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日本放送協会放送受信規約

放送法 (昭 不□25年法律第 132号 )第 64条第 1項の規定により締結される放送の受信についての契約は、
次の条頂によるものとする。

(放送受信契約の種別)

第 1条  日本放送協会 (以 下「NH KJと いう。)の行なう放送の受信についての契約 (以 下「放送受信契約Jとい
う。)を分けて、次のとおりとする。
地上契約  地上系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約
衛星契約  衛星系および地上系によるテレビジョン放送の受信についての放送受信契約
特別契約  地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地域 (以下「難視聴地域Jという。)また

は列車、電車その他営業用の移動体において、衛星系によるテレビジョン放送のみの受信につい
ての放 l■受信契約

2 受信機 (家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で llH Kの テレビジョン放送
を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ。)の うち 地上系によるテレビジョン放送のみを受信できる
テレビジョン受信機を設置 (使用できる1夫 態におくことをいう。以下同じ。)した者は地上契約、衛星系によるテレ
ビジョン放 l・ を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は衛星契約を締結しなければならない。ただし、難
視聴地域または列車 電車その他営業用の移動体において 衛星系によるテレビジョン放送のみを受信できる
テレビジョン受信機を設置した者は特別契約を締結するものとする。

(放 送受信契約の単位 )

第 2条 放送受信契約は、世帯ごとにイiなうものとする。ただし、同一の世帯に属する 2以上の住居に設置する受
信 lFについては その受信機を言1置 する住居ごととする。

2 事業所等住居以外の場所に設置する受信機についての放送受信契約は 前項本文の規定にかかわらま 受
信機の設置場所ことにイ予なうものとする。

3 第 1項 に規定する世帯とは、住居および生計をともにする者の集まりまたは独立して住居もしくま生計を維持
する単身者をいい 世帯構成員の自家用自動車等営業用以夕|の移動体については住居の一部とみなす。

4 第 2項 に規定する受信機の設置場所の単位は、部屋、自動車またはこれらに準ずるものの単位による。
5 同一の世帯に属する 1の住居または住居以夕|の 同一の場所に 2以上の受信機が設置される場合において
は、その数にかかわらま 1の放送受信契約とする。この場合において、種類の異なる 2以上のテレビジョン受
イ言機を設置した者は、衛星契約を締結するものとする。

(放送受信契約書の提出)

第 3条 受信機を設置した者は 遅滞なく、次の事項を記載した放送受信契約書を放送局 (NHKの放送局をい
う。以下同じ。)こ提出しなければならない。ただし、新規に契約することを要しない場合を除く。
(1)受信機の設置者の氏名および住所
(2)受 信機の設置の日
(3)放 送受信契約の種別
(4)受 信するc‐ のできる放送の種類および受信機の数
(5)受信lFを 住所以外の場所に設置した場合はその場所

2 放送受信契約者がテレビジョン受信機を設置しまたはこれを廃止すること等により 放送受信契約の種別を
変更するときは 前項各号に掲げる事項のほか、変更前の放送受信契約の種別を記載した放送受信契約書を
放 l・局に提出しなければならない。

3 第 1頂または第 2頂の放送受信契約書の提出は 書面に代えて電話、インターネット等の通信手段を利用し
た所定の方法により行なうことができる。この場合においても 第 1項または第 2項に規定する事IElを届け出る
ものとする。

4 前項による放送受信契約書の提出があった場合、NHKは 書面の送付等により提出内容を確認するための
通矢□を行なうものとする。

(放送受信契約の成立)

第 4条 放送受信契約は 受信機の言,置の日に成立するものとする。
2 放送受信契約の種別の変更の日は その変更にかかる受信機の設置の日、またはその廃止等にl■ う前条第
2項もしくま第 3項の提出があつた日 (ただし NHKに おいて提出された放送受信契約書の内容に該当する
事実を確認できたときに限る。)と する。

3 NHKは 受信機の廃止等に伴う前条第 2頂また ま第 3項の放送受信契約書の内容に虚偽があることが半J

明した場合、その放送受信契約書の提出時に遡り、放 l・受信契約の種別の変更がされないものとすることがで
きる。

(放送受信料支払いの義務)

第 5条 放送受信契約者は、受信lFの設置の月から第 9条第 2項の規定により解約となつた月の前月 (受 信機を
設置した月に解約となつた放送受信契約者については、当該月とする。)まで、1の放送受信契約につき その種
別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料 (消 費税および地方消費税を含む。)を支払わなけ
ればならない。

(同一生計支払に関する特例 (家族害Jtt D)

第 5条の 4 住居に設置した受信機についての放送受信契約を締結している者が、本条の特例を受けることなく
放送受信料を支払う場合で、その放送受信契約者またはその者と生計をともにする者が別の住居に設置した受
信機について放送受信契約を締結し、当該契約について所定の手続きを行なうときは、当該契約について、放送
受信料額から、第 5条に定める放送受信料額の半額を減じて支払うものとする。ただし 本条の特例は、いずれ
の放送受信契約につしヽても第 6条第 3頂に定める支払方法により放送受信料を支払う場合にのみ適用する。

2 NHKは 、前項の所定の手続きにあたり 申込書記載の内容を確認できる資料の提出を放送受信契約者に
求めることができる。放送受信契約者が要求された資料を提出しない場合、もしくま当該資料によつて申込書記
載の内容を確認できない場合には、NHKは 、前項に定める特例を適用しないことができる。

3 第 1項 に定める特lllを 適用された放送受信契約者は、申込書記載の内容に変更が生じたときは 直ちに、そ
の旨を放送局に届け出なければならない。

4 NHKは 、申込書記載の内容に虚偽があることまたは前項の届け出がないことが判明した場合、申込書の提
出時または申込書記載の内容に変更が生じたと認められる時に遡り 第 1頂 に定める特例を適用しないことが
できる。

(事業所契約に関する特例 (事業所割弓D)
第 5条の 5 事業所等住居以外の場所に設置する受信機について放送受信契約を締結する場合において、1の

者が 同一敷地内に設置した受信機すべてについて必要な放送受信契約を締結しており、その契約件数が免除
基準の「全額免除Jが適用される放送受信契約を除き合計 2件以上であり、支払期間を同じくして下括して放送
受信料を支払う場合は、所定の手続きを行なうことにより、同一敷地内に設置した受信機についての放送受信
契約のうち1件を除外した残りのそれぞれについて、支払区分が継続振込等の放送受信料額から、その半額を
減じて支払うものとする。この場合 除外する 1件 については、放送受信契約のうち 衛星契約 地上契約、特別
契約の順位で適用し、支払区分が継続振込等の放送受信料額を支払うものとする。

2 前項におtlて敷地とよ、1の建築物または用途上不可分の関係にある 2以上の建築物のある一団の土地を
しヽう。

3 NHKは 、第 1項 の所定の手続きにあたり 申込書言己載の内容を確認できる資料の提出を放送受信契約者
に求めることができる。放送受信契約者が要求さllた 資料を提出しなしヽ場合、もしくま当該資料によって申込書
記載の内容を確認できない場合には、llH Kは 第 1項 に定める特例を適用しないことができる。

4 第 1項 に定める特lllを 適用さllた 放送受信契約者は、申込書記載の内容に変更が生じたときは、直ちに、そ
の旨を放送局に届け出なければならない。

5 NHKは 申込書記載の内容に虚偽があることまたは前項の届け出がないことが判明した場合、申込書の提
出時または申込書記載の内容に変更が生じたと認められる時に遡り、第 1項 に定める特例を適用しないことがで
きる。放送受信契約者が特例の適用さlnた 放 l■受信料を別に定める期限までに支払わない場合は、NHKは 、
当該請求期間および当該請求期間後の放送受信料に関して第 1項に定める特lFlを 適用しなしヽことができる。

(放送受信料の支払方法)

第 6条 放送受信料の支払いは、次の各期に 当該期分を一括して行なわなければならない。
第 1期  (4月および 5月 )

第 2期  (6月 および 7月 )

第 3期  (3月 および 9月 )

第 4期  (10月および 11月 )

第 5期  (12月および 1月 )

第 6期  (2月 およ_13月 )

2 放送受信契約者は、前troに よるほか 当該期の翌期以降の期分の放送受信料を支払うことができる。ただし、
当該期以降 6か月分または12か月分の放送受信料を一括して前払するときは 期別の支払いによらないこと
力で きる。

3 放送受信料は、次に定める□座振替、クレジットカード等継続払または継続振込により支払うものとする。この
場合の手数料はNHKが 負担する。
(1)□ 座振薔 NHKの 指定する金融機関に設定する預金□座等から NHKの 指定日に自動振薔によつて

行なう支払いをいう。
(2)ク レジットカード等糸ピ続払  llH Kの よ旨定するフレジットカード会社等との契約に基づき、フレジットカード

会社等にrl続 して立て替えさせることによつて行なう支払いをいう。
(3)継 続振込 NHKの 指定する金融機関、郵便局またはコンビニエンスストア等において、NHKが 定期的

に送付する払込用llを 用いて、NHKの 指定する支払期日までに継続して払込むことによって行なう支 jLI

いをしヽう。
4 前項に定めるほか 放送受信料は NHKの 指定する金融機関等を通じてまたはNHKの 指定する場所で支
払うことができる。また、重度の障害により継続振込による支払いが困難な者等、別に定める要件を備えた放送
受信契約者は その者の住所またはその者があらかじめ放送局に申し出た場所で支払うことができる。(こ れら
の支払い方法を「その他の支払方法Jと いう。)

5 放送受信契約者が□座振替により放送受信料を支払おうとする場合は、NHKが 定める放送受信料□座振
薔利用届をあらかじめNHKに 提出しなければならない。

6 □座振替による支払いは、前項または第 11項に定める放送受信料□座振替利用届をNHKが 受け付けた
月の属する期の翌期以降の期分 (放送受イ言料が前払されている場合においては 当該前払の期間が終了する月
の翌月以降分)の 放送受信料について取り扱うものとする。

7 □座振替の指定日において 所定の放送受信料額を請求したにもかかわらず振り替えることができなかつた
とき (次項の場合を除く。)は 、放送受信契約者は 当該請求期間分は支払区分が継続振込等の放送受信料額を
その他の支払方法により支払わねばならま 当該請求期間後の放送受信料については支払区分が継続振込等
の放送受信料額を継続振込により支払うものとする。

8 □座振替の指定日において、残高の不足により所定の放送受信料額を振り替えることができなかった場合は、
次の期の指定日に一括して請求するものとし、なお振り替えることができなかつたときは 放 i‐受イ言契約者は、当
該請求期間分について、支払区分が継続振込等の放送受信料額をその他の支払方法により支払わなければな
らない。当該請求期間後の放送受信料については、別に定める場合を除き、□座振替による支払いを糸ビ続する。

9 放送受信料を継続振込により支払う放送受信契約者は、金融機関、郵便局またはコンビニエンスストア等に
おいて払込む方法に代えて、クレジットカード会社等に立て替えさせることこよつて支払うことができる。

10 放送受信契約者がクレジットカード等継続払により放送受信料を支払おうとする場合は、NHKが 定める放
送受信料クレジットカード等継続払利用申込書をあらかじめNHKに 提出しなければならない。NHKは そ
の放送受信料クレジットカード等キは続払利用甲込書に言己載された内容により立薔払いが可能であることをクレ
ジットカード会社等に確認した上で受理する。

11 第 5項の放送受信料□座振替利用届および前項の放送受信料クレジットカード等継続払利用申込書の提
出は、書面に代えて電話、インターネット等の通信手段を利用した所定の方法により行なうことができる。

12 フレジットカード等継続払による支払いは 第 10項または前項に定める放送受信料クレジットカード等継
続払利用申込書をllH Kが 受理した月の属する期の翌期以降の期分 (放 送受信料わヾ前払されている場合にお
いては、当該前払の期間が終了する月の翌月以降分)の放送受信料について取り扱うものとする。

13 NHKが クレジットカード会社等に所定の放送受信料額を請求したにもかかわらず立替払いが行なわ llな
かつたとき、または、NHKが 所定の放送受信料額を請求する前に、クレジットカード会社等から放送受信料を
請求さllても立替払いができないと通矢日を受けたときは 放送受信契約者は、当該請求期間分は支払区分が継
続振込等の放送受信料額をその他の支払方法により支払わなければならま 当該請求期間後の放送受信料に
ついては支払区分が継続振込等の放送受信料額を継続振込により支払うものとする。

タ ッセージの表示)

第 7条  NHKは 受イ言機 (衛 星系によるテレビジョン放送を受信できるものに限る。以下この条において同じ。)

を設置した者にその設置の旨をNHKに 連絡するよう促す文字 (以 下に

'置

確認メッセー lと しヽう。)を当該受
信機の画面に表示する措置をとることができる。

2 NHKは 受信機を設置した者から以下の各号に掲げる事項の連絡を受けた場合には 当該受信機の画面
に設置確認メッセージを表示しない措置をとるものとする。
(1)受 信機の設置者の氏名および住所
(2)受 信機に使用する集積回路内蔵型カード(以 下「 ICカ ードJという。)のカード識別番号 (以 下「 ID番号J

という。)

(3)受 信l‐ を第 1号の住所以外の場所に設置した場合はその場所
3 前項の規定にかかわらす 以下の各号のいずllか に掲げる理由により、NHKに おいて前項各号に掲げる事
項の 1に該当する事実を確認できない場合によ、llHKは第 1項の措置をとると ができるものとする。
(1)前項の連絡を受けた事項の内容が事実に相違すると
(2)前項の連絡の後、受信機に使用する ICカードの ID番号を変更したこと
(3)前 項の連絡の後、放送受信契約を締結するまでの間において、同項第 1号の住所または同項第 3号の場

所に変更が生じたこと
4 第 1項 および前項の指置は、第 3条第 1項ただし書に規定する場合および放送受信契約が解約となつた者
が再ぴ受信機を言曼置した場合についても、とることができるものとする。

5 NHKは 、第 2項の措置をとった受信機を設置した者が、この規約に定める放送受信契約を締結しない場合
には、放送受信契約の締結を案内する文字 (以下「契約案内メッセージJと いう。)を 当.~受信機の画面に表示す
る措置をとることができる。

6 NHKは 前項の措置をとった受信機を設置した者が、この規約に定める放送受信契約を締結した場合に
は、契約案内メッセージを表示しない措置をとるものとする。

(氏名、住所等の変更)

第 8条 放送受信契約者が放送局に届け出た氏名または住所を変更したときは、直ちに、その旨を放送局に届け
出なければならない。受信機言l置 の場所を変更したときも 同様とする。

2 前項の届け出が行なわllな い場合において、NHKが 公共機関への調査等により放送受信契約者が放送局
に届け出た住所等の変更を確認できたときは、llH Kは 、当該放送受信契約者が変更後の住所等を放送局に
届け出たものとして取り扱うことができるものとする。この取り扱いをした場合 llH Kは 当該放送受イ言契約者
にその旨を通矢□するものとする。

種 男J 支払区分 月 額 6か月前払額 12か 月前払額

地上契約
□座 クレジット 1,260円 7,190円 13990円
継続振込等 1310円 7475円 14,545円

衛星契約
□座 クレジット 2230円 12730円 24,770円
継続振込等 2,280円 13,015円 25320円

特別契約
□座 フレジット 985円 5620円 10940円
継続振込等 1 035円 5905円 11,490円

この表において「□座 フレジット」とは第 6条第 3項に定める□座振替またはクレジットカード等キは続払をい
い、「継続振込等Jと は同条同項に定める継続振込または同条第 411eに 定めるその他の支払方法をいう。

2 特別契約を除く放送受信契約について沖縄県の区域に居住する者の支払うべき放送受信料額 (,肖 費税およ
び地方消費税を含む.)は 前項の規定にかかわらま 当分の間 別表 1に掲げる額とする。

3 放送受信契約の種別に変更があつたときの当該月分の放送受信料は 変更後の契約種別の14額とする。ただ
し、当該月に 2回 以上の契約種別の変更があつたときの放送受信料は、各変更前および各変更後の契約種別
のうち、次の‖日位で適用した契約種別の料額とする.

(1)衛 星契約
(2)地 上契約

(多 数契約一括支払に関する特例 (多数―括割弓D)
第 5条の 2 衛星契約または特別契約の契約件数の合計が 別に定める放送受信ll免 除の基準 (以 下「免除基

準Jという。)の「全額免除Jが適用される放送受信契約を除き 10件以上である 1の放送受信契約者が 支払
期間を同じくして第 6条第 3項に定める□座振替または継続振込によリー括して放送受信料を支払う場合は
Fl条 第 1項および第 2項の規定にかかわらず これらの契約種別である全契約を対象に 支払区分が継続振込
等の放送受信料額から、1件あたりその契約種別に応じて次表に定める月額を減じて支払うものとする。

契約種別ごとの契約件数

契約種別ごとの全契約を対象に
1件あたり減銘 月額

衛星契約 特別契約

50件未満 200円
90円50件以上 100件未満 230円

100件以上 300円

2 前項において、衛星契約の契約件数が 97件 98件または99件 (沖縄県の区域に居住する放送受信契約
者にあつては、96件 (12わ 月`前払額である場合に限る。)97件 98件または99件とする。)である 1の
放送受信契約者については 同項の規定にかかわらま その契約件数を 100件として算定した放送受信料額
を支払うものとする。

3 第 1項 において 街星契約または特別契約の契約件数の合計が 10件に満たない場合で、衛星契約の契約
件数が 9件 (12か 月前払額である場合で、第 6条第 3 TEl第 3号に定める継続振込により支払う場合に限る。)

である沖縄県の区域に居住する 1の放送受信契約者については 同項の規定にかかわらま 衛星契約の契約
件数を 10件として算定した放送受信料額を支払うものとする。

4 前 3項 の多数契約一括支払に関する特,出ま次条に定める団体―括支払に関する特例、第 5条の 4に定める
同一生計支払に関する特lllお よび第 5条の 5に定める事業所契約に関する特例と重ねて適用することましない。

(団体―括支払に関する特例 (団体一括割弓D)
第 5条の 3 別に定める要件を備えた団体の構成員で 衛星契約または特別契約を締結している放送受信契約

者が、免除基準の「全額免除」が適用される者を除いて 15名 以上まとまり 団体としてその代表者を通じ、第 6
条第 3項に定める□座IF薔または継続振込によリー括して放送受信料を支払う場合は、第 5条第 1頂 および
第 2項の規定にかかわらま 支払区分がTLI続振込等の放送受信料額から 1件あたり月額 200円 を減じて支
払うものとする。

2 前項の団体―括支払に関する特lllを次条に定める同一生計支払に関する特例と重ねて適用する場合、対象
となる放 l・・受信契約者が代表者を通じ支払う放送受信料について、支払区分が継続振込等の放送受信料額か
ら その契約種別に応じて減ずる月額は、前項に定める額に次条に定める減額分を加算したものとする。

3 第 lI_3の 団体―括支払に関する特l■lは 、第 5条の5に定める事業所契約に関する特例と重ねて適用するこ
とはしない。


