
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 

株式会社 NTTドコモ 

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 

シングル・アルバム購入に関する利用規約」（以下「本利用規約」といいます。）

を定め、これにより、音楽配信商品のデジタルコンテンツ販売サイト、および付帯

するソフトウェア（以下総称して「本サービス」といいます。）を提供します。本

利用規約は、第 6条に定める会員（以下「会員」といいます。）が、本サービス

を利用する際に適用される利用条件を規定するものです。 

2. 本利用規約は、2022年 7月 1日以降に、当社が別に定めるｄアカウント規約

又はビジネスｄアカウント規約に基づき、当社が発行した dアカウント又はドコ

モ回線ビジネス dアカウントの ID及びパスワードによりひかり 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を利用される場合には適用されません。

この場合、当社が別途設ける利用規約が適用されます。 

第 2条（本利用規約の変更） 

1. 当社は、次の各号に該当する場合は、会員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、会員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。 

用語 用語の意味 

シングル フル尺、かつ着信音設定ができないデジタル・データ 

アルバム 複数のシングルを組み合わせたもの 

音楽配信商品 本サービスで販売するシングル、およびアルバム 

コンテンツ提供者 コンテンツについて、配信許諾権限を有する者のこと 

ぷららポイント 
当社が定めるぷららポイントプログラム利用規約におけ

るポイントのこと 

ブックミュージッ

クポイント 

当社が定めるブックミュージックポイントプログラム規

約におけるポイントのこと 



用語 用語の意味 

オンライン上表示 
インターネットや本サービスが提供するお知らせ画面等

に、会員が閲覧できるように情報を掲示すること 

第 4条（本サービスにて提供するコンテンツ） 

1. 本サービスで提供するコンテンツは、音楽配信商品ごとに定められた料金を、1回

支払うことにより再生可能なコンテンツとなります。 

2. 会員が、本サービスで提供するコンテンツを購入した場合、当社は会員に対して、

当該コンテンツの使用を許諾します。なお、許諾の内容は、本利用規約に定める範

囲とします。 

3. 当社は、当社あるいはコンテンツ提供者の都合により、本サービスで提供するサー

ビスの提供条件（価格、対応端末、コンテンツのフォーマット）の変更、提供およ

びコンテンツの再ダウンロードの中止を、事前の通知がなく行うことができるもの

とします。 

4. 前 3項の対応により、会員に不利益または損害が生じた場合であっても、当社

は、これらについて責任を負わないものとします。 

第 5条（関連規約） 



1. 本利用規約とは別に、本サービスに付帯して提供される各サービス（以下「各サー

ビス」といいます。）に個別条件が定められている場合は、本利用規約と各サービ

スの個別条件を併せた規定が本サービスの提供条件として適用されます。なお、本

利用規約と各サービスの個別条件に齟齬がある場合は、各サービスの個別条件が優

先して適用されるものとします。 

2. 各サービスの個別条件には、以下の規約を含みます。 

(1) 「ひかりＴＶWeb会員規約 兼 ひかりＴＶメールマガジン規約」 

(2) 「ぷららポイントプログラム利用規約」 

(3) 「ひかりＴＶミュージック視聴アプリケーション使用許諾に関する利用規

約」 

(4) 「ブックミュージックポイントプログラム利用規約」 

(5)  「携帯電話会社の ID利用規約」 

第 6条（会員） 

1. 会員とは、次のいずれかが該当する者をいいます。ただし、第 1条第 2項に定め

る者を除きます。 

(1) 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）、または、ひかりＴＶエントリープラン・バリュープ

ラン等利用規約に基づき提供する映像配信サービス「ひかりＴＶ」契約者 

http://www.hikaritv.net/term/member/
http://www.hikaritv.net/term/15/index.html#anc01
https://music.hikaritv.net/music/music_static/m_term/data/index.html#anc02
https://music.hikaritv.net/music/music_static/m_term/data/index.html#anc02
https://book.hikaritv.net/book/static/bookmusicupt_term/data/index.html
https://book.hikaritv.net/book/static/c-openid_term/data/index.html


(2) ひかりＴＶショッピングサービス利用規約に基づき提供する「ひかりＴＶ

ショッピング」会員 

(3) ぷらら会員規約等に基づき提供する個人向けインターネットサービス「ぷ

らら」の「ぷらら」会員 

2.  会員が未成年者の場合は、保護者の同意を得た上で利用するものとします。 

第 7条（届出の変更） 

1. 会員は、当社に届出している内容（氏名、住所、電話番号、メールアドレス、クレ

ジットカードの番号または有効期限等）に変更があった場合は、すみやかに当社所

定の方法で変更の届出をおこなうものとします。 

2. 前項届出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を

負いません。 

第 8条（本サービスの提供中止等） 

1. 会員が、第６条１項に記載した契約者および各会員ではなくなった場合は、本サー

ビスの利用ができなくなるものとします。また、保有するぷららポイント・ブック

ミュージックポイントの利用に関する一切の権利を失うものとします。 

2. 当社は、会員が本サービスの利用に関して不正の方法を用いるなど公の秩序に反す

る行為があった場合や、本利用規約に反した場合、該当の会員に係る本サービスの

提供を中止することができます。 



第 9条（譲渡・共有） 

会員は、会員たる地位および会員として有する権利を当該会員のみが利用できるも

のとします。また、会員たる地位および会員として有する権利を第三者に譲渡また

は質入れもしくは第三者に権利を設定（権利の共有）することはできないものとし

ます。 

第 10条（本サービスの利用） 

1. 会員は、本サービスの利用に当たっては、オンライン上表示する端末等の環境（以

下「対応端末」といいます。）で利用するものとします。対応端末以外の環境では

本サービスの全部または一部が利用できない場合があります。当社は、事前の予告

なく、対応端末を変更する場合があります。対応端末が原因で本サービスの全部ま

たは一部の利用に制限が生じる場合でも、当社は責任を負いません。 

2. 会員は、本サービスの利用に当たって、登録する対応端末の台数、オンライン上表

示する条件の範囲で利用するものとします。この条件の範囲を超えて利用した場合

は、本サービスの全部または一部が利用できない場合があります。当社は、事前の

予告なく、この条件を変更する場合があります。 

3. 会員は、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これ

らに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備し、本サー



ビスが利用可能な状態に置くものとします。また、自己の費用と責任で、任意の電

気通信サービスを経由して本サービスに接続するものとします。 

4. 会員は、本サービスを、日本国内でのみ利用するものとします。 

第 11条（支払方法） 

1. 会員は、購入コンテンツの料金の支払いにおいて、第６条第１項に記載した契約者

および会員ごとに当社が承認した次の各号のいずれかの方法で行うものとします。 

(1)  当社が承認したクレジットカード会社の発行するクレジットカードによ

り、当該クレジットカード会社の規約にもとづき支払う方法。 

(2) ぷらら会員、あるいは、ひかりＴＶ契約者の資格を有する会員のうち、当

社が許可した会員が、インターネットサービス「ぷらら」、あるいは、

「ひかりＴＶ」の利用料金の支払いと併せて支払う方法。 

(3) その他、当社が別途定める方法による支払い。 

2. . ぷららポイント・ブックミュージックポイントを保有している会員は、前項の購

入コンテンツの料金の支払いにおいて、全部、あるいは、一部として、当社が定め

る換算率によりぷららポイント・ブックミュージックポイントを充当できるものと

します。 

3. 会員は、購入したコンテンツが対象の割引クーポンを保有している場合は、第 1

項の購入コンテンツの料金から、割引クーポンに設定された金額を割り引くことが



できます。会員は、割り引いた料金を支払うことにより、当該コンテンツを購入す

ることができます。 

第 12条（利用料の不返還） 

会員は、コンテンツの購入を取り消すことはできません。また、本サービスの利用

において既に支払われたコンテンツ購入料金（ぷららポイント・ブックミュージッ

クポイントによる購入を含みます）は、理由のいかんを問わず、返還されないもの

とします。 

第 13条（延滞利息等） 

当社は、請求料金に関して、その支払期日までに会員が支払いを行わない場合に

は、支払い期日の翌日から起算して支払いの日まで、年 14.5％の割合で計算され

る金額を延滞利息として、当該債務と合わせて請求します。 

第 14条（著作権、商標等の権利） 

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、コンテンツ提供

者又は正当な権利を有する権利者に帰属します。 



2.  本サービスにより販売ないしは試聴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、コンテンツ提供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、コンテンツ提供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。 

4. 各コンテンツは会員が所持する対応端末のうち、あらかじめ当社が定める対応端末

で、指定する台数を上限としてダウンロードして利用することができます。 

第 15条（禁止事項） 

1. 会員は本サービスに関して次の各号の行為を行ってはならないものとします。 

(1) 当社もしくは他の者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、ま

たは侵害するおそれのある行為。 

(2) 他の者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害

するおそれのある行為。 

(3) 本サービスによりアクセス可能な当社または他の者の情報を改ざん、消去

する行為。 



(4) 他の者になりすまして本サービスを利用する行為。 

(5) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他の者が受信可能な状

態におく行為。 

(6) 他の者に対し、無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メール（SMSを含む）を

送信する行為または嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのある電子メール

（SMSを含む）を送信する行為。他の者のメール受信を妨害する行為。連

鎖的メール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為。 

(7) 他の者の設備または本サービス用設備（当社が本サービスを提供するため

に用意する通信設備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをい

い、以下同様とします）に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは

運営に支障を与える行為（与えるおそれのある行為を含む）。 

(8) 上記各号の他、法令、本利用規約または公序良俗に違反する行為、本サー

ビスの運営を妨害する行為、当社の信用を毀損し、または当社の財産を侵

害する行為、または他の者もしくは当社に不利益を与える行為。 

(9) 第 1号ないし第 8号のいずれかに該当する行為が閲覧することができるホ

ームページ等へのリンクを張る行為。 

2. 会員が前項各号のいずれかに該当する行為を行った場合、当社は自らの裁量にて、

事前の催告なしに、第 8条第 2項により、本サービスの提供を中止できるものと



します。また、これに起因し、会員または第三者に損害が発生しても、当社は責任

を負わないものとします。 

第 16条（免責事項） 

1. 当社および当社に対するコンテンツ提供者は、本サービスおよび本サービスにより

提供される情報に関して、その正確性、有用性、確実性、安全性、特定目的に対す

る合目的性、そのほかいかなる保証を行いません。 

2. 当社は、本サービスおよび本サービスを通じて会員または第三者が取得した情報等

の利用結果についてのいかなる保証を行いません。 

3. 当社は、本サービスの提供、遅滞、変更、中断、中止、もしくは停止またはその他

本サービスの提供に関連して発生した会員また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、本条 5項の範囲内で賠償します。 

4. 当社は、特定のコンテンツの提供が遅延、変更、中断、もしくは中止したことによ

り発生した会員また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、次項の範囲内で賠償します。 

5. 当社は、本サービスの利用に 関連して当社が会員に対し損害賠償責任を負う場

合、損害賠償の範囲は、当該会員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



他の拡大損害については責任を負わないものとします。ただし、当該損害が当社の

故意または重過失によるときはこの限りではありません。 

第 17条（本サービスの変更および停止） 

1. 当社は、当社が必要と認めた場合は、第 2条の対応により、本サービスの内容ま

たは本サービスの利用条件を変更することができるものとします。 

2. 当社は、本サービスの全部または一部を、中断または停止することができるものと

します。この場合は、あらかじめオンライン上表示等で利用者に通知します。ただ

し、緊急時やむを得ない場合は、この限りではありません。 

3. 当社が本サービスの全部を中断または停止した場合は、本サービスの利用ができな

くなるものとします。 

第 18条（個人情報の取り扱い） 

当社は、会員の個人情報を、「NTTドコモプライバシーポリシー」、および、各

会員規約に基づき適切に取り扱います。 

第 19条（準拠法等） 

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会員の住所地を管轄する地方裁判

所を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会員に対して明示

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会員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 27年 10月 28日より実施するものとします。 

本利用規約は、平成 28年 10月 27日より改訂実施するものとします。 

本利用規約は、2020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。 

 


