日は、 原則として本契約が成立
した日から起算して翌月 1 日からとなります。 ●第 11 条 【契約内容の変更】 契約者は、 以下の項に定める利用申込書の記載内容ついて変更がある場合、 速やかにその旨を当社所定の方法により当社に届出するものとします。○1. 住所、 電話番号、 Email アドレスに変更がある場合○2. 支払い方法に変更がある場合○3. 届出たクレジッ
トカードが契約成立後に無効となるなど使用不能になった場合、 有効なクレジットカード情報を再度届出するものとします ●第 12 条 【利用最低期間等】 本件サービスの利用最低期間は、 月額サービス利用料金の課金起算日から起算して 6 ヶ月となります。 利用最低期間の経過後、 本契約は、 第 13 条と第 14 条が定める事由によっ
て終了しない限り自動的に更新されるものとします。 ●第 13 条 【当社による契約の終了】 当社は、 次の各項のいずれかに該当する場合において、 たとえ利用最低期間内であっても、 契約者へ電子メールによる通知を行った上で、 本契約を解除できるものとします。 これにより当社は、 既に受領した月額サービス利用料金の返還義務を
負わないものとします。 但し、 当社の責に帰する事由により本件サービスの利用を行うことが著しく困難であると認められる場合は、 当社は受領した月額サービス利用料金を契約者に返還し、 本契約を解除するものとします。○1. 契約者が、 本規約または本契約の何れかに違反し、 契約者が本契約を破棄したものと当社がみなした場合○
2. 当社が請求する月額サービス利用料金の請求日の翌月末日の時点で、 契約者による債務履行が確認できない場合○3. 契約者の法令に違反する行為、 または違反するおそれのある行為が認められた場合○4. その他、 当社が本件サービスの提供の継続を行うことが著しく困難であると認められる場合 ●第 14 条 【契約者による本契約
の終了】 契約者は、 当社が別途定める手続に従って本契約の解除を行うことができます。 解約の成立は、 契約者による解約の申入れが、 当月の 15 日迄に行われた場合は当月末日に、 当月 15 日以降に行われた場合は、 翌月末日をもって成立するものとします。 契約者は、 当社が預かる契約者の機器の返却または廃棄について、
解約の申し入れ時に当社所定の方法により当社に依頼を行うものとします。 また、 当社は、 返却郵送および返却にかかる諸費用を契約者に対し別途請求するものとします。 ●第 15 条 【本件サービスの停止】 当社は、 次の項のいずれかに該当する場合は、 本件サービスの利用を停止することがあります。○1. 当社が請求する月額サービ
ス利用料金の支払期日を経過しても、 契約者による債務履行が確認出来ない場合○2. 本件サービス用施設の保守上または工事上やむをえない場合○3. 火事、 停電等や、 地震、 津波、 洪水等の天災により本件サービスの提供ができなくなった場合○4. その他、 法律上や運営上において、 当社が本件サービス提供の中断または停
止を必要と判断した場合 ●第 16 条 【当社の免責事項】 ○1. 当社は、 前条 ( 本件サービスの停止 ) のいずれか、 またはその他の事由により本件サービスの提供の遅延や停止が発生しても、 これに起因する契約者または第三者が被った損害について一切責任を負いません。○2. 当社は、 本件サービスの提供に伴う映像や音声等の品質
の完全性を保証しません。 ●第 17 条 【障害発生時等の対応】 契約者は、 本件サービスに障害等が発生した場合、 契約者の視聴環境に不備等が無いことを確認の上、 当社に連絡をするものとします。 当社による調査の結果、 当該障害の発生原因が契約者にあることが認められた場合、 当社は調査に要した費用等を契約者に請求
することができるものとします。 ●第 18 条 【キャンセル料金】 本契約の終了日または本件サービスの停止日が、 本契約が定める利用最低期間満了日以前の場合、 当社はその残存契約日数に応じ、 キャンセル料金を契約者に対し請求できるものとします。 但し、 当社の責に帰する事由により本件サービスの停止が行われた場合は、 この
限りではありません。 ●第 19 条 【利用料金及び支払い方法】 ○1. 契約者は、 本件サービスのお申込時に、 ご利用を開始する際にお支払い頂く初期費用をお支払い頂くものとします。○2. 月額サービス利用料金は、 毎月 1 日から当月末日までを 1 ヶ月分とし、 当社が指定する支払期日までにまでに、 月額サービス利用料金の 1 ヶ月
分をお支払い頂くものとします。○3. 契約者は、 月額サービス利用料金を当社が指定する支払方法 によって、 当社へ、 または当社が指定する代金回収業者を通じて支払うものとします。○4. インターネットを通じて行なわれた契約の場合、 届出るクレジットカードの署名がなくとも、 「承認する」 を選択する行為が署名と同等の意味を持ち、
当社は本契約で定められるところにより、 該当クレジットカードを通した支払いを請求できるものとします。○5. 当社は、 契約者の届出るクレジットカード情報を債務不履行の際の保証として保有し、 支払期日までに契約者による債務履行が確認できなかった場合や、 契約者の指定した支払方法が利用できない状況にあった場合、 契約者の
承諾を得ることなくクレジットカードより月額サービス利用料金の支払いを受ける権限を有します。○6. 契約者がクレジットカードまたは銀行口座自動振替による支払いを指定する場合、 引落としがかかる口座またはクレジットカードに、 お支払いに十分な残高を保持していることを確認します。 また、 これを怠ったことにより契約者の利用する金融
機関から契約者へ請求される手数料など全ての債務に対し、 当社は一切の責任を負いません。 ●第 20 条 【個人情報の取扱い】 当社が属するグループでは、 顧客へのサービス向上のためグループ各社での個人情報を共有し、 グループ代表者が個人情報管理の責任を負うものとします。 また、 契約者が本件サービスの利用の際に提示し
た個人情報において、 関係法令と社会秩序を尊重 ・ 遵守し、 その適正な取り扱いと保護に努めます。 ●第 21 条 【契約に基づく権利の譲渡等】 契約者は、 本契約に基づいて本件サービスの提供を受ける権利を、 第三者に賃与、 譲渡、 売買等することはできないものとします。
テレビアンテナ配線業務委託 利用規約 ●第 1 条 【利用規約の適用】 Nexus Marketing Company( 以下 「甲」 という ) は、 テレビアンテナ配線業務ご利用規約 ( 以下 「本規約」 という ) を定め、 本規約に基づきテレビアンテナの配線業務の提供を行います。 ●第 2 条 【業務の委託】 甲は、 本件サービスの提供にあたり、 業務の一部
を甲の指定する委託先に対して委託できるものとします。 ●第 3 条 【契約の単位】 本件サービスの提供に関する契約 ( 以下 「本契約」 という ) は、 本件サービス 1 件ごとに締結されるものとします。 ●第 4 条 【利用の制限】 本件サービスは、 本契約を甲と締結し本件サービスの提供を受ける者 ( 以下 「乙」 という ) が、 乙の所有する機
器を用いて、 個人的又はその同一世帯内の限られた範囲における個人利用の目的においてのみ利用できるものとします。 また、 本件サービスを営業目的で使用、 私的利用など一定の範囲以外での目的で、 著作権及び著作隣接権を侵害する行為または侵害する恐れのある行為を禁止します。 ●第 5 条 【利用の条件】 本件サービスの
ご利用には、以下の項に定める利用条件を満たすことが必要となります。○1. 乙が本件サービスを利用する際、利用先の施設および配線先の機器は乙の所有するもしくは利用する権利のあるものとする。 ○2. 有効なクレジットカードを所持している ●第 6 条 【利用の申込】 本件サービスのご利用申込は、利用申込をしようとする者 ( 以下 「利
用申込者」 という ) が、 甲所定の本件サービスのオンライン申込みフォーム、 またはご利用申込書に必要事項を記入の上、 署名をし、 甲もしくは甲の代理店に提出することによって行われます。 また、 利用申込者は、 本件サービスの申込を行った時点で、 本規約の内容を承認したものとします。 ●第 7 条 【契約の成立】 本契約は、 前
条 ( 利用の申込 ) に定める申込に対し、 甲がその利用申込を承諾したときに成立し、 甲と乙の間で法的効力を有します。 ●第 8 条 【インターネットを通じた契約の成立】 乙が甲のホームページより Web サイトを通して利用の申込を行う場合、 「本規約へ同意する」 を選択する行為により、 第 6 条に定める署名と同等の意味を持つものとし
ます。 ●第 9 条 【利用規約、 サービス内容の変更】○1. 甲は、 甲が本規約及び本件サービスの内容を変更することが必要と認める場合、 乙の承諾を得ることなく、 これらの内容を変更することができるものとします。○2. 甲は、 前項の変更の通知を、 ホームページ (http://www.stream-jtv.net) への掲載、 または乙に対する電子メール ・
書面による告知によって行うものとします。 ●第 10 条 【利用料の課金】 本件サービスの毎月の利用に対してお支払いを頂く、 月額管理料金の課金起算日は、 原則として本契約が成立した日から起算して翌月 1 日からとなります。 ●第 11 条 【契約内容の変更】 乙は、 以下の項に定める利用申込書の記載内容ついて変更がある場合、
速やかにその旨を甲所定の方法により甲に届出するものとします。○1. 住所、 電話番号、 Email アドレスに変更がある場合○2. 支払い方法に変更がある場合○3. 届出たクレジットカードが契約成立後に無効となるなど使用不能になった場合、 有効なクレジットカード情報を再度届出するものとします ●第 12 条 【利用最低期間等】 本件サー
ビスの利用最低期間は、 月額管理料金の課金起算日から起算して 6 ヶ月となります。 利用最低期間の経過後、 本契約は、 第 13 条と第 14 条が定める事由によって終了しない限り自動的に更新されるものとします。 ●第 13 条 【甲による契約の終了】 甲は、 次の各項のいずれかに該当する場合において、 たとえ利用最低期間内であっ
ても、 乙へ電子メールによる通知を行った上で、 本契約を解除できるものとします。 これにより甲は、 既に受領した月額管理料金の返還義務を負わないものとします。 但し、 甲の責に帰する事由により本件サービスの利用を行うことが著しく困難であると認められる場合は、 甲は受領した月額管理料金を乙に返還し、 本契約を解除するもの
とします。○1. 乙が、 本規約または本契約の何れかに違反し、 乙が本契約を破棄したものと甲がみなした場合○2. 甲が請求する月額管理料金の請求日の翌月末日の時点で、 乙による債務履行が確認できない場合○3. 乙の法令に違反する行為、 または違反するおそれのある行為が認められた場合○4. その他、 甲が本件サービスの提
供の継続を行うことが著しく困難であると認められる場合 ●第 14 条 【乙による本契約の終了】 乙は、 甲が別途定める手続に従って本契約の解除を行うことができます。 解約の成立は、 乙による解約の申入れが、 当月の 15 日迄に行われた場合は当月末日に、 当月 15 日以降に行われた場合は、 翌月末日をもって成立するものとします。
乙は、 甲が預かる乙の機器の返却または廃棄について、 解約の申し入れ時に甲所定の方法により甲に依頼を行うものとします。 また、 甲は、 返却郵送および返却にかかる諸費用を乙に対し別途請求するものとします。 ●第 15 条 【本件サービスの停止】 甲は、 次の項のいずれかに該当する場合は、 本件サービスの利用を停止することが
あります。○1. 甲が請求する月額管理料金の支払期日を経過しても、 乙による債務履行が確認出来ない場合○2. 本件サービス用施設の保守上または工事上やむをえない場合○3. 火事、 停電等や、 地震、 津波、 洪水等の天災により本件サービスの提供ができなくなった場合○4. その他、 法律上や運営上において、 甲が本件サービ
ス提供の中断または停止を必要と判断した場合 ●第 16 条 【甲の免責事項】 ○1. 甲は、 前条 ( 本件サービスの停止 ) のいずれか、 またはその他の事由により本件サービスの提供の遅延や停止が発生しても、 これに起因する乙または第三者が被った損害について一切責任を負いません。○2. 甲は、 本件サービスの提供による映像や音声
等の品質の完全性を保証しません。 ●第 17 条 【障害発生時等の対応】 乙は、 本件サービスに障害等が発生した場合、 乙の視聴環境に不備等が無いことを確認の上、 甲に連絡をするものとします。 甲による調査の結果、 当該障害の発生原因が乙にあることが認められた場合、 甲は調査に要した費用等を乙に請求することができるも
のとします。 ●第 18 条 【キャンセル料金】 本契約の終了日または本件サービスの停止日が、 本契約が定める利用最低期間満了日以前の場合、 甲はその残存契約日数に応じ、 キャンセル料金を乙に対し請求できるものとします。 但し、 甲の責に帰する事由により本件サービスの停止が行われた場合は、 この限りではありません。 ●第
19 条 【利用料金及び支払い方法】 ○1. 乙は、 本件サービスのお申込時に、 ご利用を開始する際にお支払い頂く初期費用をお支払い頂くものとします。○2. 月額管理料金は、 毎月 1 日から当月末日までを 1 ヶ月分とし、 甲が指定する支払期日までにまでに、 月額管理料金の 1 ヶ月分をお支払い頂くものとします。○3. 乙は、 月額管
理料金を甲が指定する支払方法 によって、 甲へ、 または甲が指定する代金回収業者を通じて支払うものとします。○4. インターネットを通じて行なわれた契約の場合、 届出るクレジットカードの署名がなくとも、 「承認する」 を選択する行為が署名と同等の意味を持ち、 甲は本契約で定められるところにより、 該当クレジットカードを通した支
払いを請求できるものとします。○5. 甲は、 乙の届出るクレジットカード情報を債務不履行の際の保証として保有し、 支払期日までに乙による債務履行が確認できなかった場合や、 乙の指定した支払方法が利用できない状況にあった場合、 乙の承諾を得ることなくクレジットカードより月額管理料金の支払いを受ける権限を有します。○6. 乙
がクレジットカードまたは銀行口座自動振替による支払いを指定する場合、 引落としがかかる口座またはクレジットカードに、 お支払いに十分な残高を保持していることを確認します。 また、 これを怠ったことにより乙の利用する金融機関から乙へ請求される手数料など全ての債務に対し、 甲は一切の責任を負いません。 ●第 20 条 【個人情報
の取扱い】 甲が属するグループでは、 顧客へのサービス向上のためグループ各社での個人情報を共有し、 グループ代表者が個人情報管理の責任を負うものとします。 また、 乙が本件サービスの利用の際に提示した個人情報において、 関係法令と社会秩序を尊重 ・ 遵守し、 その適正な取り扱いと保護に努めます。 ●第 21 条 【契約に基
づく権利の譲渡等】 乙は、 本契約に基づいて本件サービスの提供を受ける権利を、 第三者に賃与、 譲渡、 売買等することはできないものとします。 ●第 22 条 【NHK 視聴契約】 日本放送協会 (NHK) の視聴契約は、 乙の責任によって行うものとし、 甲はその契約や集金等の義務を一切負いません。

Signature ( 署名 )
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