
NTTドコモとの一体化にともなう規約改定のお知らせ
●2022 年 7 月 1 日からの利用規約対照表

（ひかり TV・大阪チャンネル・機器レンタルサービス・その他に関する規約）

株式会社ＮＴＴぷららの、株式会社ＮＴＴドコモとの一体化にともなう利用規約の改定は、以下の通りです。

改定後の規約は、2022 年 7 月 1 日から適用になります。 

1. 主な変更内容

会社名の変更のほか、ぷららポイント付与の終了にともなう変更、文言の修正等が含まれます。なお、一

部規約は名称を変更します。

2. 改定前・改定後予定の利用規約

※「改定前」のリンクは、7 月 1 日以降にクリックした場合、改定後の規約に接続します。

ひかりＴＶに関する規約 

映像サービス 

⚫ 改定前 ひかりＴＶ for ISP フリー サービス会員規約

改定後 ひかりＴＶ for ISP フリー サービス会員規約(2022 年 6 月 30 日までに契約された方

向け) 

⚫ 改定前 ひかりＴＶ プラットフォームサービス 利用規約

改定後 ひかりＴＶ プラットフォームサービス 利用規約（2022 年 6 月 30 日までに契約され

た方向け) 

⚫ 改定前 ひかりＴＶビデオサービス利用規約

改定後 ひかりＴＶビデオサービス利用規約 

⚫ 改定前 ひかりＴＶエントリープラン・バリュープラン等利用規約

改定後 ひかりＴＶエントリープラン・バリュープラン等利用規約 

⚫ 改定前 ひかりＴＶエントリープラン・バリュープラン等特約

改定後 ひかりＴＶエントリープラン・バリュープラン等特約 

⚫ 改定前 ひかりＴＶモバイル視聴アプリケーション使用許諾に関する利用規約

改定後 ひかりＴＶモバイル視聴アプリケーション使用許諾に関する利用規約 

⚫ 改定前 ひかりＴＶWeb 会員規約 兼 ひかりＴＶメールマガジン規約

改定後 ひかりＴＶWeb 会員規約 兼 ひかりＴＶメールマガジン規約 

⚫ 改定前 ひかりＴＶレビュー・レーティングサービス利用規約

改定後 ひかりＴＶレビュー・レーティングサービス利用規約 

⚫ 改定前 音声インタフェース利用規約

改定後 音声インタフェース利用規約 

⚫ 改定前 ひかりＴＶガイド定期購入に関する申込規約

改定後 ひかりＴＶガイド定期購入に関する申込規約 

オプションサービス

⚫ 改定前 ひかりＴＶショッピング サービス利用規約

改定後 ひかりＴＶショッピング サービス利用規約

⚫ 改定前 ひかりＴＶショッピング 定期便利用規約

改定後 ひかりＴＶショッピング 定期便利用規約 
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⚫ 改定前 ぷらら補償サービス規約

改定後 延長補償サービス規約 

⚫ 改定前 ひかりＴＶショッピング レビュー・レーティングサービス利用規約

改定後 ひかりＴＶショッピング レビュー・レーティングサービス利用規約 

⚫ 改定前 ひかりＴＶブック サービス利用規約

改定後 ひかりＴＶブック サービス利用規約 

⚫ 改定前 ひかりＴＶブックレビュー・レーティングサービス利用規約

改定後 ひかりＴＶブックレビュー・レーティングサービス利用規約 

⚫ 改定前 ひかりＴＶ電子書籍アプリケーション使用許諾に関する利用規約

改定後 ひかりＴＶ電子書籍アプリケーション使用許諾に関する利用規約 

⚫ 改定前 ブックミュージックポイントプログラム規約

改定後 ブックミュージックポイントプログラム規約 

⚫ 改定前 月額ポイントプラン規約

月額ポイントプランは提供を終了します。

⚫ 改定前 携帯電話会社の ID 利用規約

改定後 携帯電話会社の ID 利用規約 

⚫ 改定前 ひかりＴＶミュージック サービス利用規約

改定後 ひかりＴＶミュージック サービス利用規約

⚫ 改定前 ひかりＴＶミュージック視聴アプリケーション利用規約

改定後 ひかりＴＶミュージック視聴アプリケーション利用規約 

⚫ 改定前 ひかりＴＶミュージック シングル・アルバム購入に関する利用規約

改定後 ひかりＴＶミュージック シングル・アルバム購入に関する利用規約

⚫ 改定前 ひかりＴＶゲーム サービス利用規約

改定後 ひかりＴＶゲーム サービス利用規約 

⚫ 改定前 ぷららポイントプログラム利用規約

改定後 ぷららポイントプログラム利用規約 

⚫ 改定前 ひかりＴＶ専用ホームタブレットモニターサービス利用規約

改定後 ひかりＴＶ専用ホームタブレットモニターサービス利用規約 

⚫ 改定前 ひかりＴＶ‐ＶＦ サービス利用規約

改定後 ひかりＴＶ‐ＶＦ サービス利用規約 

⚫ 改定前 ひかりＴＶ‐ＶＦアプリケーション利用規約

改定後 ひかりＴＶ‐ＶＦアプリケーション利用規約 

レンタルサービス

⚫ 改定前 ひかりＴＶ対応受信装置レンタルサービスに関する利用規約

改定後 ひかりＴＶ対応受信装置レンタルサービスに関する利用規約 

⚫ 改定前 ひかりＴＶ対応録画用 HDD（ハードディスクドライブ）レンタルサービスに関する

利用規約

改定後 ひかりＴＶ対応録画用 HDD（ハードディスクドライブ）レンタルサービスに関する

利用規約 

⚫ 改定前 ひかりＴＶ 月々テレビサービス利用規約

改定後 ひかりＴＶ 月々テレビサービス利用規約 

⚫ 改定前 <オンデマンド TV より統合のお客さま>セットトップボックス等レンタルに関する
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利用規約 

改定後 <オンデマンド TV より統合のお客さま>セットトップボックス等レンタルに関する

利用規約 

保守サービス 

⚫ 改定前 ぷらら サポートぷらす利用規約

改定後 ぷらら サポートぷらす（ひかり TV オプション）利用規約 

⚫ 改定前 ぷらら訪問設定サポート利用規約

改定後 ぷらら訪問設定サポート（ひかり TV オプション）利用規約 

大阪チャンネルに関する規約 

⚫ 改定前 FANY チャンネル視聴アプリケーション使用許諾に関する利用規約

改定後 FANY チャンネル視聴アプリケーション使用許諾に関する利用規約 

機器レンタルサービスに関する規約 

⚫ 改定前 株式会社 NTT ぷらら機器レンタルサービスに関する利用規約

改定後 株式会社 NTT ドコモ機器レンタルサービスに関する利用規約 

その他 

⚫ 改定前 MFS PRIME 利用規約

改定後 MFS PRIME 利用規約 

⚫ 改定前 STU48 PRIME 利用規約

改定後 STU48 PRIME 利用規約 

⚫ 改定前 明治座プレミアム倶楽部 利用規約

改定後 明治座プレミアム倶楽部 利用規約 

⚫ 改定前 オトメイトコレクション 利用規約

改定後 オトメイトコレクション 利用規約

以上 
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