本サービス一覧

サービス名
ユーネクストプラットフォーム

月額会員向けビ
デオサービス

価格

説明

適用規約

月額利用料 0 円

本サービスを提供するた
めに当社が構築する
WEB プラットフォーム

ユーネクスト利用規約
（※）

ビデオ見放題
サービス

月額会員継続期間中、当
社所定の動画コンテンツ
月額利用料 1,990 円
（税抜）
が視聴可能となるサービ
ス。

ビデオ見放題
950

月額利用料 950 円（税抜）

ビデオ見放題
990
ビデオ見放題
1490

月額会員継続期間中、当
社所定の動画コンテンツ
が視聴可能となるサービ
月額利用料 990 円（税抜）
ス
当社が指定するプラット
月額利用料 1490 円（税抜） フ ォー ム 経 由 で の み 申
込・利用が可能です。

ユーネクストビデオサ
ービス利用規約

別途購入画面で定める

月額会員ではない会員が
当社所定の方法により利
用できる、購入金額に応
じて定められた期間また
は当社が付与した期間、
当社指定の動画コンテン
ツが視聴可能となるサー
ビス

ユーネクストビデオサ
ービス利用規約

月額利用料０円

利用者が会員登録を行わ
ずに、当社が提供するサ
イト内で動画を視聴する
サービス

ユーネクストビデオサ
ービス利用規約

別途課金画面で定める

会 員が 都 度 課 金 ま た は
U-NEXT ポイントの消
費により、コンテンツ毎
に定められた期間視聴可
能となるサービス

ユーネクストビデオサ
ービス利用規約

購入作品

別途課金画面で定める

会 員が 都 度 課 金 ま た は
U-NEXT ポイントの消
費により、会員登録期間
中、当該コンテンツが視
聴可能となるサービス

ユーネクストビデオサ
ービス利用規約

雑誌読み放題サービス

月額利用料 500 円（税抜）
※月額会員、その他当社所
定のサービス利用者は利
用料に含まれる。

月額会員継続期間または
オプション契約継続期間
中、当社が指定する電子
書籍が閲覧可能となるサ
ービス

ユーネクスト電子書籍
配信サービス利用規約
雑誌読み放題ポイント
サービス利用規約

別途課金画面で定める

会 員が 都 度 課 金 ま た は
U-NEXT ポイントの消
費により、電子書籍毎に
定められた期間閲覧可能
となるサービス

ユーネクスト電子書籍
配信サービス利用規約

別途課金画面で定める

会 員が 都 度 課 金 ま た は
U-NEXT ポイントの消
費により、会員登録期間
中、当該電子書籍が閲覧
可能となるサービス

ユーネクスト電子書籍
配信サービス利用規約

月額利用料 0 円

利用者が会員登録を行わ
ずに、当社が提供するサ
イト内で電子書籍を閲覧
するサービス

ユーネクスト電子書籍
配信サービス利用規約

ペイ・パー・デイビデオサービス

無料ビデオサービス

レンタル作品

レンタル書籍

購入書籍

無料書籍サービス

サービス名

価格

説明

適用規約

NHK オンデマ
ンド

別途購入画面で定める

日本放送協会（NHK）が
提供する、コンテンツの
月額定額配信サービス及
び個別販売サービス

NHK オンデマンド利
用規約 in U-NEXT

カラオケサー
ビス

月額利用料 990 円（税抜）

ユーネクストビデオサ
ービス利用規約

チャンネルサ
ービス

月額利用料 458 円（税抜）

ユーネクストチャンネ
ルサービス利用規約

USEN on フ
レッツサービ
ス

月額利用料 1,905 円
（税抜）

SMART
USEN

月額利用料 490 円（税抜）

SMART
USEN 音楽 ch
ポイントサー
ビス

月額利用料 490 円（税抜）

USEN
SMART
CLUB 会員サ
ービス

月額利用料 0 円

SMART USEN の利用に
必要となる会員サービス

USEN SMART CLUB
会員規約

月額利用料 490 円（税抜）

当社が指定するコンテン
ツまたはサービスの利用
料金支払いに充当可能な
ポイントの定期付与サー
ビス

音楽 ch ポイントサー
ビス利用規約

雑誌読み放題
ポイントサー
ビス

月額利用料 500 円（税抜）

当社が指定する電子書籍
コンテンツの読み放題サ
ービス及びポイントの定
期付与サービス

ユーネクスト電子書籍
配信サービス利用規約
雑誌読み放題ポイント
サービス利用規約

専用端末レン
タル

月額利用料 477 円（税抜）
※解約後、専用端末をご返
却いただく際の送料はお
客様負担となります。
返却不可による違約金：
31,500 円（非課税）

ユーネクストサービスの
ご利用に必要となる専用
端末のレンタルサービス

専用端末レンタルに関
する利用規約

ユーネクストサービスの
ご利用に必要となる専用
端末のレンタルサービス

U-NEXT TV レンタル
に関する利用規約

音楽 ch ポイン
トサービス

オプション

U-NEXT TV
レンタル

プログラムガ
イド

U-NEXT TV【MediaQ M220】
月額利用料 580 円（税抜）
※解約後、専用端末をご返
却いただく際の送料はお
客様負担となります。
返却不可による違約金：
9,800 円（非課税）
U-NEXT TV【MediaQ M380】
月額利用料 740 円（税抜）
※解約後、専用端末をご返
却いただく際の送料はお
客様負担となります。
返却不可による違約金：
9,800 円（非課税）

月々利用料をいただくサ
ービス。自由に組み合わ
せてお申し込みいただけ
ます。

USEN on フレッツサ
ービス利用規約
SMART USEN 利用規
約
SMART USEN 音楽
ch ポイントサービス
利用規約

ユーネクストサービスで
視聴可能な番組等をご案
定期購読料：334 円（税抜）
内する月刊誌の定期購読
サービス

（※）ユーネクスト利用規約はすべてのサービスに適用されます。

－

