JSTV お友達・ご後任者 紹介キャンペーン規約

キャンペーン特典
JSTV の視聴契約者からご紹介いただいたお友達・ご後任者が視聴契約すると、紹介者と紹介された新規会員どちらにも 1 ヶ月分
の視聴料無料特典、または ANA/JAL(*) 1000 マイルを進呈します。
(*) ANA マイレージクラブの欧州・中東・アフリカ在住者、または欧州・中東・アフリカ地区の JAL マイレージバンク会員が対象
となります。

紹介者の方：
1. この特典は、JSTV の視聴契約（衛星／インターネット）がある方が、当社が定める方法により申込みされた場合のみ対象とな
ります。
2. 特典はお申込み頂いてから、6 ヶ月間有効です。紹介された方が、それ以降に視聴契約されても、特典は適用されません。
3. 紹介者がこのキャンペーンに申込まれた後に解約される場合でも、特典は適用となります。ただし、解約前に当社が定める方
法によりお申込み頂いていない場合は、対象外となります。
4. 紹介された方が、3 ヶ月間有料視聴を継続されましたら紹介者にキャンペーン特典が適用されます。紹介された方が 3 ヶ月以
内に解約をされた場合、特典は適用されません。
5. 紹介された方が何らかの理由で視聴契約を断念される場合、紹介者の特典は無効になります。
6. ケーブルテレビ経由でのご紹介・視聴契約はキャンペーンの対象となりません。
7. ご紹介には、視聴契約を希望される方の承諾が必要です。
8. 1 ヶ月分の視聴料無料特典は、ご登録のクレジットカードに直接返金となります。クレジットカード情報が変更になった場合は、
JSTV に通知する必要があります。

紹介された方：
1. この特典は、JSTV の視聴契約者から紹介を受け、指定の方法で JSTV（衛星／インターネット）に視聴契約した方が対象とな
ります。
2. 紹介されてから 6 ヶ月以内に JSTV の視聴契約をする必要があります。
3. この特典の適用には、最低 3 ヶ月間有料視聴契約を継続する必要があります。
4. この特典は初めて JSTV の視聴契約をされる方のみ対象となります。

その他：
1. この特典は他者に譲渡、換金することは出来ません。
2. 不動産会社の場合は、その不動産会社が JSTV の視聴契約をお持ちの場合、ご紹介キャンペーン対象となります。
3. JSTV、特約店の社員ならびに関係者はキャンペーンの対象となりません。
4. 本キャンペーンに申し込むことにより、本キャンペーン規約に同意したことになります。

個人情報保護：
紹介者は、当社が定める方法によりお友達・ご後任者を紹介することで、JSTV がそのお友達・ご後任者に、本キャンペーンについ
ての情報をＥメールで送付することに同意したことになります。また、Ｅメールアドレスは第三者に売却したりすることはありません。

JSTV Friends / Successors Introduction Offer
Terms & Conditions:
Promotional Reward
When a friend / successor who is introduced by an existing subscriber of JSTV makes the Subscription Contract with
JSTV, both existing subscriber and a new subscriber who is introduced can receive one-month free JSTV subscription or
1000 ANA/JAL (*) mileage.
(*) This offer only applies to ANA Mileage Club Members / JAL Mileage Bank Members in Europe, the Middle East and
Africa.

Referrer:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

This offer is open to existing JSTV subscribers (Satellite / JSTV-i) who submit an application form by method
specified by NCME.
This offer is valid for 6 months only. If your friend / successor makes the Subscription Contract after this period,
the offer will not be applied.
This offer applies even in the case of terminating your subscription after you introduced your friend / successor.
However, this offer does not apply if you did not submit an application form by method specified by NCME before
your subscription expires.
The offer becomes effective after we confirmed your friend / successor paid 3 months subscription continuously.
The offer does not apply if your friend / successor cancels within 3 months of subscription.
The offer does not apply if your friend / successor gives up completing the Subscription Contract by any reason.
This offer does not apply to a Referrer / Referred Friend who has the Subscription Contract through Cable TV
Company.
To Introduce your friend/successor, you must have consent by your friend / successor who wants to have the
Subscription Contract.
Regarding one-month free JSTV subscription fee, it will be refunded directly to the registered credit card.
If the credit card information has changed, you must notify NCME.

Referred Friend:
1.
2.

This offer is applicable to a friend /successor who is introduced by existing JSTV subscriber and makes the
Subscription Contract of Satellite / JSTV-i by method specified by NCME.
The friend / successor must make the Subscription Contract within 6 months after being introduced.

3.
4.

This offer becomes effective only when you have continued 3 months of paid Subscription Contract.
This offer only applied to those who makes the Subscription Contract with NCME for the first time.

Other Restrictions & Rules：
1.
2.
3.
4.

This offer cannot be transferred to another person or converted into money.
This offer will apply to an estate agency if the agency is a JSTV subscriber.
Those companies which have business links to JSTV (JSTV agents etc.) and their staff can not apply for this offer.
By applying for this campaign, you shall be deemed to have agreed to the terms and conditions of this campaign.

Privacy policy：
By referring your friend / successor by method specified by NCME, JSTV subscribers agree to allow us to send an email
to your friend / successor about this promotion. Your successor’s / friend’s email address will not be sold to third parties.

