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「光 i フレーム」及び「フレッツ・マーケット」における 
テレビ連動型アプリによるトライアルについて 

 
 

株式会社エヌ・ティ・ティメディアクロス（本社：東京都港区、代表取締役社長：中濱 博、以下 NTT メディアクロ

ス）は、日本テレビ放送網株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：細川 知正、以下日本テレ

ビ）の協力の下、現在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：江部 努、以下 NTT 東

日本）が提供している「光 i フレーム」及び「フレッツ・マーケット」専用のテレビ連動型アプリ「日テレ☆ひかりクイ

ズ」によるトライアルを平成 23 年 1 月 15 日（土）から行います。 
 

 
1．概要 
 
   NTT メディアクロスは日本テレビ、NTT 東日本と協業し、リビング等におけるインターネットを活用した新たな

テレビの楽しみ方の創出を目的として、NTT 東日本が平成 22 年 11 月 25 日（木）から提供を開始している「光

ｉフレーム」及び「フレッツ・マーケット」専用のテレビ連動型アプリ「日テレ☆ひかりクイズ」（以下、本アプリ）によ

るトライアルを行います。 
本アプリは日本テレビ 26 番組※1 と連動したクイズをテレビ番組の放映中に「フレッツ・マーケット」対応端末

「光 i フレーム」に対して配信します。本アプリの利用者はクイズに解答し正解することで、ポイントを獲得するこ

とができ、そのポイントで本アプリ内の賞品デパートサイトにて提供される賞品に応募することができます。※2※3 
配信されるクイズは連動しているテレビ番組の放映内容に関するものであり、本アプリの利用者はテレビ番

組を視聴しながら簡単な操作でクイズに参加することができます。 
今回のトライアルを通じ、NTT メディアクロスはテレビ番組と利用者を双方向でつなぐ新たなサービスの可能

性及び、簡単操作が可能なデバイスによる新たな視聴者とのコミュニケーション手段について検証します。 
※1 連動するテレビ番組の一覧は別紙 1 を参照願います。 
※2 本アプリの利用イメージについては別紙 2 を参照願います。 
※3 申込件数が用意した品数を超えた場合は抽選となります。ご了承ください。主な賞品の例は別紙 3 を参照願います。 
 

 
2. 実施期間・参加条件等 
   
  ・実施期間※4： 平成 23 年 1 月 15 日（土）～平成 23 年 3 月 18 日（金） 
    ※4 本アプリは平成 23 年 1 月 14 日（金）からインストール可能となります。    
  ・月額利用料： 無料 
  ・参加条件：   

①NTT 東日本が提供している「フレッツ光※5」に加入していること。 
②NTT 東日本が提供している「光ｉフレーム」「フレッツ・マーケット」を利用していること。   
③IPv6 通信に対応した宅内無線 LAN 環境（IEEE802.11b／g 対応）であること。 
④本アプリを「フレッツ・マーケット」からインストールしていること。 

    ※5 「フレッツ光」は、NTT 東日本のブロードバンドサービス「フレッツ 光ネクスト」と「B フレッツ」の総称です。  

 
 
 
 
 



 
 
 
3. 今後の展開 

 
NTTメディアクロスとNTT東日本では、今回のトライアルの結果を受けて、今後もサービス提供者の皆さま

と協力し、生活に密着したホームクラウドを活用した光ブロードバンドの新たな利用シーンの創出に向け取り

組むと共に、サービス利用者様にとって、より使いやすい魅力的なサービスを提供できるよう検討してまいり

ます。 
 
 
4．お客様からのお申し込み、お問い合わせ先 

 
・本アプリに関する問い合わせ先（NTT メディアクロス） 

＜電話によるお問い合わせ先＞ 
「日テレ☆ひかりクイズ」事務局 0570-004-100※6 

※6 受付時間：午前 8 時 30 分から午後 10 時 30 分（年中無休） 

 
＜ホームページ＞ 
「日テレ☆ひかりクイズ公式ホームページ」（http://hikari-quiz.jp/） 

 
・テレビ番組の内容に関するお問い合わせ先（日本テレビ） 

＜電話によるお問い合わせ先＞ 
   日本テレビ 視聴者センター部 03-6215-4444 

 

 ＜インターネットによるお問合せ先＞ 
   日本テレビ「公式ホームページ 日本テレビの全般に関するご意見・ご感想」 

（http://www.ntv.co.jp/staff/goiken/form.html）  
 
・「フレッツ光」、「光ｉフレーム」、「フレッツ・マーケット」のお申し込み、お問合せ先（NTT 東日本） 

＜電話によるお申し込み、お問い合わせ先＞ 
0120-116116※7 

※7 受付時間：午前 9 時から午後 9 時（年末年始を除き、年中無休）。携帯・PHS からもご利用いただけます。 

 
＜インターネットによるお申し込み先＞ 

NTT東日本「フレッツ公式ホームページ」（http://flets.com） 
 

 
 
 

 

http://hikari-quiz.jp/
http://flets.com/


【別紙１】「日テレ☆ひかりクイズ」と連動する日本テレビの番組一覧 

 

曜日 番組名 放映時間 

ズームイン！！ＳＵＰＥＲ 5:20～8:00 月～金 

スッキリ！！※1（1 月期の水曜日除く） 8:00～10:25 

※1 1 月期の水曜日放映分は除く 

 

曜日 番組名 放映時間 

月 不可思議探偵団 19:00～19:56 

火曜サプライズ 19:00～19:56 

1 億 3 千万人のエピソードバラエティ

コレってアリですか？ 

21:00～21:54 

火 

魔女たちの２２時 22:00～22:54 

密室謎解きバラエティ脱出ゲーム DERO! ※2 19:00～19:56 

1 億人の大質問！？笑ってコラえて！ 19:56～20:54 

水 

美咲ナンバーワン！！ 22:00～22:54 

ミリオンダイス 19:00～19:56 木 

ぐるぐるナインティナイン 19:56～20:54 

金曜スーパープライム 19:00～20:54 金 

金曜ロードショー 21:00～22:54 

ズームイン！！サタデー 5:30～8:00 

ぶらり途中下車の旅 9:30～10:30 

メレンゲの気持ち 12:00～13:30 

所さんの目がテン！ 17:00～17:30 

天才！志村どうぶつ園 19:00～19:56 

土 

デカワンコ 21:00～21:54 

誰だって波瀾爆笑 9:30～10:25 

スクール革命！ 11:45～12:45 

笑点 17:30～18:00 

ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！ 19:00～19:58 

世界の果てまでイッテＱ！ 19:58～20:54 

行列のできる法律相談所 21:00～21:54 

日 

おしゃれイズム 22:00～22:30 

※2 1、2 月期放映分は除く 

 



【別紙２】「日テレ☆ひかりクイズ」利用イメージ

クイズTOP画面

クイズ出題画面
（番組毎にクイズを配信）

クイズ正解画面

獲得ポイント

 

ランキング画面
（参加者中の順位を表示）

賞品デパートサイト画面

「日テレ☆ひかりクイズ」アプリを
「フレッツ・マーケット」を通して
「光ｉフレーム」にダウンロード

「光iフレーム」・「フレッツ・マーケット」未契約者

「日テレ☆ひかりクイズ」特設サイト画面
（パソコン版）

モバイル版

獲得ポイントで
賞品に応募

解答する

サイト閲覧
（クイズへの参加は不可）

「光iフレーム」・「フレッツ・マーケット」の契約申込

「日テレ☆ひかりクイズ」では日本テレビの計26番組と連動したクイズをテレビ番組の放映中に「フレッツ・マーケット」対応端末

 
「光iフレーム」に対して配信します。本アプリの利用者はクイズに解答し正解することで、ポイントを獲得することができ、そのポ

 
イントで本アプリ内の賞品デパートサイトにて提供される賞品に応募することができます。

「光iフレーム」・「フレッツ・マーケット」契約者

ポイント
確認

商品
確認



SONY ハンディカム
HDRCX370VT

Ｉrobot ロボット掃除機
「ルンバ」537

カタログギフト
ごちそう紀行

 

まごごろコース

ノレン

 

アロマライト

 

アンドン

Ｃ

【別紙3】「日テレ☆ひかりクイズ」賞品例

シャープ

 

40V型液晶テレビ
AQUOS LC40AE7

ダイソン

 

サイクロン掃除機
カーボンファイバー

 

DC26

パナソニック

 

ブルーレイディ

 

スクレコーダー

 

DIGA 
DMR-BR585

ノレン

 

和風花柄16本骨雨傘


	LS★ひかりクイズ_ニュースリリース
	★【別紙１】対象番組
	★【別紙２】利用シーン
	スライド番号 1

	★【別紙３】賞品一覧.pdf
	スライド番号 1


