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第１条（目的） 

株式会社 U-NEXT（以下「当社」といいます。）は、株式会社ラネット（以下「ラネッ

ト」といいます。）が定める BIC WiMAX SERVICE通信サービス契約約款に基づき通常料

金契約（以下「BIC WiMAX回線契約」といいます。）を締結している者（以下「BIC 

WiMAX会員」といいます。）を対象に、以下に定める「BIC WiMAX会員専用ユーネクスト

利用規約」（以下「本規約」といいます。）および当社が別途定める「ユーネクスト利用

規約」に基づき、ラネットと共同して｢BIC WiMAX会員専用ユーネクストプラットフォー

ムサービス」を提供するものとします。 

 

第２条（用語の定義） 

本規約においては、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 

（１）本サービス 当社が本規約およびユーネクスト利用規約（以下総称して「本

規約等」といいます。）に基づき、BIC WiMAX会員に対して提供

する BIC WiMAX会員専用ユーネクストプラットフォームサービ

ス、および次号に定めるユーネクストサービスの総称。 

（２）ユーネクストサ

ービス 

BIC WiMAX会員専用プラットフォームを通して、別紙において

定める個別規定等（第３条第２項に規定します。）に従って当社

が提供するサービスの総称。 

（３）利用者 本サービスを利用する全ての者。 

（４）提携先会員 利用者のうち、当社とユーネクストサービスに関する利用契約

を締結した BIC WiMAX会員。 

（５）ファミリーアカ

ウントユーザー 

利用者のうち、ユーネクスト利用規約に基づき発行されたファ

ミリーアカウントを用いて本サービスを利用する者（ただし、

提携先会員の同居の親族のうち当社が認める者に限られます）。 

（６）本コンテンツ 映画、テレビ番組、音楽、電子書籍およびその他本サービスに

よって提供されるコンテンツの総称。 

 

第３条（本規約等の適用と範囲） 

利用者は、本サービスの利用により本規約等に同意するものとします。なお、提携先会

員に適用されるものとして記載されている部分については、提携先会員のみに適用され

ます。 

２．当社は、本サービスの利用に関して、本規約等のほか、各サービスの利用に関する個

別規定および追加規定、ガイドライン等（以下総称して「個別規定等」といいます）を

定めることがあります。個別規定等は本規約等の一部として、ご利用いただく際の契約

内容となります。 



３．利用者は、本サービスの利用に関して、本規約に規定なき事項については、ラネット

が定める「オプションストア規約」、ユーネクスト利用規約およびその他個別規定等が

適用されることに同意するものとし、本規約等の解釈に疑義が生じた場合には、利用者

および当社は、信義誠実を旨とし両者協議のうえ解決するものとします。尚、本規約の

内容が「オプションストア規約」、ユーネクスト利用規約またはその他個別規定等の内

容と矛盾・抵触する場合には、本規約の内容が優先的に適用されるものとします。 

４．個別規定等で用いられる用語の定義は、特に定めがない限り、本規約等の規定に従う

ものとします。 

 

第４条（利用者に対する通知） 

本サービスに関する当社からの通知は、当社の判断により以下のいずれかの方法で行う

ものとします 

（１）本サービスにかかるウェブサイト上への掲示または当社もしくはラネットのホーム

ページ上（本サービスアプリ画面も含む）への掲載。この場合、掲載されたときを

もって、全ての利用者に対して通知が完了したとみなします。 

（２）本サービスの利用に際して、当社またはラネットに届け出た利用者のメールアドレ

ス宛への電子メールの送信。この場合、当社が利用者へ電子メールを送信したとき

をもって、全ての利用者に対して通知が完了したとみなします。 

（３）本サービスの利用に際して、当社またはラネットに届け出た利用者の住所宛への郵

送。この場合、郵便物を利用者の住所に発送したときをもって、全ての利用者に対

する通知が完了したとみなします。 

（４）当社またはラネットに届け出た利用者の携帯電話番号宛に、SMSの送信。この場

合、当社が利用者へ SMSを送信したときをもって、全ての利用者に対して通知が完

了したものとみなします。 

 

第５条（契約の申し込み） 

本サービス利用契約は、ラネットが定める BIC WiMAX通信サービス契約約款に基づき締

結されている会員契約（以下「BIC WiMAX会員契約」といいます。）ごとに申し込むこと

ができます。 

２．BIC WiMAX会員による本サービス利用契約の申し込みは、本規約等を含む当社が定め

る利用規約等、およびラネットが定めるオプションストア規約に同意のうえ、当社所定

の方法により行うものとします。 

３．本サービス利用契約は、１ 名の自然人からの申し込みに限り受け付けるものとし、

法人、その他社団、組合等からの申し込みは受け付けません。 

 

第６条（契約内容の変更） 



提携先会員は、本サービス利用契約の申し込みの際当社またはラネットに通知した情報

に変更がある場合は、当社またはラネット所定の方法により、遅滞なく当社またはラネ

ットに届け出るものとします。 

２．提携先会員は、婚姻による姓の変更等、当社が承諾した場合を除き、当社に届け出た

氏名を変更することはできないものとします。 

３．提携先会員が契約内容の変更を申し出た場合、当社は、提携先会員に対しその申し出

に関する事実を証明する書類の提示を求めることがあります。 

４．技術的条件等から当社が当該提携先会員に対して本サービスの提供ができないと判断

した場合、当該提携先会員は、本規約等に従い解約の手続きをとるものとします。 

５．提携先会員による前各項の届け出がなかったことで、提携先会員が不利益を被ったと

しても、当社およびラネットは一切その責任を負いません。 

 

第７条（本規約の変更） 

当社は以下の場合に、当社の裁量により本規約を変更することができます。 

（１）本規約の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき 

（２）本規約の変更が、契約をした目的に反せず、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。 

２．前項に基づく本規約の変更にあたり、当該規約の変更を利用者に通知するものとしま

す。 

３．本条第１項に当てはまらない本規約および個別規定等の変更は、事前に利用者に対し

て通知を行います。当該通知後、利用者が本サービスを利用したことをもって、変更後

の規約に同意したものとみなし、変更後の規約が効力を生じるものとします。ただし、

当該通知から起算して３０日が経過しても何ら異議を申し立てない利用者も、当該規約

の変更に黙示的に同意したものとします。 

 

第８条（BIC WiMAX会員契約等の終了に伴う本サービス利用契約の解約） 

本サービス利用契約は、BIC WiMAX会員の BIC WiMAX会員契約またはその BIC WiMAX会

員契約に属する全ての BIC WiMAX回線契約が終了したときは、その終了日が解約日とな

ります。 

 

第９条（債権の譲渡および譲受） 

提携先会員は、当社が月額利用料等ユーネクストサービスにかかわる債権を UQコミュ

ニケーションズ株式会社に譲渡すること、UQコミュニケーションズ株式会社がラネット

に対して当該債権を再譲渡することをあらかじめ承認するものとします。この場合、当

社は、提携先会員への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。 



 

第１０条（支払方法） 

提携先会員は、本規約別紙に規定する料金を次の各号に定める方法により支払いを行う

ものとします。 

（１）ラネットが定める支払方法。 

（２）その他当社が定める支払方法。 

 

第１１条（免責） 

当社は、本サービスおよび本コンテンツに事実上または法律上の瑕疵（安全性、信頼

性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠

陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みますがこれに限りません。）がないことを明示

的にも黙示的にも保証しません。当社は、利用者に対して、かかる瑕疵を修補して本サ

ービスを提供する義務を負いません。 

２．当社は、利用者への事前の予告なく、本コンテンツにつき、自己の裁量により配信を

中止することがあり、利用者は予めこれを了承するものとします。当社は、配信の中止

により利用者に生じたいかなる損害、損失等につきましても、一切責任を負わないもの

とします。 

３．当社は、本規約等に定めがあるもののほか、本サービスの利用に関連して当社の責め

に帰さない事由により利用者に発生した損害、本サービスの提供に必要な設備またはシ

ステム等への第三者による不正侵入、本規約等に基づく本サービスの一時停止もしくは

利用制限、本規約等の変更、または契約解除により利用者が被った損害、および当社の

責めに帰すべからざる事由により第三者との間で生じたトラブルに起因して利用者が被

った損害に対して、いかなる責めも負いません。 

４．当社は、本サービスの利用に関連して当社が利用者に対し損害賠償責任を負う場合、

損害賠償の範囲は、特に定めがない場合は、当該利用者に現実的に発生した直接かつ通

常の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、間接的損害その他の拡大損害については責任を負わず、当該損害が発生した

月に当該利用者から当社が受領した本サービスに関する利用料の額を上限とします。 

５．当社は、利用者その他のいかなる者に対しても本サービスの提供に必要な設備の不具

合・故障、第三者による不正侵入、商品取引上の紛争、その他原因のいかんを問わず、

いかなる責任も負わないものとします。 

６．当社は、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。 

７．当社は、本サービスを通じて利用者または第三者が取得した情報等の利用結果につい

てのいかなる保証も行わず、また損害賠償も行いません。 

８．天災、事変その他の不可抗力により、当社が本サービスを提供できなかったときは、



当社は、その損害について一切の責任を負わないものとします。 

９．利用者が本コンテンツを日本国外に持ち出した場合において、各国の法令、当該地域

の宗教、文化、慣習等への抵触により生じた問題につき、利用者は自らの責任で対処す

るものとし、当社は、当該問題への対処、サポート、補償等を一切行いません。 

 

第１２条（利用にかかわる禁止行為） 

利用者は、本サービスを利用するにあたり、次の各号に定める行為を行ってはならない

ものとします。 

（１）当社または第三者の著作権、商標権、意匠権、特許権、実用新案権その他知的財産

権を侵害する行為 

（２）当社または第三者の財産権、肖像権、パブリシティ権、人格権、名誉権、プライバ

シー権等を侵害する行為 

（３）公序良俗に反する行為 

（４）法令に反する行為 

（５）犯罪的行為、犯罪的行為に結びつく行為および犯罪的行為を助長する行為 

（６）虚偽の情報を投稿する行為 

（７）当社のサーバーに過度の負担を及ぼす行為 

（８）本サービスの運営を妨害する行為 

（９）本サービスの本来のサービス提供目的とは異なる目的で利用する行為 

（１０）本サービスで提供されるコンテンツに施されたセキュリティ、ＤＲＭ等の技術的

保護手段を削除、回避、または無効化する行為 

（１１）当社または第三者に不利益を与える行為 

（１２）当社または第三者に対する誹謗中傷、脅迫、嫌がらせを行う行為 

（１３）第三者を差別または差別を助長する行為 

（１４）第三者の承諾なく個人情報またはプライバシー情報を収集し、公開する行為 

（１５）利用者または第三者の営業に関する宣伝を目的として本サービスを利用する行為 

（１６）ねずみ講、マルチ商法を勧誘する目的で本サービスを利用する行為 

（１７）本サービスの外に接続するリンクを投稿する行為 

（１８）当社の業務に支障をきたす行為 

（１９）虚偽の情報を本サービスに登録する行為 

（２０）本規約等または個別規定等で禁止する行為 

（２１）本サービスの日本国外での利用および利用を目的とした技術の使用 

（２２）利用者として有する権利を第三者へ譲渡、使用許諾若しくは売却する行為または

担保に供する行為 

（２３）本サービスを利用して第三者に新たなサービスを提供する行為。 

（２４）本コンテンツをコピー、ストリームキャプチャ、複製、複写、配信、アップロー



ド、上映、放映、その他コンテンツの著作権を侵害する全ての行為 

（２５）営利目的か否かに問わず、本コンテンツを用いて、事業を行う行為 

（２６）本コンテンツの二次的著作物や本コンテンツをベースとした素材を作成する行為 

（２７）その他当社が不適切と判断する行為 

２．前項の禁止行為に該当するか否かの判断は、当社がその裁量により行うものとし、当

社は当社の判断について何らの説明責任をも負わないものとします。 

３．利用者が本条に定める禁止行為を行ったことにより被った損害につき、当社は、いか

なる責任も負いません。 

４．利用者は、利用者として有する権利の第三者への譲渡、使用許諾、売却または利用者

として有する権利に対する質権の設定等当該権利を担保に供する行為を行ってはならな

いものとします。 

 

第１３条（Cookie等属性情報について） 

当社は、本サービスにおいて以下各号の目的のため、Cookieまたは ActiveX等により利

用者およびファミリーアカウントユーザーの情報およびアクセス履歴等の属性情報を使

用します。また、当社は、利用者による本サービスの利用に関連して以下各号の目的の

ため、Cookieまたは ActiveX等により利用者およびファミリーアカウントユーザーの情

報およびアクセス履歴等の属性情報をラネットと共同利用します。 

（１）本コンテンツを円滑に提供するため 

（２）利用者およびファミリーアカウントユーザーの興味、嗜好等の属性情報に基づき本

サービスにおいて、バナー広告または動画広告等の送信、表示等を含む様々な方法

により、当社または第三者の商品・サービスの広告宣伝行為を行うため 

（３）本サービスを利用している人数または通信のトラフィック量を調査するため 

（４）利用者およびファミリーアカウントユーザーが本サービスをより円滑に使用し、か

つ、当社からの情報伝達をより円滑に行うため 

（５）本サービスの内容等を改善するため 

２．本サービスの運営に際して、当社が利用者およびその他お客様から取得する個人情報

は、本サービスの運営のために利用する他、本規約等の有効期間中であると終了後であ

るとを問わず、当社の定める「個人情報の取扱いについて」の定めに従い、取り扱うも

のとします。本サービスの利用を希望するお客様は、「個人情報の取扱いについて」を

予め承諾の上、本サービスの利用申し込みを行うものとみなします。 

 

第１４条（補償） 

利用者は、本サービスの利用、利用者による本規約等もしくは個別規定等の違反を原因

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、利用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、当社、当社の関係会社または当社を含む本サービスの提供者等に損害を被らせ

ないこととし、提携先会員資格を喪失した後も同様とします。 

 

第１５条（業務委託） 

当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を当社の責任において第三者に委託

することができるものとし、提携先会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。 

 

第１６条（反社会的勢力に対する表明保証） 

利用者は、サービス利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団

関係企業・団体その他反社会的勢力（以下、総称して「反社会的勢力」という）ではな

いこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとしま

す。 

２．利用者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなん

ら催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。 

（１）反社会的勢力に属していること 

（２）反社会的勢力が経営に実質的に関与していること 

（３）反社会的勢力を利用していること 

（４）反社会的勢力に対し資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしているこ

と 

（５）反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること 

（６）自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞

を用いたこと 

 

第１７条（その他） 

本規約等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、無効または実施で

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。 

２．本規約等から生じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を利用者に対して明示的

に通知しない限り、放棄されないものとします。 

３．本規約等は、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、本規

約等もしくは本サービスに関する紛争また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、東京簡易裁判所または東京地方裁判所のみをもって第一審の専属管

轄裁判所とします。 

４．本サービスに関する訴訟は、当該訴訟の原因が生じてから一年以内に提起されなけれ

ばならないものとします。 

 



 

附則 

・本規約は平成２５ 年２月２６日より効力を有するものとします。 

制定日：平成２５年２月２６日 

改定日：平成２５年９月１日 

改定日：平成２５年１２月２日 

改定日：平成２６年２月２０日 

改定日：平成２６年４月１日 

改定日：平成２６年４月１５日 

改定日：平成２６年７月１日 

改定日：令和元年１２月１６日 

改定日：令和３年３月１日



BIC WiMAX SERVICE会員専用ユーネクスト利用規約  別紙 

 

ユーネクストプラットフォーム 

サービス名 価格 説明 適用規約・約款 

BIC WiMAX SERVICE
会員専用ユーネクスト

プラットフォーム 

初期登録料：０円 

月額利用料：０円 

ユーネクストサービス

のご利用に必要となる

プラットフォーム 

BIC WiMAX SERVICE
会員専用ユーネクスト

利用規約 

ユーネクスト利用規約 

 

 

利用者は以下に規定するユーネクストサービスをご利用いただけます。ご利用開始日、課金開始月等につ 

いては、それぞれ適用される規約に定めるものとします。なお、別紙において用いられる用語の定義はユ

ーネクスト利用規約において定められる内容に準じるものとします。 

 

サービス名 価格 説明 適用規約 

月額会員向け 

ビデオサービス 

月額プラン 月額利用料２，１８９円（税

込） 

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

サービス。 

・ユーネクストビデオ

サービス利用規約 

・ユーネクスト利用規

約 

Apple 決済で申込みの場合 

月額利用料２,４００円（税

込） 

月額会員継続期間中お

よび月額会員解約後か

ら次回更新日の前日ま

での間、当社所定の動

画コンテンツが視聴可

能となるサービス。 

無料ビデオサービス 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 

レンタル作品 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、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 

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 



雑誌読み放題サービス 月額利用料５５０円（税込） 

※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 

・ユーネクスト利用規

約 

レンタル書籍 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 

・ユーネクスト利用規

約 

購入書籍 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 

・ユーネクスト利用規

約 

無料書籍サービス 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 

・ユーネクスト利用規

約 

オプション 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

スおよび個別販売サー

ビス 

・NHK オンデマンド利

用規約 in U-NEXT 

SMART USEN 月額利用料５３９円（税込） 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。 

・SMART USEN 利用規約 

SMART USEN 音楽

ch ポイントサー

ビス 

月額利用料５３９円（税込） ・SMART USEN 音楽 ch

ポイントサービス利用

規約 

 

以上 

 

 


