2022 年 6 月２０日
株式会社アイキャスト 放送視聴契約約款改定のお知らせ
このたび、2022 年 7 月 1 日をもって「株式会社アイキャスト 放送視聴契約約款」を以下のとおり改
定いたします。
会員のみなさまには、ご一読のうえ、今後もご利用頂きますようお願い申し上げます。

改定する約款と新旧対照表
株式会社アイキャスト 放送視聴契約約款（2022 年 7 月 1 日改定版）
対象の条文
内容
株式会社アイキャスト放送視聴契約約款【２０２２年６月３０
日にご契約のお客様対象】
新
放送視聴契約約款

株式会社アイキャスト放送視聴契約約款
旧

新

本サービスの提供に付随する業務に関して、当社の代理人とし
て、加入者に対し本サービスの一部を提供することを当社から
認められた者（株式会社 NTT ドコモ等）

旧

本サービスの提供に付随する業務に関して、当社の代理人とし
て、加入者に対し本サービスの一部を提供することを当社から
認められた者（株式会社 NTT ぷらら等）

（用語の定義）
第3条
代行機関

（１） 基本放送サービス
（２） 見放題チャンネルサービス：
本サービスとして提供する当社が定めた放送の同時再
放送サービス及び当社による自主放送サービスのうち、
基本放送サービス及びオプションチャンネルサービス
（当社が提供するサービス）
第１１条１項

以外のチャンネルで当社が指定するチャンネル視聴で
新

きるサービス（最低視聴年齢を定めて提供される一般放
送サービスを含みます）
（３） オプションチャンネルサービス：
本サービスとして提供する当社が定めた放送の同時再
放送サービス及び当社による自主放送サービスのうち、
基本放送サービス及び見放題チャンネルサービス以外
のチャンネルで、チャンネルごとに契約することで視聴

できるサービス。
（オプションチャンネルサービスには、
最低視聴年齢を定めて提供される一般放送サービスを
含みます。
）
（４） チャンネル付帯サービス（専門チャンネル見逃しセレク
ト）
：
本サービスのうち、見放題チャンネルサービスまたはオ
プションチャンネルサービスの視聴契約を締結する者
に提供する専門チャンネル見逃しセレクトサービス等
のビデオサービス
（５） チャンネル付帯サービス（専門チャンネル（モバイル向
け）サービス）
：
本サービスのとして提供する当社が定めた放送の同時
再放送サービス及び当社による自主放送サービスのう
ち、当社指定するチャンネルと原則として同編成のサー
ビス内容を、基本放送サービス、見放題チャンネルサー
ビスまたはオプションチャンネルサービスの視聴契約
を締結する者に提供するインターネットを介して提供
するサービス
※旧（６）
、
（７）、（８）の削除
（６）その他のサービス
最低視聴年齢を定めて提供されるビデオサービス等の
サービス
（１） 基本サービス
（２） ベーシックチャンネルサービス
本サービスとして提供する当社が定めた放送の同時再
放送サービス及び当社による自主放送サービスのうち、
基本サービス及びプレミアムチャンネルサービス以外
のチャンネルで当社が指定するチャンネル視聴できる
サービス（最低視聴年齢を定めて提供される一般放送サ
旧

ービスを含みます）
（３） プレミアムチャンネルサービス
本サービスとして提供する当社が定めた放送の同時再
放送サービス及び当社による自主放送サービスのうち、
基本サービス及びベーシックチャンネルサービス以外
のチャンネルで、チャンネルごとに契約することで視聴
できるサービス。
（プレミアムチャンネルサービスには、
最低視聴年齢を定めて提供される一般放送サービスを
含みます。
）

（４） チャンネル付帯サービス（テレビオンデマンドサービ
ス）
：
本サービスのうち、ベーシックチャンネルサービスまた
はプレミアムチャンネルサービスの視聴契約を締結す
る者に提供するテレビオンデマンドサービス等のビデ
オサービス
（５） チャンネル付帯サービス（インターネット配信サービ
ス）
：
本サービスのとして提供する当社が定めた放送の同時
再放送サービス及び当社による自主放送サービスのう
ち、当社指定するチャンネルと原則として同編成のサー
ビス内容を、基本サービス、ベーシックチャンネルサー
ビスまたはプレミアムチャンネルサービスの視聴契約
を締結する者に提供するインターネットを介して提供
するサービス
（６） インターネット配信無料サービス：
本サービスとして提供する当社が定めた放送の同時再
放送サービス及び当社による自主放送サービスのうち、
当社が指定するチャンネルと原則として同編成のサー
ビス内容をエントリープランを除くエントリープラン・
バリュープラン等サービス契約を締結する者にインタ
ーネットを介して無料で提供するサービス
（７） インターネット配信基本サービス：
本サービスとして提供する当社が定めた放送の同時再
放送サービス及び当社による自主放送サービスのうち、
当社が指定するチャンネルと原則として同編成のサー
ビス内容をエントリープランを除くエントリープラン・
バリュープラン等サービス契約を締結する者にインタ
ーネットを介して無料で提供するサービス
（８） インターネット配信プレミアムサービス：
本サービスとして提供する当社が定めた放送の同時再
放送サービス及び当社による自主放送サービスのうち、
当社が指定するチャンネルと原則として同編成のサー
ビス内容を、エントリープランを除くエントリープラ
ン・バリューブラン等サービス契約を締結する者が、チ
ャンネルごとに契約することで視聴できるサービス
（９） その他のサービス：
最低視聴年齢を定めて提供されるビデオサービスおよ

びゲームサービス等のサービス

当社が定める基本放送サービス及び見放題チャンネルサービ
新
（当社が提供するサービス）
第１１条７項

ス内の
当社が定める基本サービス及びベーシックチャンネルサービ

旧

ス内の
本条第１項に定める基本放送サービスには、

新
（当社が提供するサービス）
第１１条８項

本条第１項に定める基本サービスには、
旧
加入者は、最低視聴年齢を定めて提供される一般放送サービス
の視聴契約の申込を行う場合においては、加入者が成年（以下
新

聴の申込の際に当社の定める方法により、代行機関に提出し、

（最低視聴年齢を定めて提供さ
れるサービス）
第１２条１項
旧

新

当該代行機関に到達しなければなりません。
加入者は、最低視聴年齢を定めて提供される一般放送サービス
およびビデオサービス等の視聴契約の申込を行う場合におい
ては、加入者が 20 歳以上（以下「最低視聴年齢」といいます。）
であることを証明する書類を視聴の申込の際に当社の定める
方法により、代行機関に提出し、当該代行機関に到達しなけれ
ばなりません
視聴履歴の利用停止に関しては、以下の窓口で措置をとります
のでお問い合わせください。
ひかり TV カスタマーセンター 営業時間 10:00～19:00 年中
無休 009192-144（通話無料）

（加入者個人情報等の保護）
第２３条６項

視聴履歴の利用停止に関しては、以下の窓口で措置をとります
旧

料金表
利用料金（月額）
１ 基本料金
２ 世帯割引に係る利用料金

「最低視聴年齢」といいます。
）であることを証明する書類を視

のでお問い合わせください。
ひかり TV カスタマーセンター 営業時間 10:00～19:00 年中
無休 009192-144（通話無料）
ひかり電話などからおかけの場合
0120-001144（通話無料・携帯電話不可）
基本放送サービス

新

見放題チャンネルサービス
オプションチャンネルサービス

基本サービス
ベーシックチャンネルサービス
旧

プレミアムチャンネルサービス
インターネット配信基本サービス
インターネット配信プレミアムサービス

新
料金表
３ その他サービスに係る利用
料金

本規定に定めのないサービスについては、当社が別途定める利
用料金を適用します。
※以下、支払いを要する利用者は代行機関とのエントリープラ
ン・バリュープラン等サービス契約を締結した者

旧

【別紙料金表】
本規定に定めのないサービスについては、当社が別途定める利
用料金を適用します。

別紙
料金の内容
インターネット配信基本サービス

支払いを要する利用者
当社とインターネット配信基本サー

金額
(月額/消費税込)
110 円

ビスの視聴契約を締結する者
Ｖ☆パラダイス

当社とＶ☆パラダイスの視聴契約を

770 円

締結する者

配
信

フジテレビ ONE/TWOsmart 2 チャ

当社とフジテレビ ONE/TWOsmart 2 チ

ンネルセット

ャンネルセットの視聴契約を締結する者

SPEED チャンネル 1＆2（競輪ライ

当社と SPEED チャンネル 1＆2（競輪ラ

ブ）

イブ）の視聴契約を締結する者

ＢＢＣワールドニュース

当社とＢＢＣワールドニュースの視

1,100 円

1,210 円
990 円

聴契約を締結する者
囲碁･将棋チャンネル

当社と囲碁･将棋チャンネルの視聴

1,540 円

契約を締結する者
KBS World

当社と KBS World の視聴契約を締結

770 円

する者
刺激ストロングチャンネル

当社と刺激ストロングチャンネルの
視聴契約を締結する者

南関東地方競馬チャンネル

当社と南関東地方競馬チャンネルの
視聴契約を締結する者

地方競馬ナイン SELECT

当社と地方競馬ナイン SELECT の視聴
契約を締結する者

レジャーチャンネル

880 円

1,100 円

770 円
当社とレジャーチャンネルの視聴契
約を締結する者

990 円

