
STANDARD TERMS AND CONDITIONS

PARTIES.  This Agreement is made between ABS-CBN (“ABS-CBN”) or its authorized dealers and the private individual/s 
or corporations whose details are provided in the Subscription overleaf (the “Subscriber”). The Subscriber hereby 
acknowledges that it has read and understood the terms and conditions hereof (the “Terms”) and agrees that its signature 
on the Subscription overleaf constitutes its acceptance to be bound by the Terms.

SUBSCRIPTION PERIOD.  The minimum initial subscription period for new subscribers shall be one (1) year from date of 
the activation of the Decoder.  Should the Subscriber fail to complete the minimum subscription period, or chose to 
terminate of cancel the subscription prior to the end of the minimum subscription period, ABS-CBN may charge the 
Subscriber a pre-termination fee imposed by way of penalty in addition to forfeiture of the deposits made, if any.  After the 
minimum initial subscription period, this Agreement shall continue for the period equivalent to the months for which the 
Subscriber has paid the subscription fee.

SET TOP BOX (STB).  To enable the Subscriber to receive the signal of the Service, the Subscriber shall purchase from 
ABS-CBN a Set Top Box (STB/Tuner) which shall be installed and kept at the premise indicated by Subscriber (the 
“Subscriber Premises”), at the cost and charges subscribed by ABS CBN.  

WARRANTY ON STB.  The STB which is supplied  by ABS-CBN is warranted for twelve (12) months of normal use from 
date of initial activation, against defects in manufacture, provided that ABS-CBN’s entire liability for any breach of this 
warranty will be limited to, at ABS-CBN’s option, the repair or replacement of the defective STB. It will be repaired or 
replaced free of charge, at the option of ABS-CBN, if found defective within the warranty period, provided that it has not 
been mishandled or altered in any way. Any defects or damages found in the STB after the warranty period shall be subject 
to repair or replacement charges to be determined by ABS-CBN. Costs of transporting the STB to and from the offices or 
authorized distributors of ABS-CBN shall be borne by the Subscriber.

CARE AND USE OF STB.  The Subscriber shall at all times observe proper care and maintenance of the STB and shall 
ensure that the requirements for the STB’s use, storage and maintenance as provided in the guidelines distributed with the 
STB or as ABS-CBN may advise the Subscriber from time to time are properly complied with.  The Subscriber shall not, 
under any circumstances, alter, tamper with, disassemble the STB, reproduce or allow the reproduction of any of the 
technology included therein, or take any other action which would constitute piracy or assist in piracy or other unauthorized 
reception of the Service.  Any repair or maintenance of the STB shall be performed only by the manufacturer or by a service 
provider authorized by ABS-CBN to perform such maintenance. 

AUTHORIZED USE.  The Subscriber shall not authorize others to receive, transmit or exhibit by any means, whether now 
known or hereafter devised, the Service or any part thereof.  Nor shall the Subscriber tape, transcribe or otherwise 
reproduce any portion of the Service.  If the Subscriber becomes aware of any unauthorized reception, transmission or 
exhibition by any person of any part of the Service, the Subscriber shall immediately notify ABS-CBN and take all steps 
reasonably necessary (including all steps reasonably requested by ABS-CBN)  to prevent such unauthorized use of the 
Service.

ASSIGNMENT / TRANSFERS.  The Subscriber may not transfer his/her subscription to any other party without the prior 
written approval of ABS-CBN.

SUSPENSION OF ACCESS TO CHANNELS.  Without prejudice to its right to terminate the Agreement as provided below, 
ABS-CBN may cut-off the signal or otherwise suspend the Subscriber’s access to the Service, with or without notice to the 
Subscriber, if by reason of any act or omission directly or indirectly attributable to the Subscriber, including ABS-CBN’s 
inability to access, enter, and inspect the Subscriber’s Premises:

a.  it reasonably believes that the Subscriber is in breach of this Agreement;

b.  it becomes necessary to protect against unauthorized use of proprietary information or technology in the STB;

c.  it becomes aware that any parts of the STB is lost or stolen or is being used or have been relocated outside the 
Subscriber’s Premises; 

d.  it may be required to comply with or avert any violation of any law or regulation.

EFFECTS OF SUSPENSION.  If the Subscriber’s access to the Service is suspended, the Subscriber shall continue to be 
liable for payment of the subscription fee and ABS-CBN will not reinstate that access unless ABS-CBN determines, in its 
sole discretion, that the circumstances giving rise to the suspension have been resolved.  If ABS-CBN agrees to reinstate 
the Subscriber’s access to the Service, the fact that such access has been interrupted during the subscription period will 
not postpone the date on which the subscription period is due to expire.

CANCELLATION OF SERVICE/TERMINATION OF AGREEMENT.  This Agreement shall be terminated, effective 
immediately upon occurrence of any of the following:

1.  failure of the Subscriber to pay the subscription fee in accordance with the payment terms as indicated in the 
Subscription overleaf;
2.  unauthorized transfer, lease or assignment of the Equipment and/or Service to a third party by the Subscriber;
3.  subscription fraud discovered after approval of the application for subscription;
4.  use of the Service for any illegal or immoral purposes;
5.  unauthorized use of the STB and/or Service, whether or not with the knowledge or consent of the Subscriber;
6.  any other breach by the Subscriber of the Terms hereof; or
7.  continued transmission or broadcast of the Service would or might subject ABS-CBN to any liability or to litigation or 
threatened litigation.

VOLUNTARY CANCELLATION BY THE SUBSCRIBER.  The Subscriber may voluntarily request for cancellation of the 
Service, upon at least fifteen (15) days written notice to ABS-CBN prior to the intended date of disconnection.  ABS-CBN 
may, but shall not be obliged, to agree to such disconnection if the Subscriber is departing from JAPAN  permanently.

CONTACT NUMBERS AND ADDRESSES. The Subscriber undertakes to, without delay, notify ABS-CBN of any change 
in his/her contact details provided in the Subscription overleaf. ABS-CBN shall not be responsible for any disconnections, 
charges, fees, etc. resulting from the Subscriber’s failure to inform ABS-CBN of such changes.

LIMITATION OF LIABILITY.  The Subscriber hereby (i) agrees that, notwithstanding any other provision in this Agreement 
to the contrary, ABS-CBN shall have no liability to the Subscriber with respect to any interruption, failure or loss in the 
transmission or reception of the Service and (ii) waives any other right to remedy it may have against ABS-CBN as a result 
of any such interruption, failure or loss of signal.  Further, ABS-CBN shall not be liable to the Subscriber for incidental, 
consequential or special damages (such as, but not limited to, loss of profits or revenues or damage to  or loss of personal 
property) and the Subscriber hereby waives all rights which it may otherwise have or have had in respect thereof whether 
pursuant to this Agreement or otherwise. 

NO REFUND.  ABS-CBN shall have no obligation to refund any paid subscription fees for any interruption, failure or loss of 
signal from force majeure including, but not limited to, acts of God, war, civil disturbance, satellite failure, riots, strikes, work 
stoppage, acts of terrorism, or such causes beyond the reasonable control of ABS-CBN.  Neither shall ABS-CBN be obliged 
to refund any paid subscription fees upon cancellation of the Service due to the causes giving rise to ABS-CBN’s right to 
terminate the Agreement as provided herein. 

INJUNCTIVE RELIEF.  The Subscriber hereby acknowledges and agrees that the rights of ABS-CBN are of a special, 
unique and extraordinary character which gives them a particular value, for the loss of which it cannot be reasonably or 
adequately compensated in damages in any action at law and that a breach of this Agreement by the Subscriber will cause 
ABS-CBN immediate and irreparable injury and damage.  The Subscriber therefore expressly agrees that, in the event of 
a breach or threatened breach of this Agreement or any part hereof by the Subscriber, ABS-CBN shall, at its discretion, be 
entitled to injunctive and other equitable relief against the Subscriber to end or prevent such breach and to secure 
enforcement of this Agreement.  Resort to such equitable relief, however, shall not be construed as a waiver of any other 
rights or remedies which ABS-CBN may have for damages or otherwise.

WAIVERS.  No course of dealing between the parties or delay or omission on the part of either party in exercising any rights 
under this Agreement or under applicable law shall operate as a waiver of any such rights.  A waiver by any party in any 
instance shall not constitute a waiver in any other instance.  All remedies and rights hereunder or under applicable law shall 
be cumulative, and none of them shall be in limitation of any other remedy or right of either party.  No waiver, amendment 
or modification of this Agreement shall be effective unless in writing and signed by the party against whom the waiver, 
amendment or modification is sought to be enforced.
 
GOVERNING LAW. This Agreement shall be governed and construed in accordance of the laws of the JAPAN and the 
parties hereto agree to submit to the non exclusive jurisdiction of the JAPAN Courts.

基準条件

当事者：  本契約書は、ABS-CBN　（“ABS-CBN”）または認定された販売店と詳細が裏面同意書に記載されている個人・法人
（受信人）との間で締結されたものである。
受信人は、ここに記載されている条件（条件）を読み理解した事を認識し、裏面同意書上の署名が、その条件に拘束される事の容
認を意味することに同意する。

受信期間：  新規受信人の最初の最低受信期間は、デコーダを使用可能にした日から1年間とする。
受信人が最低受信期間を満了しなかった場合、または最低受信期間内に解約する場合には、ABS-CBNは受信人に対して、支払
われた保証金の没収に加え、違約金として中途解約金を課す場合もある。

セット・トップ・ボックス（STB）：  受信人がこのサービスを受信する事を可能にするためには、受信人はセット・トップ・ボックス
（STB / チューナー）をABS-CBNから原価で購入し、受信人によって示された場所（受信人使用場所）に取り付け・保管するもの
とする。受信料は、ABS-CBNから請求される。

STBの保証：  ABS-CBNによって供給されるSTBは、通常使用の条件の下で、使用可能日から12ヶ月間保証される。
製造上の欠陥品に対しては、ABS-CBNが全責任を持って対処するが、その範囲は欠陥STBの修理または交換（ABS-CBNの選
択）に限定する。保証期間内に欠陥が見つかった場合の修理または交換（ABS-CBNの選択）は、間違った取り扱いの無かったこ
と・あらゆる方法での改造が無かったことを前提条件として、無償とする。
保証期間後のSTBの欠陥・損傷は、ABS-CBNによって決定される修理費・交換費用がかかる。
ABS-CBNのオフィスまたは認定された代理店と受信人の間の輸送費は、全て受信人の負担とする。

STBの手入れと使用：  受信人は、常にSTBを適切に手入れ・維持しなければならない。ABS-CBNが折に触れ適切に遵守するよ
う勧めている通り、STBの使用方法・保管・メンテナンスは、STBと一緒に供給されたガイドラインに記載されている事を確認する
こと。
受信人は、如何なる状況下でも、STBの改造・破壊・分解をしないこと、再生・そこに含まれているテクノロジーの複写をさせない
こと、著作権侵害･それを幇助するような行動をとらないこと、不認可受信をしないこと。
STBのいかなる修理・メンテナンスは、製造者またはABS-CBNによって認定されたサービス業者によってのみ執り行われるもの
とする。

認可された使用：  受信人は、旧知のもの・今後考案されるものに関わらず、本サービスまたはその一部を他の人達が受信・送信・
提示する事を認めてはならない。また、受信人は、本サービスのいかなる部分をもテープにとったり、録音したり、再生したりしては
いけない。
受信人が他人による不正受信・送信・提示に気付いた際は、直ちにABS-CBNへ知らせて、本サービスの不正使用を防止するた
めの必要な措置（ABS-CBNから要望された措置を含む）を講じること。

譲渡・移転：  受信人は、ABS-CBNの文書による事前の承認なしに受信権利を他人へ譲渡してはならない。

チャンネルへのアクセス中止：  権利侵害なしに下記に記したように本契約を解除するため、ABS-CBNは、ABS-CBNが受信人
の領域にアクセス・侵入・調査出来ない場合を含んだ、受信人のせいと考えられる直接・間接の行為・遺漏の理由によって、受信人
への通知をするしないにかかわらず、信号を切断もしくは受信人の本サービスへのアクセスを停止することもある。

a.  受信人が本契約に違反したことが、もっともであると考えられる場合。
b.  STB内の情報・技術の不正使用に対する防御が必要になった場合。
c.  STBのパーツが紛失・盗難にあった場合、もしくは、受信人の使用場所以外へ持ち出され、使用された場合。
d.  あらゆる法律・規則の遵守、もしくは、これらへの違反行為を防ぐ必要が生じた場合。

停止の結果：  本サービスへの受信人のアクセスが停止された場合、受信人は受信契約料を支払い続けなければならない。そして
、ABS-CBNが停止に至らしめた状況が解決したと自由裁量の下で決定するまで、そのアクセスを復帰させることはない。
ABS-CBNが受信人の本サービスへのアクセスを復帰させることに合意した場合、停止されていた中断期間分を受信契約期間で
延長をすることはない。

サービスの解約 / 契約の解除:  下記の事象が発生した場合には、本契約は直ちに解除される。

１．  受信人が、裏面同意書に記されている支払条件に従った受信料の支払いを行わなかった場合。
２．  受信人による第三者への機器やサービスのリース・譲渡等の認定されていない譲渡・移転があった場合。
３．  受信申請承認後に不正受信があった場合。
４．  本サービスを不法・不道徳目的で使用した場合。
５．  受信人の認識・許可のあるなしに関わらず、STBやサービスの不正使用があった場合。
６．  ここに掲げる条件に対して受信人が違反した場合。
７．  本サービスの送信・放送の継続が、ABS-CBNにとって不利になったり、訴訟になったり、訴訟の恐れがある場合。

受信人による任意解約：  受信人は、ABS-CBNへサービス停止希望日の少なくとも15日前の文書による通達をすることによって
、本サービスの解約を任意に要求出来る。受信人が永久に日本から離れる場合には、ABS-CBNは、この解約に同意する。

連絡先：  受信人は、裏面同意書に記載されている詳細情報に変更があった場合には、遅滞無くABS-CBNへ知らせることに同意
する。ABS-CBNは、受信人がこのような変更のABS-CBNへの届け出を怠ったことによって生じる送受信停止や費用に関しての
責任は負わない。

責任の限定：  受信人はここに下記の事柄に合意する。
（i）  受信人は本契約書の他の如何なる条項にも合意する、それと反対に、ABS-CBNは、本サービスの送受信の如何なる中断・
停止・喪失に対しての責任はおわない。
（ii）  信号の中断・停止・喪失の結果としてABS-CBNに対して派生することに関する法的救済をするために、あらゆる権利を放棄
する。
さらに、ABS-CBNは、付随して起こる、重大または特別な損害（利益・収入の損失、個人財産の損害・損失等）に対して受信人へ
の責任は負わない。また、受信人は本契約に従う、従わざるにかかわらず、ここに全ての権利を放棄する。

払戻金なし：  ABS-CBNは、如何なる妨害、天災・戦争・暴動・衛星の故障・騒動･ストライキ・労働拒否・テロ活動・ABS-CBNの
常識的な管理を逸脱する原因等々の不可抗力に対して、支払われた受信料を払い戻す義務はない。また、ABS-CBNは、ここに記
載されているABS-CBNの本契約を解除する権利に起因する原因での本サービスの解約に対して、支払われた受信料を払い戻
す義務はない。

差し止め救済：  受信人は、ABS-CBNの権利が特別で特有のものであり、それを失うと、如何なる法的活動によっても損失を十
分に埋め合わせ出来ない特別の価値がある並々ならぬ性質のもので、受信人による本契約違反がABS-CBNに即座に取り返し
のつかない損害・損失をもたらすものである事を理解し、同意する。
よって、受信人は、受信人が本契約書の全体または一部に違反または違反の恐れがある場合に、ABS-CBNがその自由裁量によ
って、このような違反を終了または防止するために、そして、本契約を確実に履行するために、受信人に対して差し止め、または、他
の正当な救済金を求める権利があることにはっきり合意する。
このように正当な救済金に訴えることは、他のあらゆる権利やABS-CBNが被った損害の法的救済の放棄を意味するものではな
い。

権利放棄：  本契約書または適用法律の下での権利行使における、当事者間での取引が出来ない場合や一方の当事者の遅れ・脱
落は、これらのあらゆる権利の放棄として取り扱う。
あらゆる場合の当事者からの権利放棄は、他の場合の権利放棄つながるものではない。
ここでのまたは適用法律の下での全ての法的救済と権利は増大し、他の如何なる法的救済や双方の当事者の権利に制限を設け
るものではない。
本契約書の権利放棄・修正・変更をする際は、これらを求められた当事者から署名のある文書が無い限り、有効なものとはならな
い。

適用法：  本契約者は、日本国法に従って運営･解釈する。また、ここでの当事者は、非独占裁判管轄権を日本の裁判所に提出する
ことに合意する。

AGENT CODE  代理店コード


