
 報道発表資料                             

平成 25 年 4 月 16 日 

                              

株式会社 TSUTAYA.com 

                                       東日本電信電話株式会社 

 

TSUTAYA.com と NTT 東日本との提携について 

〜フレッツ光利用者に自宅の TV がスマート TV になる「TSUTAYA Stick」を提供 〜 

 

株式会社 TSUTAYA.com（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中西一雄、以下「TSUTAYA.com」）と

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」）は、

映像配信サービス「TSUTAYA TV」※1を利用できるスマート TV 端末「TSUTAYA Stick」※2および NTT 東

日本の「フレッツ光」の普及拡大を図ることを目的として相互に協力・提携することで合意いたしま

した。 

 

１．提携に至った背景 

TSUTAYA.com が提供するネット宅配レンタル「TSUTAYA DISCAS」※3 の会員数が、約 140 万人に迫

るなど近年、お好みのコンテンツを気軽にネットでレンタル視聴できるサービスへのニーズが高まっ

ていますが、通信を通じてコンテンツを配信するスマート TV サービスの普及に向けては、テレビの

ネット接続環境の構築、機器設定の煩雑さ、操作性の低さ、サービスによって決済手段がクレジット

カードに限定されることなど、利用者利便の観点から手軽にご利用いただくにあたっての課題があり

ました。 

 

このような背景を踏まえ、TSUTAYA.com が提供する「TSUTAYA TV」をご家庭のテレビで手軽に視聴

できる「TSUTAYA Stick」と NTT 東日本が提供する、｢フレッツ光｣及び Wi-Fi 環境の構築をサポート

するサービスや一括請求サービスを組み合わせて提供することで、スマート TV サービス導入の障壁

となる、ネット接続環境、機器設定、操作性、決済手段等の各種課題を解決し、更には双方の顧客基

盤へアプローチすることでより多くのお客様へ「TSUTAYA TV」および｢フレッツ光｣の普及拡大を図る

ことといたしました。 

 

※1  HD 画質の映像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 

※2  テレビの HDMI 端子に接続することで VOD サービス「TSUTAYA TV」にアクセス可能となる

スティック型 STB 詳細は【別紙１】【別紙２】参照 

※3  PC、スマホからレンタル視聴したいリストを作成し、リストの上位から順次在庫のある 

DVD を自宅に郵送でお届け、利用者は見終わったら郵送でポストに返却する宅配レンタル

サービス 

 

２．本取り組みの概要 

（１）主な役割 

■ TSUTAYA.com 



①ＨＤ画質の映像コンテンツの提供 

新作ハリウッド作品をはじめとするＨＤ画質の映像コンテンツを持つ「TSUTAYA TV」を提供い

たします。 

 

②「フレッツ光」と「TSUTAYA Stick」のセット販売 

TSUTAYA TV 会員の方へ「フレッツ光」と「TSUTAYA Stick」のセット販売をいたします。 

 

■ NTT 東日本 

①フレッツ光回線の提供 

ＨＤ画質の映像をインターネット経由でテレビ視聴するために必要となる、安定した広帯域の

光回線を提供いたします。 

 

②「TSUTAYA Stick」の販売 

フレッツ光を新規でお申込の方またはフレッツ光を既に利用中の方へ、「TSUTAYA Stick」を販

売いたします。 

 

③設定サポート 

「TSUTAYA TV」をご利用するために必要となる「TSUTAYA Stick」の Wi-Fi 設定、スマートフ

ォンのリモコン設定などについて新たに 5 月 1 日より、NTT 東日本が提供するサポートサービス

※4の対象といたします。 

 

④「TSUTAYA TV」利用料金のフレッツ光利用料金との一括請求 

「フレッツ・まとめて支払サービス」※5 により、「TSUTAYA TV」の利用料金をフレッツ光の利

用料金と一括で支払い可能とする予定です。 

 

※4 フレッツ光開通工事時に同時に設定をする「セットアップサービス」およびフレッツ光利

用者への訪問設定サービス「訪問サポートサービス」。なお、電話説明などによる設定サ

ポートサービスである「リモートサポートサービス」については 3月 27 日時点で対応済

みです。 

※5 フレッツ光利用者に、有料サービスを利用した際の料金を NTT 東日本の請求書に合算して

請求し、サービス提供事業者の料金収納にかかわる業務を代行するサービス。 

 

 

（２）キャンペーン 

■ フレッツ光新規お申し込みの方を対象としたキャンペーン 

 TSUTAYA.com からフレッツ光を新規にお申し込みいただいた方を対象に、「TSUTAYA Stick」、

10,000 円分の「TSUTAYA TV 視聴ポイント」のプレゼントに加えて、希望者には Wi-Fi 環境およ

び、「TSUTAYA Stick」の設定サポート費用分の商品券をプレゼントいたします。 

 

受付チャネル：TSUTAYA TV のキャンペーンサイト 

対象期間：4月 17 日（水）～5月 31 日（金） 



 

 

■ 既存のフレッツ光利用者の方を対象とした「TSUTAYA Stick 体験」キャンペーン 

フレッツ光メンバーズクラブ会員を対象に「TSUTAYA Stick」を抽選で 1,000 名様にプレゼン

トいたします。さらに当選者の方には、「TSUTAYA TV」視聴ポイント 2,000 円分を提供※6 いた

します。 

 

受付チャネル：フレッツ光メンバーズクラブサイト 

応募期間：4月 17 日（水）～5月 17 日（金）13 時 

当選通知：5月 24 日（金）頃（賞品発送 6 月上旬予定） 

 

※6 当選者の方には別途、映像視聴に関するアンケート（複数回予定）をお願いさせていただ 

きます。 

 

 

３．本件に関するお申し込み先  

■ TSUTAYA TV ※4 月 17 日（水）午前 9時に公開予定 

http://tsutaya-tv.jp/campaign/flets_cp.html 

  

■ NTT 東日本  

・「TSUTAYA Stick 体験」キャンペーン ※4月 17 日（水）午前 9時に公開予定 

https://flets-members.jp/pub/pages/hikari_monitor/tsutaya/ 

 

・「TSUTAYA Stick 販売」 

116 コールセンタ   電話番号：0120-116-116 

光セレクトショップ Web サイト：（2015 年 12 月 25 日に閉鎖いたしました。） 

 

【別紙１】 「TSUTAYA Stick」の概要 

【別紙２】 「TSUTAYA Stick」の仕様 

【別紙３】 フレッツ光新規お申し込みの方を対象としたキャンペーン 

 

 

 

 



●Ｓtick型ＳＴＢ「TSUTAYA

 

Stick」とフレッツ光等の宅内Wi-Fiサービス等を組合わせることで、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、タブレットなどの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、ハリウッド六大メジャースタ

 
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

 

●Ｓtick型ＳＴＢ「TSUTAYA

 

Stick」とフレッツ光等の宅内Wi-Fiサービス等を組合わせることで、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、タブレットなどの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、ハリウッド六大メジャースタ

 
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

 

HDMI端子でテレビと接続、リモコンとなるスマートフォンやWi-FiルータとWi-Fiによる通信を行う
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8Mbps以上（推奨）のWi-Fi環境でHD画質の「TSUTAYA

 

TV」コンテンツが視聴可能
④

 

「TSUTAYA

 

Stick」（6,000円

 

税込）を購入すれば、
登録料や定額料は不要で見たいときに見たい分だけVODにてレンタル視聴可能

□提供開始時期
２０１３年４月

□コンテンツ
4万作品（毎月、数百増加）

 

新作400円～

 

旧作100円～

□ご利用イメージ

・購入
・動画再生

スマホ

 

Android2.3～、iOS5～

・リモコン

・8Mbps以上（推奨）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】TSUTAYA Stickの仕様

ハードウェア仕様

サイズ
70.5mm(W)×32.1mm(H)×10.4mm(D)

 
※コネクタや突起部除く

電源供給 USB(MicroB)×1 

Wi-Fi 802.11b/g/n(2.4GHz) 

HDMI HDMI TypeA、HDCP対応

質量

（本体のみ）
約29g 

消費電流 700mA 

使用温度範囲 5～35℃

使用湿度範囲 20%～80%(結露しないこと) 

動作環境

動作

環境

HDMI端子搭載のTV

 
固定ブロードバンド回線のWi-Fi環境

※USB端子は、本製品の電源供給に使用しま

 
す。700mA以上の電源供給が必要となります。

 
700mA未満、もしくはUSB端子搭載のTVでな

 
い場合、ACアダプターをご利用ください。

※固定ブロードバンド回線のWi-Fi環境でSD

 
画質の映像を視聴するには下り1.5Mbps以上、

 
HD画質の映像は8Mbps以上の回線速度を推

 
奨します。必要な回線速度はサービスによっ

 
て異なりますのでご注意ください。

対応

機種

Android2.3以降のスマートフォン

 
iOS5.0以降のiPhone

 

/ iPad

 

/ iPod touch 



【別紙３】

 
フレッツ光新規お申し込みの方を対象としたキャンペーン




