
（報道発表資料） 

 

平成 25 年 11 月 26 日 

東日本電信電話株式会社 

株式会社 T-MEDIA ホールディングス 

 

「TSUTAYA TV」利用料金とフレッツ光利用料金の合算請求開始及び 

「TSUTAYA Stick」実質０円キャンペーンの実施について 

 

■東日本電信電話株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山村雅之、

以下「NTT 東日本」）と株式会社 T-MEDIA ホールディングス（本社：東京都

渋谷区、代表取締役社長：櫻井 徹）は、映像配信サービス「TSUTAYA TV」

利用料金とフレッツ光利用料金の合算請求を平成 25 年 12 月 1 日（日）より

開始いたします。 

これにより、クレジットカードをお持ちでない方も「TSUTAYA TV」をご利用

いただけるようになります。 

 

■あわせて、「フレッツ光」「ひかり電話」「TSUTAYA Stick」「フレッツ光メン

バーズクラブ」を新規にセットでお申し込みいただいた方を対象に、

「TSUTAYA TV」を利用できるスマート TV 端末「TSUTAYA Stick」が実質 0

円で購入可能となるお得なキャンペーンを実施します。 

キャンペーン申込期間：平成 25 年 12 月 1 日（日）～平成 26 年 1 月 31 日（金） 

 

 

■「TSUTAYA TV」利用料金とフレッツ光利用料金の合算請求の開始 

 

１．背景と概要 

商品やサービス等をWEBサイトで購入する方のうち、クレジットカード以外

の決済手段を利用する方は約 40％（※1）を占めます。また、クレジットカード決

済を利用している方の中には、カード情報を登録することに不安をお持ちの方

もいらっしゃいます。 

これまで「TSUTAYA TV」の決済手段はクレジットカードに限定されていまし

たが、NTT東日本の料金代行サービス「フレッツ・まとめて支払い」（※2）の利

用により、フレッツ光の利用料金と合算でお支払いいただくことが可能となり、

クレジットカード情報を登録せずに「TSUTAYA TV」をご利用いただけます。 

ご利用にあたっては、お申し込み後、NTT東日本よりメールにてお送りする



「TSUTAYA TV」利用者IDとパスワードを利用し「TSUTAYA TV」へログインする

ことで、手軽に「TSUTAYA TV」の利用を始めることが出来ます。（※3） 

 

※1 （出典） 総務省「通信利用動向調査」 

※2 「【別紙 2】フレッツ・まとめて支払い概要」 参照 

※3  「【別紙 3】ご利用までの流れ」 参照 

 

２．申込受付開始日 

 平成 25 年 12 月 1 日（日） 

 

３．お客さまからのお申し込み先 

（１）電話によるお申し込み 

0120-116116 （携帯電話・PHS からもご利用いただけます。） 

受付時間：午前 9時～午後 5時 （年末年始を除きます。） 

 （２）お客さまを担当する販売担当者にお申し込みください。 

 

 

■「TSUTAYA Stick」実質０円キャンペーンの実施 

 

１．概要 

「フレッツ光」「ひかり電話」「TSUTAYA Stick」「フレッツ光メンバーズクラ

ブ」を新規にセットでお申し込みいただいた方を対象に「フレッツ光メンバー

ズクラブ」ポイント 7,000 ポイントをもれなく特典として差し上げます。 

キャンペーン特典 7,000 ポイントを利用することで、「TSUTAYA Stick」（価

格:7,000 円（税込））を実質 0円で購入いただけます。 

* 上記以外にも、「フレッツ光」「TSUTAYA Stick」「フレッツ光メンバーズクラブ」を新規

にお申し込みいただいた方を対象に「フレッツ光メンバーズクラブ」ポイント 5,020 ポ

イントを特典として提供するキャンペーンも実施しております。 

 

２．キャンペーン対象者、適用条件 

「【別紙 4】キャンペーンについて」 参照 

 

３．キャンペーン申込期間 

 平成 25 年 12 月 1 日（日）～平成 26 年 1 月 31 日（金） 

 

４．お客さまからのお申し込み先 



 （１）電話によるお申し込み 

0120-116116 （携帯電話・PHS からもご利用いただけます。） 

受付時間：午前 9時～午後 5時 （年末年始を除きます。） 

（２）ホームページからのお申し込み 

フレッツ光公式ホームページ：https://flets.com 

  (３)お客さまを担当する販売担当者にお申し込みください。 

 

【別紙 1】TSUTAYA Stick の概要 

【別紙 2】フレッツ・まとめて支払い概要 

【別紙 3】ご利用までの流れ 

【別紙 4】キャンペーンについて 

 

 

 



●Ｓtick型ＳＴＢ「TSUTAYA Stick」とフレッツ光等を利用したWi-FI環境を組み合わせることで、ご家庭のテレビ
で「TSUTAYA TV」※を利用可能。同じ利用者IDでPC、スマホ、タブレットなど、マルチデバイスで視聴可能。

※「TSUTAYA TV」：新作ハリウッド作品をはじめとする約4万作品のラインナップを揃え、ハリウッド6大メジャースタジオのHD画質のコンテ
ンツを配信するVOD（ビデオ・オン・デマンド）及びEST（エレクトロニック・セル・スルー）サービス

□主な特徴
① テレビのHDMI端子に接続、リモコンとなるスマートフォンやWi-FiルータとWi-Fiによる通信を行います。
② 「TSUTAYA Stick」内のDRM付Playerで動画をストリーミング再生
③ 宅内に6Mbps以上（推奨8Mbps以上）のWi-Fi環境（宅内）で、HD画質の「TSUTAYA TV」コンテンツが視聴可能
④ 「TSUTAYA Stick」を購入すれば、登録料や基本料は不要。観たいときに見たい分だけVODにてレンタル視聴可能

□コンテンツ
4万作品（毎月、数百作品増加） 新作400円/本～ 旧作100円/本～

□ご利用イメージ

・購入
・動画再生

スマートフォン/タブレット
Android2.3～、iOS5～

・リモコン

・6Mbps以上（推奨8Mbps以上）
のWi-Fi環境

TSUTAYA TV
配信サーバ

コンテンツ
サーバ

Wi-Fiルータ

【別紙1】TSUTAYA Stickの概要



【別紙２】「フレッツ・まとめて支払い」概要

ＥＣサイト（※１）事業者様がサービス利用者に提供した商品・サービスの利用料金を、
ＮＴＴ東日本が発行するフレッツ回線（※2）の請求書に合算して請求するサービスです。

サービスの概要

※１ ＥＣサイト・・・商品やサービス等をインターネット上で販売するWebサイトのこと。
※２ 対象フレッツ回線・・・フレッツ 光ライト、フレッツ 光ネクスト、Bフレッツ

（※3）

※3 フレッツパスポートID・・・フレッツ・まとめて支払いをご利用の事業者サービスの利用代金をフレッツの請求とまとめてお支払いいただく場合に必要なIDです。



【STEP３】
フレッツパスポートID・パスワード登録完了のお知らせがメールにて届きます。

【件名】

[ＮＴＴ東日本] フレッツ・パスポートID登録完了のお知らせ

【別紙３】ご利用までの流れ

このメールにて通知する
TSUTAYA TV ID・パスワード
を必ず利用してログインしてください

【STEP１】
例：「TSUTAYA Stick」お申し込み時にTSUTAYA TV利用料金のフレッツ光利用料金との合算でのお支
払いの申込みをいただきます。

※既に「TSUTAYA Stick」お持ちの方は0120-116116もしくは弊社販売担当者へお申込みください

【STEP２】
TSUTAYA TV/フレッツパスポートID※1利用規約同意に関するメールが届きます。

【件名】

[ＮＴＴ東日本] TSUTAYA TVサービス利用者規約同意用ＵＲＬのお知らせ

※１フレッツパスポートID・・・フレッツ・まとめて支払いをご利用の事業者サービスの利用代金をフレッツの請求とまとめてお支払いいただく場合に必要なIDです。

【STEP４】
TSUTAYA TV利用者ID・パスワード登録完了のお知らせがメールにて届きます。

【件名】

[ＮＴＴ東日本] TSUTAYA TV 利用者ID登録完了のお知らせ

「TSUTAYA TV 」へのログイン方法

1.TSUTAYA TV TOP
ページから「ログイン」ボ
タンを押す

2.「ログインボタン」を押す 3.STEP3で通知された
TSUTAYA TVログインID・パ
スワードを入力してログインする



【別紙4】キャンペーンについて

フレッツ光及び以下の対象サービスを新規にお申し込みいただいたお客さまはTSUTAYA Stick（価格：7,000円（税込））を実質0円でご購入いただけます。

対象サービス 適用条件キャンペーン特典

申込受付期間中に、フレッツ光
及び対象サービスを新規に
お申し込みいただき、平成26年
3月31日（金）までに開通した
お客さま

フレッツ光メンバーズクラブ
ポイント
7,000ポイント

※1 フレッツ光 ライトおよびフレッツ光ネクスト/Bフレッツ マンション・ハイスピードタイプ、マンションタイプのうち、ＬＡＮ配線方式は対象外となります。
＊本キャンペーンはＮＴＴ東日本販売代理店ではお取り扱いしておりません。

＊本キャンペーンにお申し込み頂いたお客さまは、ＮＴＴ東日本の他のキャンペーン等について適用対象外となる場合があります。

お申し込み先

0120-116116
（午前9時～午後5時）
（年末年始を除きます。）

フレッツ光公式ホームページ
https://flets.com/

または、弊社販売担当者へ
お申し込みください

※1

TSUTAYA Stickが
実質0円で購入可能

※ひかり電話有

□フレッツ光ネクスト/Bフレッツ

ファミリー・ハイスピードタイプ

ファミリータイプ
マンション・ハイスピードタイプ
マンションタイプ

＋
□ひかり電話
□TSUTAYA Stick
□フレッツ光メンバーズクラブ

TSUTAYA Stickが
実質1,980円で
購入可能

※ひかり電話無

フレッツ光メンバーズクラブ
ポイント
5,020ポイント

申込受付期間中に、フレッツ光
及び対象サービスを新規に
お申し込みいただき、平成26年
3月31日（金）までに開通した
お客さま

対象サービス 適用条件キャンペーン特典 お申し込み先
※1

【新キャンペーン】平成25年12月1日（日）～

【継続実施中（平成25年8月1日（木）～）のキャンペーン】平成25年12月1日（日）～

□フレッツ光ネクスト/Bフレッツ

ファミリー・ハイスピードタイプ

ファミリータイプ
マンション・ハイスピードタイプ
マンションタイプ

＋
□TSUTAYA Stick
□フレッツ光メンバーズクラブ

0120-116116
（午前9時～午後5時）
（年末年始を除きます。）

フレッツ光公式ホームページ
https://flets.com/

または、弊社販売担当者へ
お申し込みください
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