動画配信サービスセット割プラン利用規約
第 1 条（規約の適用）
東京ケーブルネットワーク株式会社（以下、
「当社」といいます。）は、この動画配信サービ
スセット割プラン利用規約（以下、本規約）により動画配信サービスセット割プラン（以下、
「本プラン」といいます。）を提供します。
第 2 条（規約の変更）
当社は、以下の場合において、当社の裁量により規約を変更することができるものとします。
この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
(1) 規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2) 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 当社は、前項による規約の変更にあたり、規約に明示された効力発生日の１ヶ月前まで
に、規約を変更する旨及び変更後の規約の内容とその効力発生日を当社ウェブサイト（ＵＲ
Ｌ）に掲示し、または契約者に電子メールで通知します。
3 変更後の規約の効力発生日以降に契約者が当社サービスを利用したときは、当該契約者
は、規約の変更に同意したものとみなします。
第 3 条（定義）
本規約では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
1 「当社サービス」とは、当社が別に定める CATV－インターネット接続サービス契約約
款、TCN 光ネットサービス契約約款、光プラス・TCN プラス加入契約約款、TCN ワイヤ
レス利用規約のうち、いずれかの約款または利用規約に基づき当社が提供するサービスを
いいます。
2 「動画配信サービス」とは、当社が別に定める Netflix サービスに関する利用規約、Hulu
サービスに関する利用規約のうち、いずれかの利用規約に基づき当社が提供するサービス
をいいます。
3 「動画配信サービスセット割プラン」とは、本規約にて定義する「Netflix プラン」と「Hulu
プラン」の総称をいいます。
4 「Netflix プラン」とは、当社サービスと Netflix サービスを組み合わせて利用する場合
の料金プランをいいます。
5 「Hulu プラン」とは、当社サービスと Hulu サービスを組み合わせて利用する場合の料
金プランをいいます。

第 4 条（本プランの概要）
本プランは、別表で定める当社サービス（以下、
「基本コース」といいます。）と動画配信サ
ービスを組み合わせて利用する場合に、本規約に定めるところより基本コースの利用料金
から割引を行う当社提供の料金プランです。
第 5 条（契約の成立）
当社と申込者との間で本プランの適用を受けるための契約（以下、
「本件契約」といいます。）
は、申込者が当社に本件契約の締結を申し出た上で、基本コースと動画配信サービスの契約
が全て成立した時点で成立するものとします。
第 6 条（契約期間の再設定）
本件契約の成立に伴い、本件契約成立以前に契約されていた当社サービスに係る最低利用
期間および定期契約期間は無効となり、基本コースに係る最低利用期間および定期契約期
間は本件契約のサービス提供を開始した日の属する月の翌月から改めて開始されます。
第 7 条（本プランの適用）
当社は、第 5 条に従って本件契約が成立し、かつ以下の条件を満たした場合、その本件契約
に係る申込者（以下、
「本件契約者」といいます。）の契約する基本コースに係る請求料金か
ら、別表に定める金額（以下、「割引金額」といいます。）を割り引きます。
(1) 訪問スタッフによるケーブル ID の持参および設定サイトでの動画配信サービスの初回
利用登録にご協力いただくこと。
2 基本コースと動画配信サービスの請求が同月に発生する場合、割引が適用されます。
3 Netflix プランと Hulu プランの両立はできないものとします。これにより、本プランに
おいて Netflix サービスと Hulu サービスの契約が同時に成立する場合、Netflix プランと
して契約が成立し、Hulu プランの契約は成立しないものとします。
第 8 条（契約内容の変更）
本プランは、本件契約者の契約する基本コースおよび動画配信サービスに変更があった場
合、割引金額を変更いたします。
2 同月に請求が発生する基本コースと動画配信サービスの組合せに基づき、別表に定める
割引金額が適用されます。
第 9 条（本件契約の終了）
本件契約者は、当社が別に定める方法で当社に申し出ることにより、本件契約を解約するこ
とができるものとします。
2 前項に定める他、本件契約は、基本コースに係る契約の全部又は一部が終了したとき、自

動的に終了するものとします。
3

動画配信サービスの契約が終了しても、本件契約は終了せず、再び動画配信サービスの

契約が成立し、請求が発生した場合は割引が適用されます。
第 10 条（分離可能性）
本規約等のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令により無効また
は執行不能と判断された場合であっても、本規約等の残りの規定は、継続して有効に存続す
るものとします。
第 11 条（譲渡禁止）
利用者は、本規約等に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または自己もし
くは第三者のために担保に供してはならないものとします。
第 12 条（債権譲渡）
利用者は、当社が第三者に、当社が有する利用者に対する動画配信サービスの月額利用料そ
の他についての債権を譲渡することがあることを予め承諾していただきます。
第 13 条（準拠法）
本規約の効力・履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第 14 条（管轄裁判所）
利用者および当社との間で本規約に関連し訴訟の必要性が生じた場合は、東京地方裁判所
をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
付則
（実施日）
この利用規約は、2021 年 9 月 21 日から実施します。
（別表 1）Netflix プラン
基本コース

Netflix サービス

１Ｇコース（年割）

ベーシック

戸建

月額５，５００円（税込）

月額９９０円（税込）

集合

月額４，４００円（税込）

１Ｇコース（年割）

スタンダード

戸建

月額５，５００円（税込）

月額１，４９０円（税込）

集合

月額４，４００円（税込）

割引金額

割引適用後の料金

月額８８０円（税込）

戸建

月額５，６１０円（税込）

集合

月額４，５１０円（税込）

戸建

月額６，１１０円（税込）

集合

月額５，０１０円（税込）

月額８８０円（税込）

１Ｇコース（年割）

プレミアム

戸建

月額５，５００円（税込）

月額１，９８０円（税込）

集合

月額４，４００円（税込）

光プラス

ベーシック

戸建

月額４，８４０円（税込）

月額９９０円（税込）

集合

月額４，２９０円（税込）

光プラス

スタンダード

戸建

月額４，８４０円（税込）

月額１，４９０円（税込）

集合

月額４，２９０円（税込）

光プラス

プレミアム

戸建

月額４，８４０円（税込）

月額１，９８０円（税込）

集合

月額４，２９０円（税込）

ＴＣＮプラス

ベーシック

月額４，２９０円（税込）

月額９９０円（税込）

ＴＣＮプラス

スタンダード

月額４，２９０円（税込）

月額１，４９０円（税込）

ＴＣＮプラス

プレミアム

月額４，２９０円（税込）

月額１，９８０円（税込）

光プラス・１Ｇ

ベーシック

戸建

月額７，４８０円（税込）

月額９９０円（税込）

集合

月額６，３８０円（税込）

光プラス・１Ｇ

スタンダード

戸建

月額７，４８０円（税込）

月額１，４９０円（税込）

集合

月額６，３８０円（税込）

光プラス・１Ｇ

プレミアム

戸建

月額７，４８０円（税込）

月額１，９８０円（税込）

集合

月額６，３８０円（税込）

光プラス・３００Ｍ

ベーシック

戸建

月額６，２７０円（税込）

月額９９０円（税込）

集合

月額５，３９０円（税込）

光プラス・３００Ｍ

スタンダード

戸建

月額６，２７０円（税込）

月額１，４９０円（税込）

集合

月額５，３９０円（税込））

光プラス・３００Ｍ

プレミアム

戸建

月額６，２７０円（税込）

月額１，９８０円（税込）

集合

月額５，３９０円（税込））

月額８８０円（税込）

月額４４０円（税込）

月額４４０円（税込）

月額４４０円（税込）

戸建

月額６，６００円（税込）

集合

月額５，５００円

戸建

月額５，３９０円（税込）

集合

月額４，８４０円（税込）

戸建

月額５，８９０円（税込）

集合

月額５，３４０円（税込）

戸建

月額６，３８０円（税込）

集合

月額５，８３０円（税込）

月額４４０円（税込）

月額４，８４０円（税込）

月額４４０円（税込）

月額５，３４０円（税込）

月額４４０円（税込）

月額５，８３０円（税込）

月額８８０円（税込）

戸建

月額７，５９０円（税込）

集合

月額６，４９０円（税込）

戸建

月額８，０９０円（税込）

集合

月額６，９９０円（税込）

戸建

月額８，５８０円（税込）

集合

月額７，４８０円（税込）

戸建

月額６，８２０円（税込）

集合

月額５，９４０円（税込）

戸建

月額７，３２０円（税込）

集合

月額６，４４０円（税込）

戸建

月額７，８１０円（税込）

集合

月額６，９３０円（税込）

月額８８０円（税込）

月額８８０円（税込）

月額４４０円（税込）

月額４４０円（税込）

月額４４０円（税込）

光プラス・セレクト１Ｇ

ベーシック

戸建

月額６，９３０円（税込）

月額９９０円（税込）

集合

月額５，８３０円（税込）

光プラス・セレクト１Ｇ

スタンダード

戸建

月額６，９３０円（税込）

月額１，４９０円（税込）

集合

月額５，８３０円（税込）

光プラス・セレクト１Ｇ

プレミアム

戸建

月額６，９３０円（税込）

月額１，９８０円（税込）

集合

月額５，８３０円（税込）

光プラス・セレクト３００Ｍ

ベーシック

戸建

月額５，７２０円（税込）

月額９９０円（税込）

集合

月額４，８４０円（税込）

光プラス・セレクト３００Ｍ

スタンダード

戸建

月額５，７２０円（税込）

月額１，４９０円（税込）

集合

月額４，８４０円（税込）

光プラス・セレクト３００Ｍ

プレミアム

戸建

月額５，７２０円（税込）

月額１，９８０円（税込）

集合

月額４，８４０円（税込）

光プラス・セレクト

ベーシック

戸建

月額４，２９０円（税込）

月額９９０円（税込）

集合

月額３，７４０円（税込）

光プラス・セレクト

スタンダード

戸建

月額４，２９０円（税込）

月額１，４９０円（税込）

集合

月額３，７４０円（税込）

光プラス・セレクト

プレミアム

戸建

月額４，２９０円（税込）

月額１，９８０円（税込）

集合

月額３，７４０円（税込）

光プラス・プレミアム１Ｇ

ベーシック

戸建

月額１０，６７０円（税込）

月額９９０円（税込）

集合

月額９，５７０円（税込）

光プラス・プレミアム１Ｇ

スタンダード

戸建

月額１０，６７０円（税込）

月額１，４９０円（税込）

集合

月額９，５７０円（税込）

光プラス・プレミアム１Ｇ

プレミアム

戸建

月額１０，６７０円（税込）

月額１，９８０円（税込）

集合

月額９，５７０円（税込）

月額８８０円（税込）

月額８８０円（税込）

月額８８０円（税込）

月額４４０円（税込）

月額４４０円（税込）

月額４４０円（税込）

月額４４０円（税込）

月額４４０円（税込）

月額４４０円（税込）

月額８８０円（税込）

月額８８０円（税込）

月額８８０円（税込）

戸建

月額７，０４０円（税込）

集合

月額５，９４０円（税込）

戸建

月額７，５４０円（税込）

集合

月額６，４４０円（税込）

戸建

月額８，０３０円（税込）

集合

月額６，９３０円（税込）

戸建

月額６，２７０円（税込）

集合

月額５，３９０円（税込）

戸建

月額６，７７０円（税込）

集合

月額５，８９０円（税込）

戸建

月額７，２６０円（税込）

集合

月額６，３８０円（税込）

戸建

月額４，８４０円（税込）

集合

月額４，２９０円（税込）

戸建

月額５，３４０円（税込）

集合

月額４，７９０円（税込）

戸建

月額５，８３０円（税込）

集合

月額５，２８０円（税込）

戸建

月額１０，７８０円（税込）

集合

月額９，６８０円（税込）

戸建

月額１１，２８０円（税込）

集合

月額１０，１８０円（税込）

戸建

月額１１，７７０円（税込）

集合

月額１０，６７０円（税込）

光プラス・プレミアム３００Ｍ

ベーシック

戸建

月額９，４６０円（税込）

月額９９０円（税込）

集合

月額８，５８０円（税込）

光プラス・プレミアム３００Ｍ

スタンダード

戸建

月額９，４６０円（税込）

月額１，４９０円（税込）

集合

月額８，５８０円（税込）

光プラス・プレミアム３００Ｍ

プレミアム

戸建

月額９，４６０円（税込）

月額１，９８０円（税込）

集合

月額８，５８０円（税込）

光プラス・プレミアム

ベーシック

戸建

月額８，４７０円（税込）

月額９９０円（税込）

集合

月額７，９２０円（税込）

光プラス・プレミアム

スタンダード

戸建

月額８，４７０円（税込）

月額１，４９０円（税込）

集合

月額７，９２０円（税込）

光プラス・プレミアム

プレミアム

戸建

月額８，４７０円（税込）

月額１，９８０円（税込）

集合

月額７，９２０円（税込）

ＴＣＮプラス・デラックス

ベーシック

月額７，９２０円（税込）

月額９９０円（税込）

ＴＣＮプラス・デラックス

スタンダード

月額７，９２０円（税込）

月額１，４９０円（税込）

ＴＣＮプラス・デラックス

プレミアム

月額７，９２０円（税込）

月額４４０円（税込）

月額４４０円（税込）

月額４４０円（税込）

月額４４０円（税込）

月額４４０円（税込）

月額４４０円（税込）

戸建

月額１０，０１０円（税込）

集合

月額９，１３０円（税込）

戸建

月額１０，５１０円（税込）

集合

月額９，６３０円（税込）

戸建

月額１１，０００円（税込）

集合

月額１０，１２０円（税込）

戸建

月額９，０２０円（税込）

集合

月額８，４７０円（税込）

戸建

月額９，５２０円（税込）

集合

月額８，９７０円（税込）

戸建

月額１０，０１０円（税込）

集合

月額９，４６０円（税込）

月額４４０円（税込）

月額８，４７０円（税込）

月額４４０円（税込）

月額８，９７０円（税込）

月額１，９８０円（税込）

月額４４０円（税込）

月額９，４６０円（税込）

Hulu サービス

割引金額

割引適用後の料金

月額１，０２６円（税込）

月額４４０円（税込）

戸建

月額６，０８６円（税込）

集合

月額４，９８６円（税込）

戸建

月額５，８６６円（税込）

集合

月額５，３１６円（税込）

（別表 2）Hulu プラン
基本コース
１Ｇコース（年割）
戸建

月額５，５００円（税込）

集合

月額４，４００円（税込）

光プラス
戸建

月額４，８４０円（税込）

集合

月額４，２９０円（税込）

月額１，０２６円（税込）

なし

ＴＣＮプラス
月額４，２９０円（税込）

月額１，０２６円（税込）

なし

月額５，３１６円（税込）

光プラス・１Ｇ
戸建

月額７，４８０円（税込）

集合

月額６，３８０円（税込）

月額１，０２６円（税込）

月額４４０円（税込）

戸建

月額８，０６６円（税込）

集合

月額６，９６６円（税込）

戸建

月額７，２９６円（税込）

集合

月額６，４１６円（税込）

戸建

月額７，５１６円（税込）

集合

月額６，４１６円（税込）

戸建

月額６，７４６円（税込）

集合

月額５，８６６円（税込）

戸建

月額５，３１６円（税込）

集合

月額４，７６６円（税込）

戸建

月額１１，２５６円（税込）

集合

月額１０，１５６円（税込）

戸建

月額１０，４８６円（税込）

集合

月額９，６０６円（税込）

戸建

月額９，４９６円（税込）

集合

月額８，９４６円（税込）

集合

月額８，９４６円（税込）

光プラス・３００Ｍ
戸建

月額６，２７０円（税込）

集合

月額５，３９０円（税込）

月額１，０２６円（税込）

なし

光プラス・セレクト１Ｇ
戸建

月額６，９３０円（税込）

集合

月額５，８３０円（税込）

月額１，０２６円（税込）

月額４４０円（税込）

光プラス・セレクト３００Ｍ
戸建

月額５，７２０円（税込）

集合

月額４，８４０円（税込）

月額１，０２６円（税込）

なし

光プラス・セレクト
戸建

月額４，２９０円（税込）

集合

月額３，７４０円（税込）

月額１，０２６円（税込）

なし

光プラス・プレミアム１Ｇ
戸建

月額１０，６７０円（税込）

集合

月額９，５７０円（税込）

月額１，０２６円（税込）

月額４４０円（税込）

光プラス・プレミアム３００Ｍ
戸建

月額９，４６０円（税込）

集合

月額８，５８０円（税込）

月額１，０２６円（税込）

なし

光プラス・プレミアム
戸建

月額８，４７０円（税込）

集合

月額７，９２０円（税込）

月額１，０２６円（税込）

なし

ＴＣＮプラス・デラックス
月額７，９２０円（税込）

月額１，０２６円（税込）

なし

