
 ひかりＴＶミュージック for iTunes サービス利用規約 

 

 

 

 第 1条 利用規約 

 

株式会社ＮＴＴドコモ（以下「当社」といいます。）は、ひかりＴＶミュージック for iTunes サービス利

用規約（以下「本利用規約」といいます。）を定めます。これに基づき Apple Inc.、iTunes K.K.および

その関連会社（以下、「Apple等」といいます。）による App Store iTunes決済サービスを用いた定

額制音楽配信サービス「ひかりＴＶミュージック」（以下「本サービス」といいます。）を提供します。

本サービスの利用については、本利用規約及び本利用規約第 4 条に定めるその他の追加規定

が適用されます。 

 

 

 

 第 2条 本利用規約の変更 

 

当社は、次の各号に該当する場合は、契約者へ当社が適切と判断した方法にて公表又は通知す

ることにより、本利用規約の内容を変更することができるものとし、変更日以降はこれらが適用さ

れるものとします。 

（1） 本利用規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき 

（2） 本利用規約の変更が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の

相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。 

 

 

 

 第 3条 用語の定義 

 

本利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

ひかりＴＶミュージック ： 本利用規約により提供されるサービスの総称 

コンテンツ  ： 本サービスで視聴が可能な楽曲等 

Web会員 ： 当社がひかり TVの利用にかかる規約において定める「Web会員」をいいます。 

ひかりＴＶミュージック視聴アプリケーション ： 当社が提供するスマートフォン、パソコン等向け

のソフトウェアであって、ひかりＴＶミュージックの提供を受けるために必要となるもの 



 第 4条 追加規定 

 

1. 当社は、契約者に対して、本利用規約のほかに追加規定（本利用規約に追加して当社が随

時契約者に対し通知する規定）を定めるものとします。 

 

2. 追加規定は本利用規約の一部を構成します。本利用規約と追加規定が異なる場合には、追

加規定が優先するものとします。 

 

 

 

 第 5条 契約者への通知および同意の方法 

 

本サービスに関する事項その他の重要事項等の契約者への全ての通知は、本サービス、電子メ

ール又は当社のホームページ上に掲示することにより行われます。通知は、当社が当該通知の

内容をオンライン上に表示した時点より効力が生ずるものとします。 

 

 

 

 第 6条 本サービスの利用 

 

1. 契約者は、ひかりＴＶミュージック視聴アプリケーションを用いる場合に限り、本サービスを利

用することができます。 

 

2. 契約者は、原則、本サービスを日本国内に限り利用することができます。 

 

3. 本サービスは、オンライン上に指定する端末等の環境（以下「対応端末」といいます。）、利用

場所や環境等によって、提供内容を制限する場合があります。その場合であっても、本サー

ビスの利用の対価として、当社が別表に定める本サービスの利用料金に変更は発生しませ

ん。 

 

4. 契約者が、複数の対応端末を用いて本サービスを利用した場合、コンテンツの同時視聴は

対応端末 1台となります。 

 

 

 

 



 第 7条 本サービスの契約形態 

 

1. 本サービスでは、以下の契約形態があります。 

契約形態 

・ 無料体験契約 

・ 有料契約 

 

2. 前項に記載される基本形態のラインナップ及び内容は変更または終了する場合があります。

かかる場合、当社はその責任を負いません。 

 

3. 無料体験契約は、契約日を含め 16 日間の契約期間（以下、無料体験契約期間）とし、無料

で本サービスを利用することができます。 

 

4. 契約者は、無料体験契約を、1回のみ契約することができます。 

 

5. 無料体験契約は、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、事由の如何を問わず、当該

申込を撤回しまたは取消すことはできません。また、契約行為を行ったときから、本サービス

の利用の停止を行うことはできません。なお、無料体験契約期間が、終了次第、自動的にコ

ンテンツが視聴ができなくなります。 

 

6. 無料体験契約期間中に、本サービスの有料契約の契約を行った場合は、その時点で無料体

験契約が終了となります。 

 

7. 無料体験契約は、事前の予告なく申込みの受付を終了することがあります。この場合、当社

は契約者又は第三者に対していかなる責任を負わないものとします。 

 

 

 

 第 8条 契約申込の条件/方法等 

 

本サービスの契約申込を行うことのできる者（以下「契約申込者」といいます）は、個人である者に

限ります。 

 

 

 

 



 第 9条 契約申込の承諾 / 契約の成立 

 

1. 本サービスの契約は、契約申込者が前条に従って申込を行い、当社がその内容を確認後、

承諾することによって成立します。なお、当社は、契約申込者が当該申込みにあたって当社

に対して提出した事項に従って本サービスを提供するものとします。 

 

2. 当社は当該申込みを承諾した旨を、当社所定の方法により、契約申込者に対して通知する

ものとします。 

 

3. 当社は、本条第 1項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあ

ります。 

（1） 契約申込者が第 9条もしくは第 20条各項に違反する場合、もしくは違反した過去をもつ

ことが判明した場合 

（2） その申込みについて、Apple等が承諾しない場合 

（3） 本サービスを提供することが技術上著しく困難と想定される場合 

（4） 契約申込者が未成年者であり、本サービスの申込にあたり、親権者または法定代理人

の承諾を得ていない場合 

（5） 契約申込にあたり、申告事項に虚偽の記載、誤記または記入漏れがあった場合 

（6） 契約申込の時点で、本契約もしくは追加規定等(第 4条定義)の違反等により本サービス

の停止処分中であり、または過去に本サービスの契約もしくは追加規定(第 4条定義)違

反等で停止処分等を受け、または契約解除されたことが判明した場合 

（7） 契約申込者が本サービスの契約に基づく債務の履行を怠るおそれがあると認められる

相当の理由がある場合 

（8） 契約申込者が著作権及び著作隣接権を侵害するおそれがあると認められる相当の理

由がある場合 

（9） その他、契約申込者が本利用規約に違反するおそれがあると認められる相当の理由が

ある場合 

（10）契約申込者が本サービスを法または他の法令に違反する目的で利用または利用する

おそれがあると認められる場合 

（11）その他、当社が契約者とすることを不適当と判断する場合 

 

 

 

 第 10条 有料契約の期間 



 

前条に基づき成立した契約（無料体験契約は除く）は 30 日間有効となります（以下「有効利用期

間」といいます）。また、本契約は第 11 条に定める契約者による自動更新継続課金の解除がなさ

れない限り、自動的に契約の更新が行われ、30日間単位で契約および有効利用期間が継続され

ます。なお当社所定の方法による申込み等において、有効利用期間や自動更新継続課金の期間

が「1 ヶ月」または「月額」と表示される場合であっても、30日間と読み替えて適用します。 

 

 

 

 第 11条 有料契約者が行う契約の解除 

 

1. 有料契約者は、Apple 等の定める手続きに従って自動更新継続課金を解除することができま

す。 

 

2. 前項に基づき自動更新継続課金の解除がなされた場合、有効利用期間終了まで本サービ

スがご利用いただけます。なお解除を行った時点から有効利用期間終了までの期間につい

て、日割り計算等による返金は行いません。 

 

3. 契約者が契約を解除した後の個人情報の削除及び保管期間に関しては、当社が適当と判

断する相当の期間について保管するものとし、その後、削除することに同意するものとします。 

 

 

 

 第 12条 利用停止及び当社が行う契約の解除 

 

1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その契約者に事前に何ら通

知することなく、かつ何らの責任を負うことなく、契約者に対する本サービスの利用を停止で

きるものとします。 

（1） 契約者が第 9条 3項の規定に該当するにいたった場合、または該当することが判明した

場合 

（2） Apple等から取扱いの停止情報が当社に通知された場合 

（3） 契約者が当社に申告した内容に関して、虚偽が含まれることが判明した場合 

（4） 契約者が当社の権利または利益を損なう行為を行ったことがあると認められる場合 

（5） 契約者が本利用規約又は追加規定等(第 4 条定義)に違反する行為を行ったと当社が判

断した場合 



（6） 契約者が本サービスを法令に反する目的で利用し、または利用するおそれがあると認め

られる場合 

（7） 上記各号のほか、当社により緊急性が高いと認められた場合 

 

2. 前項に基づき、本サービスの利用を停止された契約者が、なお、その事実を解消しない場合

には、本サービスの利用契約を解除できるものとします。 

 

3. 前項に基づき、契約を解除された者が再契約を希望する場合においては、契約を解除され

た原因を除去し、当社の承諾を得るものとします。その際、当社が本サービスの利用を認め

る場合は、新たな契約として扱います。 

 

4. 当社は、契約者に対する一定の予告期間をもって、本サービスの提供を終了することがあり

ます。その場合、当社は契約者又は第三者に対して責任も負いません。 

 

 

 

 第 13条 利用の一時中断等 

 

当社は、次のいずれかに該当する場合には、契約者の同意を得ることなく、本サービスの一部若

しくは全部の利用を一時中断、又は一時停止することがあります。 

（1） 本サービスを提供する設備の定期的な、もしくは緊急な保守または更新を行う場合 

（2） 本サービスを提供する設備の工事上やむを得ない場合 

（3） 設備の故障、又は火災、停電、天災等の不可抗力により、本サービスの提供が困難

になった場合 

（4） 運用上又は技術上、当社が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合 

（5） その他本サービスを提供できない合理的事由が生じた場合 

 

 

 

 第 14条 有料契約の利用料金等 

 

1. 有料契約者は、その契約日を含む初日から起算して、30 日間の利用料金の支払を要します。

また、利用料金は、ひかりＴＶミュージック視聴アプリケーション上にて定めます。 

 

2. 第 11 条に定める契約者による契約の解除がされない限り、当社は契約者による本サービス



の利用が継続されているものとみなします。本サービスの利用の有無にかかわらず、契約者

は本条の規定による利用料金を含む本サービスにかかわる全ての料金を当社に支払う義務

があります。 

 

3. 当社は、利用料金や請求方法を、事前の予告なく変更することができるものとし、その内容

は、その変更通知がひかりＴＶミュージック視聴アプリケーション上で公開された時点で効力

を持つものとします。 

 

 

 

 第 15条 Apple等による有料契約の利用料金の収納代行 

 

有料契約者は、Apple 等の定めに基づき、Apple 等が当社に代って利用料金の代金（以下「請求

代金」といいます。）の収納を代行することを承諾していただきます｡ 

 

 

 

 第 16条 責任の制限 

 

当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をし

なかったときは、その本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算

して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲

に限られ、逸失利益、当社の予見の有無を問わず発生した特別損害、付随的損害、間接損害そ

の他の拡大損害の責任は負わず、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービス

の利用料金を上限として損害を賠償します。ただし、当社の故意又は重大な過失により本サービ

スを提供しなかったときは、その限りではありません。なお、Apple 等がその約款等に定めるところ

によりその損害を賠償する場合は、この限りではありません。 

 

 

 

 第 17条 免責 

 

1. 当社は、次に掲げる場合については、損害賠償の責を負いません。 

（1） 天災、事変、火災、停電、及びその他気象により起因する障害 

（2） 当社の責に帰さない事由により生じた本サービスの停止 



（3） Apple等の技術的な要件による障害 

（4） ひかりＴＶミュージック視聴アプリケーションに関する異常 

（5） 契約者、または契約者や当社以外の第三者の行為に起因する異常 

（6） 当社が推奨する環境以外の方法で本サービスを利用したことによる障害 

 

2. 当社は、本利用規約及び本サービスの内容等の変更により、ひかりＴＶミュージック視聴アプ

リケーションの改修又は変更（以下この条において 「改修等」といいます。）を要することとな

る場合であっても、その改修等に要する費用については、負担しません。 

 

3. 当社および当社に対するコンテンツの提供者は、本サービス及び本サービスにより提供され

る情報に関して、その完全性、正確性、有用性等に関するいかなる保証も行いません 

 

4. 当社は、本サービス及び本サービスを通じて契約者又は第三者が取得した情報等の利用結

果についての保証は行いません。 

 

5. 当社は、第 13 条および本条第 1 項に定める場合を除き、本サービスの提供、遅滞、変更、

中断、中止、停止若しくは廃止又はその他本サービスの提供に関連して発生した契約者又

は第三者の損害についてそれが当社の責に帰すべき理由がある場合は、前条の範囲内で

賠償します。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合をその限りではないものとしま

す。 

 

 

 

 第 18条 契約者の義務 

 

契約者は、ひかりＴＶミュージック視聴アプリケーションの利用に必要となる設備及びその利用場

所並びに電力等については、契約者の費用負担において用意するものとし、これを遵守するもの

とします。 

 

 

 第 19条 契約者個人情報の取得／利用 

 

1. 当社は、契約者より本サービスの申込にあたって提供される契約者の個人情報および当社

が本サービスの提供に関連して知りえた個人情報（生存する個人に関する情報であって、当

該情報に含まれる氏名、生年月日、その他記述等により特定の個人を識別できるものをい

い、原則として「個人情報の保護に関する法律」第 2条にて定義されているとおりとします。以



下総称して「契約者個人情報」といいます。）を取得し、利用することに同意するものとします。

また、当社は、個人情報以外のサービス利用等の履歴情報を当社サービスの提供等を行う

ために利用します。契約者の履歴情報（視聴履歴・お気に入り登録などの利用履歴情報）は、

サーバ上で統計処理し、お客さまの趣味・嗜好等にあわせた当社サービスの提供を行うため

に利用します。これらの情報の取得に同意いただけない場合は、本サービスをご利用いただ

くことはできませんので、あらかじめご了承ください。 

 

2. 収集した個人情報等の取扱いについて、契約者は、当社が別途定める「NTTドコモ プライバ

シーポリシー」に従い、適切に管理することに同意するものとします。 

 

3. 当社は業務委託先、提携先等に契約者個人情報を提供する場合においては、秘密保持契

約等適切な契約を締結し、処置を施した上で、契約者個人情報を提供できるものとします。 

 

4. 当社および当社の提携先等が、本サービスおよび関連するサービス、商品、お知らせ等の

情報および、当社が必要と認めた周知に関する事項を、契約者の電子メールアドレス宛に一

律発信できるものとします。ただし、個々に通知される電子メールに配信拒否申請がある場

合には、この限りではありません。 

 

5. 当社および当社の提携先等第三者は、プロモーション活動、マーケティング調査等を目的と

して、契約者情報を使用できるものとします。 

 

6. 本サービスの円滑な提供及び本サービスの向上等に資する目的で、個人情報を適切に管理

するように契約等により義務付けた第三者に開示することがあります。 

 

7. 契約者は、当社が契約者個人情報を、本サービスを提供する目的のほかに、以下の各号に

定める場合に、利用し又は第三者に提供することがあることに同意するものとします。 

（1） 契約者が、契約者情報を開示することについて同意している場合 

（2） 本サービスの新規開発、サービス向上、顧客満足/解約理由の把握など、本サー

ビスの向上を目的とし、個人情報の集計および分析等を行う場合 

（3） 当社が、本サービスの利用動向を把握する目的で収集した統計個人情報（契約者

の個人が特定できない情報群）を開示する場合 

（4） その他正当な事由がある場合 

 

 

 



 第 20条 利用に係る禁止行為 

 

1. 契約者は、本利用規約、追加規定等(第 4 条定義)及び適用されるすべての法律並びに規則

等を守り、自らの本サービスの利用及びその結果について、一切の責任を負うものとします。

また特に、契約者は、本サービスを通じて、次のような行為を行うことはできません。 

（1） 本サービスを、第三者に対して、各種記録媒体又は電気通信回線設備等を介し視聴さ

せる等の、著作権または著作隣接権その他の権利を侵害する行為及び侵害するおそ

れのある行為 

（2） 本サービスにより利用しうる情報の修正、翻案、変更、改ざん、切除、翻訳、その他改変

行為 

（3） 契約者として有する権利の第三者への譲渡、使用許諾、売却又は契約者として有する

権利への質権の設定等担保に供する行為 

（4） 刑法上の犯罪行為、民事上の不法行為、その他適用される国内法・国際法・国際条約

等および公序良俗に反する行為及び反するおそれのある行為 

（5） 当社、または他の契約者又は第三者の名誉、人格もしくは信用等を毀損する行為また

は不利益を与える行為 

（6） 当社、または他の契約者又は第三者の著作権またはその他の権利を侵害する行為、

またはそのおそれのある行為 

（7） ひかりＴＶミュージック視聴アプリケーションによらない本サービスを利用する行為 

（8） 本サービスの運営を妨害する行為、又は当社が承認していない営業行為 

（9） 本サービスに接続しているネットワークを妨害又は混乱させる行為 

（10）ネットワーク上の規定、方針、手順に違反する行為 

（11）他の契約者による本サービスの利用及び享受を妨害する行為 

（12）その他当社が不適切と判断する行為 

 

2. 契約者が前項各号に違反して、当社に損害を与えた場合においては、当社は、契約者に対

して損害の賠償を請求することができます。 

 

 

 

 第 21条 権利の帰属 

 

1. 本サービスに関するソフトウェア、タイトル、ページデザイン、ドメイン、メールアドレスその他

著作物、肖像、商標、標章、情報、データおよび表現等にかかわる著作権、商標権、その他



一切の知的財産権及びノウハウは、当社、配信事業者又は正当な権利を有する権利者に帰

属します。 

 

2. 本サービスにより提供されるすべての楽曲等にかかわるデータの製作者の権利、また、当該

楽曲等の著作権ないし著作隣接権その他一切の知的財産権は、当社、配信事業者又は正

当な権利を有する権利者に帰属します。 

 

3. 利用者は、本サービスを利用することにより得られる一切の情報および本サービスを構成す

るすべてのプログラム等を、当社、配信事業者又は正当な権利を有する権利者の事前の許

諾なく、複製、貸与、共有、譲渡、頒布、出版、放送、公衆送信、送信可能化、使用許諾、翻

案、改変、その他方法の如何を問わず、私的使用の範囲を越えて使用してはならないものと

します。 

 

 

 

 第 22条 補償 

 

契約者は、本サービスの利用、契約者による本利用規約若しくは追加規定の違反を原因とする

知的所有権その他の権利の侵害に起因する第三者からの請求（合理的な弁護士費用を含みま

す。）について、契約者自身が一切の費用と責任においてこれを解決するものとし、契約者資格を

喪失した後も同様とします。 

 

 

 

 第 23条 契約上の地位の承継 

 

契約者の本サービスに係る契約上の地位は相続によっては承継されないものとします。 

 

 

 

 

 第 24条 一般条項 

 

1. 本利用規約は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本利用規

約若しくは本サービスに関する紛争又は本サービスに基づいて生じる一切の権利義務に関

する紛争は、東京地方裁判所又は契約者の住所地を管轄する地方裁判所をもって第一審



の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

2. 本利用規約のいずれかの規定が法律に違反していると判断された場合、無効又は実施でき

ないと判断された場合であっても、当該条項以外の規定は、引き続き有効かつ実施可能とし

ます。 

 

3. 本利用規約から生じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を契約者に対して明示的に

通知しない限り、放棄されないものとします。 

 

4. 本利用規約の各条項は、本サービスに関する契約者と当社の間の唯一の合意事項とします。 

 

 

 

 附則 

 

本利用規約は、平成 25年 3月 1日から実施するものとします。 

本利用規約は、平成 25年 11月 5日から改訂実施するものとします。 

本利用規約は、平成 26年 2月 3日から改訂実施するものとします。 

本利用規約は、平成 26年 4月 1日から改訂実施するものとします。 

本利用規約は、平成 28年 7月 7日から改訂実施するものとします。 

本利用規約は、平成 28年 7月 7日から改訂実施するものとします。 

本利用規約は、2019年 3月 31日から改訂実施するものとします。 

本利用規約は、2022年 7月 1日から改訂実施するものとします。 

 


