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別表第一号 （第四条、第七条、第十二条及び第十七条関係）  
衛星デジタル有料放送サービスの内容及び放送時間 

衛星デジタル有料放送サービスの名称 有料放送時間数 全放送時間数 

ゴルフネットワークＨＤ 

（放送事業者名：株式会社インタラクティーヴィ） 
１６８時間／週 １６８時間／週 

女性チャンネル♪ＬａＬａＴＶ（ＨＤ） 

（放送事業者名：株式会社インタラクティーヴィ） 
１６８時間／週 １６８時間／週 

アニメシアターＸ（ＡＴ－Ｘ） 

（放送事業者名：株式会社インタラクティーヴィ） 
１６８時間／週 １６８時間／週 

ムービープラスＨＤ 

（放送事業者名：株式会社インタラクティーヴィ） 
１６８時間／週 １６８時間／週 

ヒストリーチャンネル 

（放送事業者名：株式会社インタラクティーヴィ） 
１６８時間／週 １６８時間／週 

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

（放送事業者名：株式会社インタラクティーヴィ） 
１６８時間／週 １６８時間／週 

 
１．有料放送料金等 

 有料放送料金等は以下の通りとします。 

 (1) 加入料：０円 （税込） 

加入時のみの支払いといたします。 
加入申込者が当社との間で有料放送契約（以下、本別表において「本契約」という）

締結時において、既に他サービスに係る契約、当社の指定する別契約、スカパー

JSAT 株式会社の貸与するカード（以下、「スカパー！IC カード」という）を使用

する衛星一般放送に係る有料一般放送契約約款に基づく有料放送契約、又はスカパ

ーＪＳＡＴ株式会社が提供するスカパーJSAT 施設利用サービス契約約款に基づ

くスカパーJSAT 施設利用サービス契約、スカパー！プレミアムサ－ビス光契約約

款に基づくスカパー！プレミアムサ－ビス光契約、スカパー！プレミアムサ－ビス

光ホームタイプ契約約款に基づくスカパー！プレミアムサ－ビス光ホームタイプ

契約及び光パーフェクＴＶ！サービス契約約款に基づく光パーフェクＴＶ！サー

ビス契約（以下、上記各契約を総称して「指定契約」という）を締結している場合

は、本契約に基づく加入料の支払いは不要です。 
加入申込者が本契約と指定契約を同時に締結する場合は、加入申込者が支払うべき

一契約に対する加入料は上記の金額を契約数（加入料の支払いが不要となる契約の

契約数を除く）で除した金額とします。なお、本契約と同時に締結する指定契約に

当社若しくは当社の代理人が指定する指定契約が含まれている場合においては当

該当社若しくは当社の代理人が指定する指定契約にかかる加入料の支払いは不要



 2 

とします。 
また、第十七条（加入者が行う契約の解除等）第十項の規定は、加入者が指定契約

をすべて解除し、一年以内に当社と本契約を締結する場合にも適用されるものとし

ます。さらに、同条第十一項の規定は、加入者が当社と本契約を締結する時期が指

定契約をすべて解除した後一年を超える場合において適用されるものとし、かかる

場合、加入者は、当社に再度加入料を支払わなければならないものとします。 

 (2) 基本料：月額 ４２１円（税込） 

加入申込者が本契約又は本契約と同時に契約する指定契約に関し「書面による契

約解除」を行った場合は、「書面による契約解除」の対象となった各契約に基づく、

「書面による契約解除」を行った月の基本料の支払いは不要です。 

加入者が本契約と B－CAS カードを使用する指定契約のみを締結している場合で

あって、本契約が指定契約と同一の B－CAS カードを使用する場合は、一契約に

対する基本料は上記の金額を契約数（基本料の支払いが不要となる契約の契約数を

除く）で除した金額とします。 
加入者が B－CAS カードとスカパー！IC カードを保有（各カードを複数保有する

場合も含む）し、かつ、本契約と指定契約に基づく有料放送料金等が同一の方法（銀

行口座による引き落としの場合には口座を同一とする場合、クレジットカードによ

る場合には支払いカードを同一とする場合に限る）により支払われている場合は、

加入者が締結している指定契約にスカパー！IC カードを使用する指定契約が含ま

れる場合であっても、加入者が支払うべき一契約に対する基本料は上記の金額を契

約数基本料の支払いが不要となる契約の契約数を除く）で除した金額とします。 

  

(3) 視聴料（税込） 

① 単独視聴料 

放送サービス 

契約単位 
契約有効期間 

課金 

単位 

視聴料／月 

（税込） 

（※）視聴料

／月（税込） 

ヒストリーチャンネル 

契約成立の日から

その日の属する月

の翌月より１年間 

一月毎 756 円 378 円 

ムービープラス HD 〃 〃 648 円 324 円 

アニメシアターX（AT-X） 〃 〃 1,944 円 972 円 

ゴルフネットワーク HD 〃 〃 1,944 円 972 円 

女性チャンネル♪LaLaTV（HD） 〃 〃 648 円 324 円 

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・

日本のうた 
〃 〃 648 円 324 円 
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※ 加入者が複数のB－ＣＡＳカードを保有し、かつ、各B－ＣＡＳカードごとに有料放送契約

を締結している場合であって、これらの有料放送契約に基づく有料放送料金等が同一の方法

（銀行口座による引き落としの場合には口座を同一とする場合、クレジットカードによる場合は

支払いカードを同一とする場合に限る）により支払われている場合、各有料放送契約の締結日

を基準として第２番目、第３番目に該当する有料放送契約に基づく視聴料に適用することとし

ます。この場合、加入者が締結した複数の有料放送契約日が同一であるときには、当社の指

定する方法にて視聴料を適用する有料放送契約を定めることとします。 

 

② PPV／PPD／PPS視聴料 

 課金単位 

PPV：一番組毎 

PPD：一日毎 

PPS：一シリーズ毎 

課金単位ごとの料金は、EPGによりお知らせします。 

 

③ パック・セット視聴料 

①の規定に関わらず、次の場合はそれぞれに規定する額を月額視聴料の合計額と

します。 

（*）については現に、次表の放送サービス契約単位を指定し、それぞれのサービス

提供を受けている加入者に限ります。 
 

 
放送サービス契約単位 契約有効期間 

課金 

単位 

視聴料／月 

（税込） 

（※）視聴料／

月（税込） 

(*) スカパー！２パック （パック組成は別表 1の通り） 

契約成立の日

からその日の

属する月の翌

月より１年間 

一月毎 2,808 円 1,404 円 

(*) 新スカパー！２パック （パック組成は別表 2の通り） 〃 〃 3,132 円 1,566 円 

(*) 基本パック （パック組成は別表 3の通り） 〃 〃 3,672 円 1,836 円 

 セレクト５（※） （パック組成は別表 4の通り） 〃 〃 1,980 円 990円 

 ヒストリーチャンネル （パック組成は別表 5の通り） 〃 〃 756円 378円 

 ムービープラス HD （パック組成は別表 6の通り） 〃 〃 648円 324円 

 アニメシアターX（AT-X） （パック組成は別表 7の通り） 〃 〃 1,944 円 972円 

 ゴルフネットワーク HD （パック組成は別表 8の通り） 〃 〃 
1,944 円

(◆1) 
972円 



 4 

 
女性チャンネル♪LaLaTV

（HD） 
（パック組成は別表 9の通り） 〃 〃 648円 324円 

 
チャンネル銀河 歴史ドラマ・

サスペンス・日本のうた 
（パック組成は別表 10の通り） 〃 〃 648円 324円 

 新基本パック （パック組成は別表 11の通り） 〃 〃 
3,672 円

(◆2) 
1,836 円 

（◆1）上記の規定に関らず、以下に指定する放送サービスと同時に契約した場合は、 

パック・セット視聴料を税込 1,620 円（（※）の場合、税込 810 円）とします。 

 

放送サービス契約単位 

セレクト 5 

新基本パック 

 

（◆2）上記の規定に関らず、初回に請求する視聴料を「新基本パック初回割引料金」とし

て税込 1,980 円とします。ただし、以下の場合を除きます。 

 ・加入申込者が、当社との間で本契約締結時において、既に本契約と同一の B-CAS

カードを使用する他サービスに係る契約又は別契約を締結している場合 

 ・加入者が、有料放送契約及び有料放送契約と同一の B-CAS カードを使用する他

サービスに係る契約及び別契約をすべて解除し一年以内に当社と本契約を締結す

る場合 

 

※備考 

セレクト５（以下、本号において、「選択制商品」という）のパックを組成する衛星デジタル有

料放送サービスの一部（以下「当該番組」という）がサービス提供終了する場合、選択

制商品に関し、当該番組を選択していた加入者が、当該番組終了後に提供を受ける選択

制商品に係る有料放送契約又は別契約の申込を行なわなかった場合であっても、当該番

組終了月以降の有料放送料金を請求するものとし、当該加入者はこれを支払わなければ

なりません 

 

※加入者が複数の B－ＣＡＳカードを保有し、かつ、各 B－ＣＡＳカードごとに有料放送契約を締

結している場合であって、これらの有料放送契約に基づく有料放送料金等が同一の方法（銀

行口座による引き落としの場合には口座を同一とする場合、クレジットカードによる場合は支

払いカードを同一とする場合に限る）により支払われている場合、各有料放送契約の締結日

を基準として第２番目、第３番目に該当する有料放送契約に基づく視聴料に適用することとし

ます。この場合、加入者が締結した複数の有料放送契約日が同一であるときには、当社の指

定する方法にて視聴料を適用する有料放送契約を定めることとします。 



 5 

 

④ 上記（3）①及び③の視聴料の規定にかかわらず、有料放送契約の成立の日の属す

る月（以下「契約成立月」といいます。）の視聴料は請求しません。また、契約成

立月の翌月以降に加入者が本契約の「書面による契約解除」を行った場合、放送

法施行規則第百七十五条の三第六項第一号に定める範囲の視聴料を除き、視聴料

は請求しません。 

⑤ 上記（3）②の PPSについては、当該 PPSの終了の日までに加入者が「書面による

契約解除」を行った場合は、放送法施行規則第百七十五条の三第六項第一号に定

める範囲の視聴料を除き、当該 PPSにかかる視聴料は請求しません。 

 

(4) 有料放送料金の計算期間 

① 当社は、有料放送料金については、暦月を一単位として計算します。 

② 本契約の他の規定に関わらず、有料放送契約の契約成立月に、加入者が契約成立月

の月末をもって契約を解除（「書面による契約解除」を除く）する旨の申込みを行

い、当社がこれに応じた場合、加入者は契約成立月分の有料放送料金を当社に支払

わなければなりません。また、有料放送契約がその月末をもって解除（「書面によ

る契約解除」を除く）された月の翌月に、加入者が、再度加入申込みを行い、有料

放送契約が成立した場合には、当社は、当該有料放送契約の契約成立月の有料放送

料金を請求するものとし、加入者は、これを支払わなければなりません。 

 

 (5) 手数料 

 ① 返金手数料 １，０８０円 （税込） 

第十八条第六項に基づく払戻し以外に当社が払戻しを行う場合においては、加入者

は返金手数料を支払わなければなりません。 

当社の指定する複数の契約について、同時に返金を行う場合の各契約に係る返金手

数料は、契約数で除した額とします。 

② 書面による契約解除に係る費用 ３，０２４円 （税込） 

加入者が本契約と指定契約を同時に契約した場合であって、「書面による契約解除」

を同時に行う場合は、一契約に対する手数料は上記の金額を契約数で除した金額と

します。 

加入者が本契約と同時に締結した指定契約を対象とする「書面による契約解除」を

行った後、本契約を対象とする「書面による契約解除」を行う場合、本契約を対象

とする手数料の支払いは不要です。 
 

※割引・キャンペーンに関する有料放送料金等 

当社は、上記の規定に関わらず、以下の適用条件を満たす加入申込者から、以下の適
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用期間になされた申込みについては、以下の料金を適用します。 

放送サービス契約単位 適用期間 適用条件 料金 

基本パック 

平成 28年 12月

1日から平成 29

年 11月 30日ま

でに申し込み

手続き完了分

まで 

加入申込み時に、「新基本パック 1

年目割」への申込みが必要です。 

ただし、以下の場合を除いた加入

申込者に適用します。 

・加入申込者が、当社との間で本

契約締結時において、既に本契約

と同一のB－CASカードを使用する

他サービスに係る契約又は別契約

を締結している場合 

・加入者が、有料放送契約及び、

有料放送契約と同一のB－CASカー

ドを使用する他サービスに係る契

約又は別契約をすべて解除し、一

年以内に当社と本契約を締結する

場合 

契約締結後、

加入者が継続

して視聴料を

12回支払った

後、13回目に

請求する視聴

料を、「新基本

パック 1年目

割」として無

料とします。 

別表第二号 (第七条関係)  
当社が指定する EPG 
当社のデータ放送による番組検索サービス 

別表第三号 (第八条関係)  
 個別の申込方法 
 ①申込方法 

テレビ画面上に表示される指示または当社が別に定める方法により申込みを行

っていただきます。テレビ画面上に表示される指示により、申込みする場合は、

購入操作を実行することにより、申込みは確定し、予約の場合は、予約対象番組

の放送開始と同時に申込みは確定します。 

 ②撤回 

申込みが確定した後は、申込みの撤回はできなくなります。予約の場合は、予約

対象番組の放送開始まで予約の撤回ができます。 

 ③その他 

テレビ画面上に表示される指示により、申込みをした場合、当社は、電気通信回

線を通じてＢ-ＣＡＳカードに蓄積された視聴データを回収します。 
別表第四号 (第九条関係)  
視聴可能最低年齢を定めて提供される衛星デジタル有料放送サービスを視聴するた

めの方法 
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当社は、番組ごとに視聴可能最低年齢を設定して放送します。 

加入者は、最低年齢（当該衛星デジタル有料放送サービスを視聴することとなる

最も若年の者の年齢をいいます。）・暗証番号を初期設定入力画面で入力いただく

ことにより視聴することができます。なお、暗証番号は、番組ごとに入力する必

要があります。 

別表第五号 (第十二条関係)  
 １．支払方法及び支払日 

(1) 加入料 

 ①支払日 

  有料放送料金の初回支払いと同時。 

 ②支払方法 

  有料放送料金の支払い方法と同じ。 

(2) 有料放送料金（基本料及び視聴料） 

 ①支払日 

  指定口座からの自動引き落としの場合、原則として毎月２６日（当日が金融機

関休業日の場合は、翌営業日）。クレジットカードの場合、各クレジットカー

ド会社との約定日。 

 ②支払方法 

  クレジットカード、指定口座からの自動引き落とし又は、当社が別に定める方

法により支払って頂きます。 

 ③支払対象期間 

  PPV・PPD････原則として前月末日までにご視聴いただいた分 

  PPS･･････････シリーズに係る全期間（支払日は、シリーズ開始後の初回の支

払い時に一括） 

  その他････････当月分 

(3) 手数料 

 ①返金手数料 

  返金時に、返金の金額より差し引きます。 

 

別表第六号 (第十七条、第十八条及び第三十四条関係)   
 有料放送料金の払戻しの計算式 
 一括払いの有料放送料金の残余が生じる場合は、次の計算式により払い戻します。なお、

返金手数料を要する場合においては、当社は、次の計算式による額から返金手数料を引いた

額を払い戻します。 

 

（一括払いに係る月数）－（既に放送した月数） 

（一括払いに係る月数） 
（一括払いの有料放送料金） × 
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別表第七号 (第十七条関係)  
加入者の支払う視聴料額の変更を伴わない契約の解約に係る特例（※） 

１． セレクト５（以下、本号において、「選択制商品」という）に関し、選択に係る衛星デジタ

ル有料放送サービス、他サービス及び別契約に係る他の放送事業者に放送役務を変

更するために有料放送契約を解除する場合は、その月末をもって解除を希望する月の

初日前までに、当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に通知し

ていただきます。 また、契約成立月は、当該解除を行うことができないものとします。 

２． 前項に定める解除を行う場合には、当該解除後に提供を受ける同一の選択制商品に

係る別契約の申込みをあわせて行うものとします。 

別表第八号 (第二十条関係)  
 加入者個人情報を提供する第三者の範囲 

 株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ  
別表第九号 (第二十七条関係)  
加入者が行う請求の種別 

    開示請求手数料  ５４０円（税込） 
別表第十号 (第三十条関係)  

種    類 保 持 期 間
E

 

加入者の申込書記載内容ほか電子情報 契約終了後７年以内（ただし、別契約がある

場合、当社の代理人は、全ての別契約の終了

後７年以内） 

加入者個人データが記載された書面 契約終了後７年以内（ただし、別契約がある

場合、当社の代理人は、全ての別契約の終了

後７年以内） 

その他の加入者個人データ 契約終了後７年以内 

 
改定日 2017 年 10 月 1 日 



別表1
スカパー！ ２パック

認定基幹放送事業者名 衛星デジタル有料放送サービス

ヒストリーチャンネル

ゴルフネットワークHD

女性チャンネル♪LaLa TV（HD）

ムービープラスHD

ディスカバリーチャンネル

アニマルプラネット

スペースシャワーＴＶ

（株）CS日本 チャンネルＮＥＣＯ

テレ朝チャンネル１ ドラマ・バラエティ・アニメ

ＭＴＶ HD

ＢＢＣワールドニュース

テレ朝チャンネル２ ニュース・情報・スポーツ

ＣＮＮｊ

ファミリー劇場HD

Super！drama TV HD

（株）エムオン・エンタテインメント MUSIC ON! TV（エムオン!）HD

（株）AXNエンタテインメント ＡＸＮ

（株）キッズステーション キッズステーションＨＤ

（株）アニマックスブロードキャスト・ジャパン BSアニマックス

日本映画放送（株） BS日本映画専門チャンネル

（株）WOWOWプラス シネフィルWOWOW

ＦＯＸ

カートゥーン ネットワーク

スカチャン（※）

スカサカ！ （※）

BSスカパー！ （※）

※

※

（株）インタラクティーヴィ

スカチャン及びスカサカ！ 、BSスカパー！ で視聴可能となる番組は、当社及び当社が指定する他の放送事業者がＥＰＧ等
により別途指定する番組のみとなります。

本表において「衛星デジタル有料放送サービス」とは、衛星デジタル有料放送サービス、他サービス及び別契約に係る他
の放送事業者の放送役務をいいます。

（株）シーエス・ワンテン

（株）サテライト・サービス

（株）スカパー・エンターテイメント

（株）東北新社メディアサービス



別表2
新スカパー！ ２パック

認定基幹放送事業者名 衛星デジタル有料放送サービス

ヒストリーチャンネル

ゴルフネットワークHD

女性チャンネル♪LaLa TV（HD）

ムービープラスHD

ディスカバリーチャンネル

アニマルプラネット

スペースシャワーＴＶ

（株）CS日本 チャンネルＮＥＣＯ

テレ朝チャンネル１ ドラマ・バラエティ・アニメ

ＭＴＶ HD

ＢＢＣワールドニュース

テレ朝チャンネル２ ニュース・情報・スポーツ

ＣＮＮｊ

（株）シー・ティ・ビー・エス ＴＢＳニュースバード

（株）エムオン・エンタテインメント MUSIC ON! TV（エムオン!）HD

ファミリー劇場 HD

Super！drama TV HD

（株）AXNエンタテインメント ＡＸＮ

（株）キッズステーション キッズステーションＨＤ

（株）アニマックスブロードキャスト・ジャパン BSアニマックス

BS日本映画専門チャンネル

時代劇専門チャンネルHD

（株）WOWOWプラス シネフィルWOWOW

ＦＯＸ

カートゥーン ネットワーク

スカチャン（※）

スカサカ！ （※）

BSスカパー！ （※）

※

※ スカチャン及びスカサカ！ 、BSスカパー！ で視聴可能となる番組は、当社及び当社が指定する他の放送事業者がＥＰＧ等
により別途指定する番組のみとなります。

（株）インタラクティーヴィ

本表において「衛星デジタル有料放送サービス」とは、衛星デジタル有料放送サービス、他サービス及び別契約に係る他
の放送事業者の放送役務をいいます。

（株）シーエス・ワンテン

日本映画放送(株)

（株）サテライト・サービス

（株）スカパー・エンターテイメント

（株）東北新社メディアサービス



別表3
基本パック

認定基幹放送事業者名 衛星デジタル有料放送サービス

ヒストリーチャンネル

ゴルフネットワークHD

女性チャンネル♪LaLa TV（HD）

ムービープラスHD
チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のう
た
ディスカバリーチャンネル

アニマルプラネット

フジテレビＯＮＥ　スポーツ・バラエティ

フジテレビＴＷＯ　ドラマ・アニメ

スペースシャワーTV

テレ朝チャンネル１ ドラマ・バラエティ・アニメ

ＭＴＶ HD

ＢＢＣワールドニュース

テレ朝チャンネル２ ニュース・情報・スポーツ

ＣＮＮｊ

ミュージック・エア

ディズニージュニア

ＴＢＳニュースバード

TBSチャンネル1

TBSチャンネル2

（株）エムオン・エンタテインメント MUSIC ON! TV（エムオン!）HD

ファミリー劇場 HD

Super！drama TV HD

ザ・シネマ

（株）AXNエンタテインメント ＡＸＮ

（株）ビーエスFOX ナショナル ジオグラフィック

チャンネルＮＥＣＯ

日テレG+ HD

ＡＸＮミステリー

ＭＯＮＤＯ　ＴＶ

100％ヒッツ！スペースシャワーＴＶプラス

日テレプラス

SCサテライト放送（株） 日テレＮＥＷＳ２４

歌謡ポップスチャンネル

ホームドラマチャンネル

（株）キッズステーション キッズステーションＨＤ

（株）アニマックスブロードキャスト・ジャパン BSアニマックス

（株）釣りビジョン BS釣りビジョン

（株）WOWOWプラス シネフィルWOWOW

ＢＳ日本映画専門チャンネル

時代劇専門チャンネルHD

ブロードキャスト・サテライト・ディズニー（株） ディズニー・チャンネル

（株）囲碁将棋チャンネル 囲碁・将棋チャンネル

ＦＯＸ

カートゥーン ネットワーク

スカチャン（※）

スカサカ！ （※）

BSスカパー！ （※）

※

※

（株）シーエス・ワンテン

（株）東北新社メディアサービス

（株）インタラクティーヴィ

（株）シー・ティ・ビー・エス

（株）CS日本

スカチャン及びスカサカ！ 、BSスカパー！ で視聴可能となる番組は、当社及び当社が指定する他の放送事業者がＥＰＧ等
により別途指定する番組のみとなります。

本表において「衛星デジタル有料放送サービス」とは、衛星デジタル有料放送サービス、他サービス及び別契約に係る他
の放送事業者の放送役務をいいます。

インターローカルメディア（株）

日本映画放送（株）

（株）サテライト・サービス

（株）スカパー・エンターテイメント



別表4
セレクト５

認定基幹放送事業者名 衛星デジタル有料放送サービス

（株）アニマックスブロードキャスト・ジャパン BSアニマックス

（株）WOWOWプラス シネフィルWOWOW

ムービープラスHD
チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のう
た
女性チャンネル♪LaLa TV（HD）

ヒストリーチャンネル

ホームドラマチャンネル

歌謡ポップスチャンネル

（株）AXNエンタテインメント AXN

SCサテライト放送（株） 日テレNEWS24

（株）エムオン・エンタテインメント MUSIC ON！TV（エムオン！）HD

（株）GAORA GAORA

（株）キッズステーション キッズステーションHD

フジテレビONE スポーツ・バラエティ

フジテレビTWO ドラマ・アニメ

ディスカバリーチャンネル

アニマルプラネット

スペースシャワーTV

チャンネルNECO

日テレG＋ HD

MONDO　TV

日テレプラス

AXNミステリー

100％ヒッツ！スペースシャワーTVプラス

テレ朝チャンネル１ ドラマ・バラエティ・アニメ

テレ朝チャンネル２　ニュース・情報・スポーツ

MTV HD

ミュージック・エア

BBCワールドニュース

CNNｊ

ディズニージュニア

TBSチャンネル1

TBSチャンネル2

TBSニュースバード

（株）スカイ･エー スカイA

Super！drama TV HD

ファミリー劇場HD

ザ・シネマ

BS日本映画専門チャンネル

時代劇専門チャンネルHD

FOXスポーツ＆エンターテイメント

ナショナル ジオグラフィック

ブロードキャスト・サテライト・ディズニー（株） ディズニー・チャンネル

FOX

カートゥーン ネットワーク

スカチャン（※）

スカサカ！ （※）

BSスカパー！ （※）

※

※

※

※

インタラクティーヴィ（株）

インターローカルメディア（株）

（株）シー・ティ・ビー・エス

（株）CS日本

（株）サテライト・サービス

（株）シーエス・ワンテン

（株）東北新社メディアサービス

日本映画放送（株）

本表記載の衛星デジタル有料放送サービス（スカチャン及びBSスカパー！ を除きます）を５まで選択することができます。

スカチャン及びスカサカ！ 、BSスカパー！ で視聴可能となる番組は、当社及び当社が指定する他の放送事業者がＥＰＧ等
により別途指定する番組のみとなります。

本表において「衛星デジタル有料放送サービス」とは、衛星デジタル有料放送サービス、他サービス及び別契約に係る他
の放送事業者の放送役務をいいます。

（株）ビーエスFOX

上記で選択された衛星デジタル有料放送サービスに係る有料放送契約又は別契約が成立した場合、スカチャン及びBSス
カパー！ に係る有料放送契約又は別契約も同時に成立します。（この場合、当該同時に成立した有料放送契約又は別契
約に係る衛星デジタル有料放送サービスの数は上記５の数に算入されません。）

（株）スカパー・エンターテイメント



別表5

ヒストリーチャンネル

認定基幹放送事業者名 衛星デジタル有料放送サービス

（株）インタラクティーヴィ ヒストリーチャンネル

スカチャン（※）

スカサカ！ （※）

BSスカパー！ （※）

※

※

別表6

ムービープラスHD

認定基幹放送事業者名 衛星デジタル有料放送サービス

（株）インタラクティーヴィ ムービープラスHD

スカチャン（※）

スカサカ！ （※）

BSスカパー！ （※）

※

※

別表7

アニメシアターＸ（ＡＴ－Ｘ）

認定基幹放送事業者名 衛星デジタル有料放送サービス

（株）インタラクティーヴィ アニメシアターＸ（ＡＴ－Ｘ）

スカチャン（※）

スカサカ！ （※）

BSスカパー！ （※）

※

※

（株）スカパー・エンターテイメント

本表において「衛星デジタル有料放送サービス」とは、衛星デジタル有料放送サービス、他サービス及び
別契約に係る他の放送事業者の放送役務をいいます。

スカチャン及びスカサカ！ 、BSスカパー！ で視聴可能となる番組は、当社及び当社が指定する他の放
送事業者がＥＰＧ等により別途指定する番組のみとなります。

本表において「衛星デジタル有料放送サービス」とは、衛星デジタル有料放送サービス、他サービス及び
別契約に係る他の放送事業者の放送役務をいいます。

（株）スカパー・エンターテイメント

スカチャン及びスカサカ！ 、BSスカパー！ で視聴可能となる番組は、当社及び当社が指定する他の放
送事業者がＥＰＧ等により別途指定する番組のみとなります。

（株）スカパー・エンターテイメント

本表において「衛星デジタル有料放送サービス」とは、衛星デジタル有料放送サービス、他サービス及び
別契約に係る他の放送事業者の放送役務をいいます。

スカチャン及びスカサカ！ 、BSスカパー！ で視聴可能となる番組は、当社及び当社が指定する他の放
送事業者がＥＰＧ等により別途指定する番組のみとなります。



別表8

ゴルフネットワークHD

認定基幹放送事業者名 衛星デジタル有料放送サービス

（株）インタラクティーヴィ ゴルフネットワークHD

スカチャン（※）

スカサカ！ （※）

BSスカパー！ （※）

※

※

別表9

女性チャンネル♪LaLa TV（HD）

認定基幹放送事業者名 衛星デジタル有料放送サービス

（株）インタラクティーヴィ 女性チャンネル♪LaLa TV（HD）

スカチャン（※）

スカサカ！ （※）

BSスカパー！ （※）

※

※

別表10

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた

認定基幹放送事業者名 衛星デジタル有料放送サービス

（株）インタラクティーヴィ チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた

スカチャン（※）

スカサカ！ （※）

BSスカパー！ （※）

※

※

（株）スカパー・エンターテイメント

本表において「衛星デジタル有料放送サービス」とは、衛星デジタル有料放送サービス、他サービス及び
別契約に係る他の放送事業者の放送役務をいいます。

スカチャン及びスカサカ！ 、BSスカパー！ で視聴可能となる番組は、当社及び当社が指定する他の放
送事業者がＥＰＧ等により別途指定する番組のみとなります。

（株）スカパー・エンターテイメント

本表において「衛星デジタル有料放送サービス」とは、衛星デジタル有料放送サービス、他サービス及び
別契約に係る他の放送事業者の放送役務をいいます。

スカチャン及びスカサカ！ 、BSスカパー！ で視聴可能となる番組は、当社及び当社が指定する他の放
送事業者がＥＰＧ等により別途指定する番組のみとなります。

（株）スカパー・エンターテイメント

本表において「衛星デジタル有料放送サービス」とは、衛星デジタル有料放送サービス、他サービス及び
別契約に係る他の放送事業者の放送役務をいいます。

スカチャン及びスカサカ！ 、BSスカパー！ で視聴可能となる番組は、当社及び当社が指定する他の放
送事業者がＥＰＧ等により別途指定する番組のみとなります。



別表11
新基本パック

認定基幹放送事業者名 衛星デジタル有料放送サービス

ヒストリーチャンネル

女性チャンネル♪LaLa TV（HD）

ムービープラスHD
チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のう
た

ディスカバリーチャンネル

アニマルプラネット

フジテレビＯＮＥ　スポーツ・バラエティ

フジテレビＴＷＯ　ドラマ・アニメ

スペースシャワーTV

テレ朝チャンネル１ ドラマ・バラエティ・アニメ

ＭＴＶ HD

ＢＢＣワールドニュース

テレ朝チャンネル２ ニュース・情報・スポーツ

ＣＮＮｊ

ミュージック・エア

ディズニージュニア

ＴＢＳニュースバード

TBSチャンネル1

TBSチャンネル2

（株）エムオン・エンタテインメント MUSIC ON! TV（エムオン!）HD

ファミリー劇場 HD

Super！drama TV HD

ザ・シネマ

（株）AXNエンタテインメント ＡＸＮ

ナショナル ジオグラフィック

FOXスポーツ＆エンターテイメント

チャンネルＮＥＣＯ

日テレG+ HD

ＡＸＮミステリー

ＭＯＮＤＯ　ＴＶ

100％ヒッツ！スペースシャワーＴＶプラス

日テレプラス

SCサテライト放送（株） 日テレＮＥＷＳ２４

歌謡ポップスチャンネル

ホームドラマチャンネル

（株）キッズステーション キッズステーションＨＤ

（株）アニマックスブロードキャスト・ジャパン BSアニマックス

（株）釣りビジョン BS釣りビジョン

（株）WOWOWプラス シネフィルWOWOW

ＢＳ日本映画専門チャンネル

時代劇専門チャンネルHD

ブロードキャスト・サテライト・ディズニー（株） ディズニー・チャンネル

（株）囲碁将棋チャンネル 囲碁・将棋チャンネル

（株）スカイ・エー スカイA

（株）GAORA GAORA

ＦＯＸ

カートゥーン ネットワーク

スカチャン（※）

スカサカ！ （※）

BSスカパー！ （※）

※

※ スカチャン及びスカサカ！ 、BSスカパー！ で視聴可能となる番組は、当社及び当社が指定する他の放送事業者がＥＰＧ等
により別途指定する番組のみとなります。

本表において「衛星デジタル有料放送サービス」とは、衛星デジタル有料放送サービス、他サービス及び別契約に係る他の
放送事業者の放送役務をいいます。

インターローカルメディア（株）

日本映画放送（株）

（株）スカパー・エンターテイメント

（株）インタラクティーヴィ

（株）シー・ティ・ビー・エス

（株）ビーエスFOX

（株）CS日本

（株）サテライト・サービス

（株）東北新社メディアサービス

（株）シーエス・ワンテン


