報道発表資料
平成 20 年 3 月 7 日
株式会社 NTT ぷらら
株式会社アイキャスト
フレッツ 光ネクスト、フレッツ光に対応した TV 向け映像配信サービス
『ひかりＴＶ（ひかりティービー）』の提供開始について
株式会社 NTT ぷらら（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：板東 浩二、以下、NTT ぷらら）およ
び株式会社アイキャスト（本社：東京都港区、代表取締役社長：梶原 浩、以下、アイキャスト）は、
NTT 東日本・NTT 西日本の「フレッツ 光ネクスト」および NTT 東日本の「B フレッツ」、NTT 西日本の
「フレッツ・光プレミアム」「B フレッツ（フレッツ・v6 アプリの契約が必要）」に対応した TV 向けの映像配
信サービス『ひかりＴＶ（ひかりティービー）』を本年 3 月 31 日より提供開始します。

1．『ひかりＴＶ』のサービス概要
『ひかりＴＶ』は、NTT 東日本・NTT 西日本が本年 3 月末より提供開始する予定の「フレッツ 光ネ
クスト」や NTT 東日本の「B フレッツ」、NTT 西日本の「フレッツ・光プレミアム」「B フレッツ（フレッツ・
v6アプリの契約が必要）」を通じて、ご家庭のテレビにビデオ・オン・デマンド（以下、VOD）や多チャ
ンネル放送などの各種映像コンテンツを配信するサービスです。「フレッツ 光ネクスト」をご利用の
お客様には、放送事業者様の再送信同意をいただいた上で、地上デジタル放送の IP 再送信も提
供する予定です。お客様は、ご家庭のテレビに専用受信端末（以下、チューナー）を接続すること
により、これらの多彩なコンテンツを視聴することができます。
なお、VOD サービスは NTT ぷららが、また放送サービスはアイキャストが提供します。
（1） 特 徴
① 充実したコンテンツラインナップ
VOD サービスは、映画、海外ドラマ、スポーツ、アニメなど多様なジャンルから 10,000 本以
上をラインナップし、そのうち、業界最大規模の約 5,000 本を見放題対象として提供します。ま
た、多チャンネル放送サービスでは、見放題対象となる人気の専門チャンネル 40 チャンネル
をはじめ、全体で 75 チャンネルを揃えています。
さらに、本年夏を目途として、新曲から懐メロまで 13,000 曲以上が揃ったカラオケサービス
も提供開始する予定です。
※サービス開始当初は VOD の総本数 7,000 本以上、見放題対象本数約 4,000 本からスター
トし、7 月を目途にそれぞれ 10,000 本以上、約 5,000 本まで拡大する予定です。
② 地上デジタル放送の IP 再送信を提供（予定）
NTT 東日本・NTT 西日本の「フレッツ 光ネクスト」をご利用のお客様には、放送事業者様の

再送信同意をいただいた上で、地上デジタル放送の IP 再送信も提供する予定です。なお、提
供エリアは NTT 東日本・NTT 西日本の「フレッツ 光ネクスト」の展開エリアに合わせて、当初
は東京・大阪より開始し、以降順次拡大していく予定です。
③ ハイビジョン品質で提供
優れた映像品質が得られる動画符号化方式 H．264 を採用し、地上デジタル放送の再送信
はもとより、多チャンネル放送や VOD コンテンツについてもハイビジョン対応のコンテンツを
増やしてまいります。
④ IPTV 標準規格を視野に入れた映像配信プラットフォーム
NTT グループも含むサービス事業者、家電メーカ数社が共同で IPTV フォーラムに提案して
いる共通技術仕様をベースとした映像配信プラットフォームを構築しています。今後、デジタ
ルテレビに向けのサービス提供など、プラットフォームの利用促進と今後のサービスの広がり
が期待されます。
（2） 提供プランとご利用料金（税込）
『ひかりＴＶ』では、VOD 作品約 5,000 本が見放題の「ビデオざんまいプラン」、人気のテレビチ
ャンネル 40 チャンネルが見放題の「テレビおすすめプラン」、これら 2 つのサービス内容をセット
にして割安な価格で楽しめる「お値うちプラン」を提供します。
また、同一回線でこれら 3 つのプランのいずれかを 2 契約いただいた場合、2 契約目のサー
ビスプランの月額利用料金を 1,050 円割引します。なお、1 契約目で 3 つのプランのいずれかを、
2 契約目で基本サービスのみご利用の場合、2 契約目についてはチューナーのレンタル料金の
みでご覧いただけます。
※基本サービス（自主製作番組やショッピングチャンネルなど）は、上記のどのプランでもお楽し
みいただけるサービスです。
① 初期費用 ： 5,250 円

※本年 9 月まで初期費用無料キャンペーンを実施

② 月額利用料金
お値うちプラン

： 3,675 円

ビデオざんまいプラン ： 2,625 円
テレビおすすめプラン ： 2,625 円
※見放題対象外のチャンネルや VOD 作品を視聴する場合は、別途料金が必要となります。
③ オプションサービス利用料
カラオケサービス

： 525 円/24 時間 または 1,785 円/月

④ チューナーレンタル料金
525 円/月

2．提供条件
『ひかりＴＶ』をご利用いただくには、個人のお客様であること、および下記いずれかのご契約を
いただくことが必要です。
（1） NTT 東日本・NTT 西日本「フレッツ 光ネクスト」
（2） NTT 東日本「B フレッツ」
（3） NTT 西日本「フレッツ・光プレミアム」
（4） NTT 西日本「B フレッツ」および「フレッツ・v6 アプリ」
3．提供エリア
「2．提供条件」に示す回線サービスの提供エリアに準じます。
4．予約販売開始日
平成 20 年 3 月 10 日（月）より順次
5．提供開始日
平成 20 年 3 月 31 日（月）
※地上デジタル放送の IP 再送信については、放送事業者様の再送信同意をいただいた上で、各
種準備が整い次第、提供を開始させていただきます。
6．現行サービスをご利用のお客様の『ひかりＴＶ』への移行方法とチューナーの対応について
「OCN シアター」「オンデマンド TV」「4th MEDIA」の 3 サービス（以下、現行サービス）のお客様に
は、当面、現在のブランド、料金、サービス内容でそのままご利用いただき、その後『ひかりＴＶ』に
移行していただけるよう、『ひかりＴＶ』のサービス内容など詳細を封書にて個別にご案内させてい
ただきます。
（1） 『ひかりＴＶ』へのサービス移行方法について
現行サービスに引き続いて『ひかりＴＶ』をご利用いただく場合、現行サービスでお使いのチュ
ーナーをそのままご利用いただける場合と交換が必要な場合があります。
① 現行サービスでご利用のチューナーの交換が不要なお客様
「OCN シアター」「4th MEDIA」のお客様、および「オンデマンド TV」のお客様で別紙 2 に記載
する以外のチューナーをご利用のお客様については、本年 6 月末までを目途としてチューナ
ーのソフトウェア（ファームウェア）のバージョンアップ等を行うことによって、『ひかりＴＶ』がご
利用いただけるようになります。
※現行サービスでご利用されているチューナーで『ひかりＴＶ』のハイビジョンコンテンツの視
聴を希望される場合には、チューナーの交換が必要となります。
② 現行サービスでご利用のチューナーの交換が必要なお客様
「オンデマンドＴＶ」のお客様で、別紙 2 に記載するチューナーをご利用のお客様については、

『ひかりＴＶ』のご利用に際してチューナーの交換が必要となることから、個別にご案内をした
上で 5 月以降順次チューナーの交換を行います。
（2） 移行後のプランおよび料金について
現行サービスから継続して『ひかりＴＶ』をご利用いただけるお客様には、現行サービスでご
契約のプランにサービス内容が類似する『ひかりＴＶ』の各プランへ移行していただきます。月額
利用料については、本年 12 月分までは据え置きとさせていただき、平成 21 年 1 月分の月額利
用料金から『ひかりＴＶ』の正規料金をご請求させていただきます。
※現行サービスの月額利用料金より『ひかりＴＶ』でご利用いただくサービスプランの正規月額
利用料金の方が安価な場合には、『ひかりＴＶ』の正規月額利用料金を適用させていただきま
す。
7．その他
『ひかりＴＶ』のサービス開始に向けて、NTT ぷららは本年 3 月 1 日に、NTT コミュニケーションズ
株式会社および伊藤忠商事株式会社より 35 億円の増資を受けました。また、今後の映像配信事
業拡大を鑑み、今秋を目途にさらに増資することを計画しております。

別紙 1 コンテンツラインナップ（予定）
別紙 2 お客様の移行に関する今後のスケジュール、および交換対象チューナー
別紙 3 映像配信サービスのお客様からのお問い合わせ先

＜本件に関する報道機関からのお問い合わせ先＞
株式会社 NTT ぷらら
企画総務部 塚原・脇
TEL 03-5954-7251
株式会社アイキャスト
石田・細野
TEL 03-3497-7081
＜映像配信サービスのお客様からのお問い合わせ先＞
各サービスごとにお問い合わせ窓口を設けております。
別紙 3 をご覧ください。

＜別紙 1

コンテンツラインナップ＞

（1）VOD
◆ビデオ作品（一例）

全 7,000 本以上（うち、ハイビジョン数百本）

ジャンル
洋画

タイトル

見放題

ハイビジョン

プリティ・ウーマン

○

TAXi

○

○

スパイバウンド

○

○

邦画

火垂（ほたる）

○

韓流・

宮廷女官 チャングムの誓い

○

宮-クン-

○

アジアン
海外

シャーロックホームズ

○

ドラマ
音楽

洋楽 エリック・クラプトン Eric Clapton - With Friends:
Band Du Lac

スポーツ

スペインサッカー リーガ・エスパニョーラ 06-07 シー
ズン ベストマッチ 第 7 節

アニメ

げんきげんきノンタン

○

○

○

○

○

機動戦士ガンダム 全 43 話
超劇場版 ケロロ軍曹
教養・紀行

Railway Story ヨーロッパ横断 4000 キロ オリエント急
行の旅

ドラマ

ネコナデ

○

○

○

○

※ビデオ作品および提供方法等は変更になる可能性があります。

（2）多チャンネル放送
◆基本サービス（「お値うちプラン」「ビデオざんまいプラン」「テレビおすすめプラン」のどのプランの
方にもお楽しみいただけるチャンネル）

12 チャンネル

ひかりＴＶ STYLE 1 ハイビジョン

QVC（キューヴィーシー）

ひかりＴＶ STYLE 1

ショップチャンネル

ひかりＴＶ STYLE 2

ショップチャンネル（※）

ひかりＴＶ STYLE 3

ベネッセチャンネル

ひかりＴＶ STYLE 4

Australia Network

ジャパネットスタジオ 242

DEUTSCHE WELLE

（※）のチャンネルはハイビジョンでご覧いただけます

◆ベーシックチャンネル（「お値うちプラン」「テレビおすすめプラン」での見放題対象チャンネル）
40 チャンネル
ムービープラス

Music Japan TV

洋画★シネフィル・イマジカ

安らぎの音楽と風景/エコミュージック TV

ザ・シネマ

J sports ESPN

トゥーン･ディズニー

J sports 1

ニコロデオン/アニメ・子ども TV

J sports 2

アニマックス

GAORA

キッズステーション

ゴルフネットワーク

カートゥーン ネットワーク

ザ・ゴルフ・チャンネル

AXN

ディスカバリーチャンネル

FOX

ディスカバリーHD（※）

スーパー！ドラマ TV

ナショナル ジオグラフィック チャンネル

ディズニー・チャンネル

囲碁・将棋チャンネル

LaLa TV

旅チャンネル

アニマルプラネット

食＆健康バラエティ★フーディーズ TV

ＭＯＮＤＯ２１

日経ＣＮＢＣ

アジアドラマチックＴＶ★So-net

CNNj

スペースシャワーＴＶ

BBC ワールドニュース

ミュージックビデオ専門/VMC

e-天気.net

MTV

TV5MONDE

MUSIC ON! TV

KBS WORLD
（※）のチャンネルはハイビジョンでご覧いただけます

◆プレミアムチャンネル（見放題対象外のチャンネル）

23 チャンネル

スター・チャンネル

Bloomberg Television【英語版】

スター・チャンネル プラス

鳳凰衛視

スター・チャンネル クラシック

Mnet

釣りビジョン

CCTV 大富

パチ・スロ サイトセブン TV

TVB 大富

EX エンタテイメント

チャンネル・ルビー

クラシカ・ジャパン

プレイボーイ チャンネル

J sports Plus

レインボーチャンネル

FIGHTING TV サムライ

ブルーチェリー（チェリーボム）

グリーンチャンネル

パラダイステレビ

グリーンチャンネル 2

ミッドナイト・ブルー

ブルームバーグ テレビジョン
※チャンネルラインナップは変更になる場合があります。また、チャンネルによって放送開始時期が遅
れる場合があります。

＜別紙 2

お客様の移行に関する今後のスケジュール、および交換対象チューナー＞

（1） お客様移行のスケジュール

（2） 「オンデマンド TV」の交換対象チューナー（4 機種）
・PC-STB1
・PM PC-STB1
・PC-STB1L
・PC-STB3

＜別紙 3

映像配信サービスのお客様からのお問い合わせ先＞

◆ 新規のお客様の「ひかりＴＶ（ひかりティービー）」のサービス内容等に関するお問い合わせ先
ひかりＴＶ カスタマーセンター
TEL

0120-00-1144（フリーダイヤル）

※携帯電話・PHS からもご利用になれます
受付時間

10：00～21：00（年中無休）

◆ 現行の映像配信サービスのお客様のお問い合わせ先
（1）『ひかりＴＶ』への移行について
ひかりＴＶ カスタマーセンター （移行専用ダイヤル）
TEL

0120-806-036（フリーダイヤル）

※平成 20 年 6 月 30 日まで開設予定
※携帯電話・PHS からもご利用になれます
受付時間

10：00～20：00（土日祝も受付）

（2）現行の映像配信サービスのサービス内容等について
「OCN シアター」のお客様

TEL

0120-539744（フリーダイヤル）

OCN シアター事務局

受付時間

「オンデマンド TV」のお客様

TEL

オンデマンドＴＶ カスタマーセンター

受付時間

「4th MEDIA」のお客様

TEL

ぷららダイヤル（4th MEDIA 専用）

携帯電話・PHS・公衆電話からの場合は

10：00～20：00（年末年始は除く）

0120-341616（フリーダイヤル）
10：00～20：00（年中無休）

009192-31（通話料無料）

03-5954-5313（通話料はお客様負担となります）
受付時間

平日

12：00～21：00

土日祝 12：00～19：00
（5/3～5、12/29～1/3 は休業）

