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動画配信サービス利用規約 

 

第 1条 （動画配信サービス） 

1. 動画配信サービスとは、本サイトを通じて提供する映像作品の配信

サービス、また、これに付随したサービスをいいます。 

2. 動画配信サービスの映像作品の利用方法は、次の各号のとおりとし

ます。 

(1)  視聴可能期間が設けられたストリーミング方式（以下「レンタ

ル方式」といいます） 

※レンタル方式で利用された映像作品は、「レンタル中・購入

済みリスト」に登録されます。 

（削除） 

 

(2)  視聴可能期間制限のないストリーミング方式（以下「購入方式」

といいます） 

※購入方式で利用された映像作品も、「レンタル中・購入済み

リスト」に登録されます。 

（削除） 

 

3. 当社は、映像作品を諸規定に定める方法で当社が指定する映像端末

機器に限り配信するものとします。 

 

動画配信サービス利用規約 

 

第 1条 （動画配信サービス） 

1. 動画配信サービスとは、本サイトを通じて提供する映像作品の配信

サービス、また、これに付随したサービスをいいます。 

2. 動画配信サービスの映像作品の利用方法は、次の各号のとおりとし

ます。 

(1)  視聴可能期間が設けられたストリーミングおよびダウンロー

ド方式（以下「レンタル方式」といいます） 

① レンタル方式で利用された映像作品は、「レンタル中・

購入済みリスト」に登録されます。 

② ダウンロードは本サービス対応映像端末機器のうち、一

部のアンドロイド端末および iOS端末にのみ可能です。 

(2)  視聴可能期間制限のないストリーミングおよびダウンロード

方式（以下「購入方式」といいます） 

① 購入方式で利用された映像作品も、「レンタル中・購入

済みリスト」に登録されます。 

② ダウンロードは本サービス対応映像端末機器のうち、一

部のアンドロイド端末および iOS端末にのみ可能です。 

3. 当社は、映像作品を諸規定に定める方法で当社が指定する映像端末

機器に限り配信するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更） 

 

（変更） 

 

（削除） 

 

（変更） 

 

（変更） 

 

（削除） 
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第 2条 （動画配信サービスの利用料金と支払方法） 

1. 動画配信サービスの利用料金とその算出方法は、映像作品毎の利用

画面に表示する料金、諸規定に定められたプランまたはオプション

の内容に従います。 

2. 動画配信サービスの利用料金は、視聴する権利を得た映像作品毎、

諸規定に定められたプラン毎またはオプション別に料金が発生し

ます。 

3. 動画配信サービスの利用料金は、次の各号の方法でお支払いいただ

きます。一旦支払われた動画配信サービスの利用料金は、当社の責

めに帰すべき事由による場合を除き、返金いたしません。 

(1)  クレジットカード決済 

（削除） 

 

 

(2)  動画配信サービスの提携先企業が指定する決済方法 

 

第 3条 （動画配信サービスのプランまたはオプションの解約について） 

1. 利用者は、動画配信サービスのプランまたはオプションの解約を希

望する場合、諸規定に定められた方法で手続きを行うものとしま

す。 

2. 動画配信サービスのプランまたはオプションへの加入は、利用者の

プランの申込日（無料お試し期間がある場合は無料お試し期間最終

第 2条 （動画配信サービスの利用料金と支払方法） 

1. 動画配信サービスの利用料金とその算出方法は、映像作品毎の利用

画面に表示する料金、諸規定に定められたプランまたはオプション

の内容に従います。 

2. 動画配信サービスの利用料金は、視聴する権利を得た映像作品毎、

諸規定に定められたプラン毎またはオプション別に料金が発生し

ます。 

3. 動画配信サービスの利用料金は、次の各号の方法でお支払いいただ

きます。一旦支払われた動画配信サービスの利用料金は、当社の責

めに帰すべき事由による場合を除き、返金いたしません。 

(1)  クレジットカード決済 

(2)  映像作品を視聴するためのプリペイドカード（以下「映像プリ

ペイドカード」といいます） 

(3)  Tポイントおよび TSUTAYA TV ポイント 

(4)  動画配信サービスの提携先企業が指定する決済方法 

 

第 3条 （動画配信サービスのプランまたはオプションの解約について） 

1. 利用者は、動画配信サービスのプランまたはオプションの解約を希

望する場合、諸規定に定められた方法で手続きを行うものとしま

す。 

2. 動画配信サービスのプランまたはオプションへの加入は、利用者の

プランの申込日（無料お試し期間がある場合は無料お試し期間最終

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

（削除） 

（変更） 
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日の翌日）の翌月の応当日（以下「応当日」といいます）の前々日

までに解約の申し出がない場合は自動的に継続され、翌月以降も当

該プランまたはオプションの内容に応じた料金の課金が発生しま

す。 

3. 利用者が動画配信サービスのプランまたはオプションを解約した

場合、解約を申し出た日から前項の応当日の前日までは引き続き映

像作品の視聴が可能です。但し、本サービスの利用登録を解除した

場合または強制解除された場合には、配信・視聴を停止されます。

また、その料金については払い戻しを行いません。 

4. 当社は、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、利用者の動

画配信サービスのプラン・オプションの解約、または本サービスの

利用登録の解除により、既に発生した料金その他の債務を免除する

ことまたは払い戻しを行うことは一切ありません。 

 

第 4条 （PIN コード） 

1. 利用者は、各種キャンペーンで配布される PIN コードカードおよ

び電子メール等に記載の PIN コード（英数字）を入力することで

も、映像作品を視聴することができます。 

 

2. 利用者は、本規約および各種キャンペーンの注記事項・サービスガ

イド・利用に関するヘルプ等の諸規定を確認の上、PIN コードを利

用するものとします。 

日の翌日）の翌月の応当日（以下「応当日」といいます）の前々日

までに解約の申し出がない場合は自動的に継続され、翌月以降も当

該プランまたはオプションの内容に応じた料金の課金が発生しま

す。 

3. 利用者が動画配信サービスのプランまたはオプションを解約した

場合、解約を申し出た日から前項の応当日の前日までは引き続き映

像作品の視聴が可能です。但し、本サービスの利用登録を解除した

場合または強制解除された場合には、配信・視聴を停止されます。

また、その料金については払い戻しを行いません。 

4. 当社は、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、利用者の動

画配信サービスのプラン・オプションの解約、または本サービスの

利用登録の解除により、既に発生した料金その他の債務を免除する

ことまたは払い戻しを行うことは一切ありません。 

 

第 4条 （PIN コード） 

1. 利用者は、映像プリペイドカードまたは各種キャンペーンで配布さ

れる PIN コードカードおよび電子メール等に記載の PIN コード

（英数字）を入力することでも、映像作品を視聴することができま

す。 

2. 利用者は、本規約ならびに映像プリペイドカードおよび各種キャン

ペーンの注記事項・サービスガイド・利用に関するヘルプ等の諸規

定を確認の上、PIN コードを利用するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更） 

 

 

 

（変更） 
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3. PIN コードの有効期間は、各 PIN コードによって異なります。利

用者は、各 PIN コードの有効期間をご確認のうえ、当該期間内に

PIN コードを入力するものとします。なお、2回目以降は PIN コ

ードの入力は必要ありません。 

4. いかなる理由であっても、PIN コードの再発行、返金および補償等

はいたしません。 

 

第 5条 （配信された映像作品の視聴可能期間） 

配信された映像作品の視聴可能期間は、それぞれ次の各号のとおり

とします。 

(1)  レンタル方式 

映像作品の利用料金の決済が完了した時から当該映像作品

の利用画面等にて定められた期間を経過する時まで 

(2)  購入方式 

映像作品の利用料金の決済が完了した時から無期限（※ただ

し、第６条第１項に定める事由により、映像作品の提供を継

続できなくなる場合があります） 

 

第 6条 （購入方式における無期限） 

1. 当社は、映像権利者（第 8 条第 1項に規定）から映像作品の配信に

つき無期限の許諾を得ることを前提としておりますが、映像作品の

提供を継続できなくなる場合（例：利用者が本サービスについてサ

3. PIN コードの有効期間は、各 PIN コードによって異なります。利

用者は、各 PIN コードの有効期間をご確認のうえ、当該期間内に

PIN コードを入力するものとします。なお、2回目以降は PIN コ

ードの入力は必要ありません。 

4. いかなる理由であっても、PIN コードの再発行、返金および補償等

はいたしません。 

 

第 5条 （配信された映像作品の視聴可能期間） 

配信された映像作品の視聴可能期間は、それぞれ次の各号のとおり

とします。 

(1)  レンタル方式 

映像作品の利用料金の決済が完了した時から当該映像作品

の利用画面等にて定められた期間を経過する時まで 

(2)  購入方式 

映像作品の利用料金の決済が完了した時から無期限（※次条

参照） 

 

 

第 6条 （購入方式における無期限） 

1. 当社は、映像権利者（第 8 条第 1項に規定）から映像作品の配信に

つき無期限の許諾を得ることを前提としておりますが、やむを得な

い事情により、映像作品の提供を継続できなくなる場合がありま

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更） 

 

 

 

 

 

（変更） 
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ービス停止・サービス解除した場合、利用者の本サービスの利用登

録を強制解除した場合、映像作品の配信期間が終了した場合、映像

権利者の事由により配信停止となった場合、当社が本サービスもし

くは動画配信サービスの全部または一部の提供を終了した場合等）

があります。その場合、利用者は、購入方式で利用した視聴可能期

間が無期限の映像作品であっても、当該映像作品をストリーミング

により視聴できなくなります。なお、当社は、その旨を事前に利用

者へ通知いたします。 

（削除） 

 

 

 

 

2. 当社は、本条に定める事由により利用者が被ったいかなる損害に対

しても、当社が前項なお書きに定める通知を怠った場合を除き、一

切の責任を負いません。 

 

第 7条 （マルチスクリーンサービス） 

利用者は、レンタル方式または購入方式で視聴する権利を得た映像

作品を諸規定に定められた台数までの映像端末機器で視聴するこ

とができます。ただし、同時に再生できるのは映像端末機器 1台ま

でとします。 

す。（例：映像権利者との間で映像作品の配信の権利につき許諾の

更新ができなかった場合、映像作品の内容に問題が発見された場合

等）その場合、利用者は、購入方式で利用した視聴可能期間が無期

限の映像作品であっても、当該映像作品をストリーミングにより視

聴またはダウンロードできなくなります。なお、当社は、その旨を

事前に利用者へ通知いたします。 

 

 

2. 利用者は、前項の事態が発生した場合、該当の映像作品を Android

端末または iOS端末に自身でダウンロードする退避措置をとるこ

とができます。当該措置を取らなかった場合、または退避措置可能

な端末を所有していない場合は、当該映像作品を視聴できなくなる

ことを利用者は予め承諾するものとします。 

3. 当社は、本条に定める事由により利用者が被ったいかなる損害に対

しても、当社が第 1 項なお書きに定める通知を怠った場合を除き、

一切の責任を負いません。 

 

第 7条 （マルチスクリーンサービス） 

1. 利用者は、レンタル方式または購入方式で視聴する権利を得た映像

作品を諸規定に定められた台数までの映像端末機器で視聴するこ

とができます。ただし、同時に再生できるのは映像端末機器 1台ま

でとします。 

 

 

 

（変更） 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

（変更） 

（変更） 

 

 

 

（変更） 
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（削除） 

 

 

 

 

 

 

第 8条 （配信された映像作品について） 

1. 利用者が当社から提供される映像作品は、当社がコンテンツプロバ

イダ、コンテンツプロバイダのライセンサ―または著作権保有者

（以下「映像権利者」といいます）から許諾を受けており、著作権

法で保護されています。当社は利用者に対して映像作品に関するい

かなる権利をも譲渡するものではありません。映像作品に関するす

べての権利は映像権利者に帰属するものです。 

2. 利用者は、動画配信サービスを通じて配信された映像作品に対し、

次の各号に定める事項を行ってはいけません。また、動画配信サー

ビスを通じて配信された映像作品を、次の各号で定める目的または

方法により使用することができません。 

(1)  方法のいかんを問わず編集・改変すること 

(2)  施されている複製制限や再送信制限等の技術的保護手段、暗号

化技術およびコピーガード技術を解除する、改変する、減衰す

るまたは無効化すること 

2. 動画配信サービス対応映像端末機器のうち、テレビ、レコーダーそ

の他諸規定に定める映像端末機器で映像作品を視聴される場合は、

別途 CCCが運営する「TSUTAYA TVサービス」に登録するもの

とし、CCC が定める「TSUTAYA TV利用規約

(http://tsutaya-tv.jp/kiyaku.html)」に同意していただく必要があ

ります。 

 

第 8条 （配信された映像作品について） 

1. 利用者が当社から提供される映像作品は、当社がコンテンツプロバ

イダ、コンテンツプロバイダのライセンサ―または著作権保有者

（以下「映像権利者」といいます）から許諾を受けており、著作権

法で保護されています。当社は利用者に対して映像作品に関するい

かなる権利をも譲渡するものではありません。映像作品に関するす

べての権利は映像権利者に帰属するものです。 

2. 利用者は、動画配信サービスを通じて配信された映像作品に対し、

次の各号に定める事項を行ってはいけません。また、動画配信サー

ビスを通じて配信された映像作品を、次の各号で定める目的または

方法により使用することができません。 

(1)  方法のいかんを問わず編集・改変すること 

(2)  施されている複製制限や再送信制限等の技術的保護手段、暗号

化技術およびコピーガード技術を解除する、改変する、減衰す

るまたは無効化すること 

（削除） 
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(3)  譲渡または質入その他担保に供すること 

(4)  技術的保護手段の回避等により複製すること 

(5)  放送、有線放送、公の上映または自己の営業等に使用すること 

(6)  転貸または第三者に配信、提供もしくは使用させること 

(7)  その他自己の私的視聴外の目的に使用すること 

(8)  成人向けの映像作品を満 18歳未満の利用者が視聴すること 

(9)  前各号の行為を試みること 

 

第 9条 （動画配信サービスに関する免責事項） 

当社は、動画配信サービスに関して、次の各号の事由により利用者

が被ったいかなる損害に対しても、その理由を問わず一切の責任を

負いません。なお、当該事由により利用者に発生した支払い義務は

免除されず、既に決済が行われた料金は返金しません。 

(1)  当社の責めに帰すべき事由によらずに、映像作品の配信ができ

ない場合 

(2)  第 6条に定める事由により利用者が購入方式で利用した映像

作品を視聴できなくなった場合 

(3)  インターネットの通信環境、映像端末機器等、利用者の動画配

信サービス利用の環境により映像作品の配信に問題が生じた

場合 

(4)  本サイトへのアクセス集中により、一時的に利用者が希望する

映像作品の配信ができない場合 

(3)  譲渡または質入その他担保に供すること 

(4)  技術的保護手段の回避等により複製すること 

(5)  放送、有線放送、公の上映または自己の営業等に使用すること 

(6)  転貸または第三者に配信、提供もしくは使用させること 

(7)  その他自己の私的視聴外の目的に使用すること 

(8)  成人向けの映像作品を満 18歳未満の利用者が視聴すること 

(9)  前各号の行為を試みること 

 

第 9条 （動画配信サービスに関する免責事項） 

当社は、動画配信サービスに関して、次の各号の事由により利用者

が被ったいかなる損害に対しても、その理由を問わず一切の責任を

負いません。なお、当該事由により利用者に発生した支払い義務は

免除されず、既に決済が行われた料金は返金しません。 

(1)  当社の責めに帰すべき事由によらずに、映像作品の配信ができ

ない場合 

(2)  第 6条に定める事由により利用者が購入方式で利用した映像

作品を視聴できなくなった場合 

(3)  インターネットの通信環境、映像端末機器等、利用者の動画配

信サービス利用の環境により映像作品の配信に問題が生じた

場合 

(4)  本サイトへのアクセス集中により、一時的に利用者が希望する

映像作品の配信ができない場合 
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(5)  動画配信サービスのサーバーメンテナンス対応等により、一時

的に映像作品の配信ができない場合 

(6)  本サイトを経由して他サイトを利用した場合 

  （削除） 

 

(7)  利用者が動画配信サービスの利用登録を解除せず、また、クイ

ック購入機能またはペアレンタルロック機能を解除せずに映

像端末機器を第三者に譲渡または貸与した場合において、設定

済みのクイック購入機能またはペアレンタルロック機能を使

用した動画配信サービスの利用を当該第三者が行なった場合 

（削除） 

 

（略） 

 

 

(5)  本サイトを経由して他サイトを利用した場合 

(6)  映像端末機器の故障によりダウンロードした映像作品が消失

した場合 

(7)  利用者が動画配信サービスの利用登録を解除せず、また、クイ

ック購入機能またはペアレンタルロック機能を解除せずに映

像端末機器を第三者に譲渡または貸与した場合において、設定

済みのクイック購入機能またはペアレンタルロック機能を使

用した動画配信サービスの利用を当該第三者が行なった場合 

(8)  映像プリペイドカードを破損・汚損・紛失等した場合 

 

（略） 

（新設） 

 

（変更） 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

（略） 

 


