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U-NEXT for メガ・エッグ サービス 利用規約 

 

 

（本規約の適用） 

第１条 本規約は、株式会社 エネルギア・コミュニケーションズ（以下「当社」といいます。）が提供

する「U-NEXT  for メガ・エッグ」サービス（以下「本サービス」といいます。）について定めます。 

２ 当社は、本規約に基づき本サービスを提供するものとします。 

 

（本規約の変更） 

第２条 当社は都合により本規約を変更することがあります。この場合、本サービスの提供条件は変更

後の規約によります。 

２ 本規約の変更は、当社のウェブサイトに掲載する方法により行われ、当該変更内容が掲載された日

の翌日から7 日間が経過した時にその効力を生じるものとします。 

３ 本サービスの利用者が、約款の変更の効力が生じた後に本サービスを利用した場合には、変更後の

規約のすべての記載事項ついて同意したものとみなします。 

 

（本サービスの定義） 

第３条 契約者は、「本サービス」に申し込むことにより、本規約別表に定めるサービスについて、当

社が指定する各種利用規約に同意のうえ利用できるものとします。 

２ 株式会社 U-NEXT（以下、「U-NEXT 社」といいます。）はユーネクストサービス利用のため契約

者に対してポイントを発行することがあります。ポイントの有効期間は発行日から起算して 90 日間

とし、期間満了までに費消されていないポイントは理由のいかんを問わず消滅するものとします。 

３ ポイントは譲渡できないものとします。 

４ 本サービスは、インターネット環境と対応デバイスがあればご利用可能です。ただし、日本国内で

のご利用に限ります。 

 

（アカウント） 

第４条 契約者が本サービスを利用するためには、アカウントを使用するものとします。 

２ 本サービスで使用可能なアカウントには、本サービス利用契約成立時に当社が契約者に付与する主

契約アカウントと契約者自身の別途の申込みに従い当社が付与するファミリーアカウントがあります

（以下、主契約アカウントおよびファミリーアカウントを個別にまたは総称して「アカウント等」と

いいます）。本サービスの利用にあたり契約者は、同居の親族（ただし、当社の認める範囲に限ります）

のためファミリーアカウントを3個まで申込むことができます。契約者以外の者がファミリーアカウ

ントの申込みをすることはできません。 

３ ファミリーアカウントの付与および利用は、契約者がそのファミリーアカウント使用者に本規約を

遵守させることを条件とします。ファミリーアカウント使用者による本サービスの利用は、理由の如

何を問わず、契約者による本サービスの利用とみなし、ファミリーアカウント使用者が本規約を同意

したものとして取扱います。当社は、その裁量によりいかなる理由でもファミリーアカウントの申込

みを拒否する権利、ファミリーアカウントの使用を停止する権利およびファミリーアカウントを削除



 2 

する権利を保有します。 

 

４ 契約者は、アカウント等を第三者に販売、譲渡等をしてはならないものとします。契約者は、アカ

ウント等の盗難または第三者による不正使用の事実を知った場合、直ちにその旨を当社に連絡するも

のとします。その場合において、当社から指示がある場合、契約者は当社の指示に従うものとします。 

５ 当社は、前項に定めるアカウント等の販売、譲渡等が行われた場合またはその恐れがあると当社が

認めた場合、もしくは一定期間ファミリーアカウントが使用されていないと当社が認めた場合、該当

するアカウント等を一時的に利用停止しまたは削除することがあります。また、主契約アカウントが

削除された場合、関連するファミリーアカウントも同時に削除されます。 

６ 契約者は、当社所定の方法により、ファミリーアカウントにアクセスすることができ、ファミリー

アカウントの利用（有料サービスおよびコンテンツ・サービスへのアクセス等）について、当社所定

の方法により、制限を設けることができます。ファミリーアカウントの使用について当社から契約者

またはファミリーアカウント使用者に対し通知を送る場合があります。契約者は、ファミリーアカウ

ント使用者の一切の行為（ユーネクストビデオサービス（コンテンツ・サービスの利用、ＰＰＶの購

入等）およびその他当社が随時指定するユーネクストサービスを含みますが、これらに限定されませ

ん。）に対して、契約者の故意過失および当該ファミリーアカウント使用者の個別の行為についての契

約者の認識の有無に関わらず、金銭の支払いその他一切の債務を含め、すべての責任を負うこととな

ります。 

７ 契約者はアカウント等（パスワード、その他当社が指定する情報を含みます。以下同じ。）を自己の

責任において管理するものとし、アカウント等の不正使用が行われないよう、その情報を適切に保管

する義務を負うものとします。アカウント等について使用上の誤り、本規約に基づくアカウント等の

利用停止、削除その他何らかの理由により契約者に損害が生じても、当社は一切責任を負わないもの

とします。なお、アカウント等が使用された場合は、該当する契約者またはファミリーアカウント使

用者による使用とみなすものとします。 

８ 契約者が、契約者以外の情報を登録してファミリーアカウントの申込みをする場合には、本規約の

内容および当社が第三者に対し、個人情報を開示することにつきファミリーアカウント使用者の同意

を得た上で、ファミリーアカウント使用者に関するすべての必要情報を提供し、当該申込みを行って

頂きます。 

９ コンテンツやサービスの種類によっては、ファミリーアカウントではアクセスできないようになっ

ている場合もあります。 

10 アカウント等を利用して同一のコンテンツを同時に視聴または利用することはできないものとし

ます。 

 

（本サービスの利用申込） 

第５条 本サービスの利用を希望する方は、本規約の内容を承諾し、当社所定の手続きを経たうえで、

当社に申込むものとします。 

２ 本サービスへのお申込み、およびご利用は個人名義、個人利用に限ります。また本サービスの第三者へ

の譲渡、売買、レンタル、リース、貸与など、商用目的での使用はできません。 

３ プログラムガイドの購読を希望する方は、プログラムガイドのオプションを申込むものとします。 
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（利用申込の承諾） 

第６条 当社は、本サービスの申込みがあった場合には、原則受付けた順序に従って承諾します。 

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用を申込んだ方が、次のいずれかに該当すると

当社が判断した場合、その利用申込を承諾しないことがあります。 

 （１）本サービスを提供することが技術上、著しく困難なとき。 

 （２）本サービスの利用を申込んだ方が実在しないときまたはそのおそれがあるとき。 

 （３）本サービス利用を申込んだ方が当社サービス契約者でないとき。 

 （４）申込時に虚偽の事項を申告したとき。 

 （５）当社の業務運営上その申込を承諾することが著しく困難なとき。 

 （６）その他、本サービスの利用を申込んだ方が本サービスを利用することについて不適当であると

き。 

 

（本サービスの利用開始日） 

第７条 当社が本サービスを利用するためのＩＤ・パスワードを発行した日が利用開始日となります。 

なお、メガ・エッグ光ネットの新規申込時に本サービスを申込された場合は開通日の翌日が利用開始 

日となります。 

（利用契約の解除） 

第８条 契約者が本サービスを解除しようとするときは、当社ホームページから申込んでいただきます。

なお、当該申込みは当社が受付けた日をもって、本サービスの解除を行います。 

２ 本サービスの最低利用期間はありません。また、解約違約金もありません。 

 

（本サービスの利用停止） 

第９条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、６ヶ月以内で当社が定める期間、本サービ

スの利用を停止することがあります。 

 （１）料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。 

 （２）本規約に反する行為であって、本サービスに関する業務の遂行または当社の電気通信設備に支

障を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき。 

２ 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめ、その理由、利用停止

する日及び期間を契約者に通知します。 

 

（当社が行う利用契約の解除） 

第10条 当社は、第９条（本サービスの利用停止）の規定により本サービスの利用を停止された契約者

がなおその事実を解消しない場合は、本サービスの契約を解除することがあります。 

２ 当社は、本サービスの契約者が第９条（本サービスの利用停止）第１項各号の規定のいずれかに該

当する場合に、その事実が本サービスに関する業務の遂行または当社の電気通信設備に特に著しい支

障を及ぼすと認められるときには、前項の規定にかかわらず、本サービスを利用停止しないで本サー

ビスの契約を解除することができるものとします。 

３ 当社は前２項の規定により本サービスを解除しようとするときは、あらかじめ、契約者にそのこと

を通知します。 
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４ 当社は、契約者がメガ･エッグサービスの契約を解除したときは、本サービスの契約を解除します。 

 

（契約者の通信料金等） 

第11条 本サービスを利用するために必要な電気通信回線の通信料金等は、利用料には含まれず、契約

者が別途これを負担するものとします。 

２ 契約者は、本サービスを利用するために必要な機器類（テレビを含みます。）および電気通信回線へ

の接続の準備ならびにこれらの維持管理を自らの責任と負担で行うこととします。 

 

（本サービス提供の終了） 

第12条 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの

提供を終了することがあります。 

２ 当社は、前項の規定により、本サービスの契約を解除しようとするときは、あらかじめ、契約者に

そのことを通知します。 

 

（債権譲渡） 

第13条 契約者は、契約者がU-NEXT 社との間で締結するU-NEXT 社に関する契約に基づく債権の

全部を、U-NEXT社が当社に対して譲渡することを合意するものとします。 

  また、当該譲渡は、U-NEXT社が当該契約者に対して当該債権を取得した時点で、その都度行われ

るものとします。なお、契約者は、当該譲渡に基づき、当社から当該契約者に対して、当該債権に本

サービスが適用された料金に関する請求が行われることを合意するものとします。 

 

（料金） 

第14条 契約者は、その契約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日を含む暦月の翌月から

起算して、契約の解除があった日を含む暦月までの期間（提供を開始した月と解除した月が同一の月

である場合は、１ヶ月とします。）について、別表１に定める月額利用料を毎月支払うものとします。 

２ 解約月の利用料金は、日割り計算しません。 

３ 契約者は本サービスを提供した日を含む月に、別表１に定める初期登録料を支払うものします。 

４ 当社は「キャンペーン特典」等により本サービスを提供することがあります。「キャンペーン特典」

等で本サービスを提供する場合、課金開始日や月額利用料等の具体的は提供条件については、本条各

項の定めにかかわらず、当社が別途規定する「キャンペーン特典」等に関する要項の定めを適用する

ものとします。 

 

（料金の支払い） 

第15条 契約者は、第14条の料金について、当社が指定する期日までに、当社所定の方法により支払

うものとします。 

 

（端数処理） 

第16条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、その端

数を切り捨てます。 
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（延滞利息） 

第17条 契約者は、料金その他の債務（延滞利息を除きます。）について支払期日を経過してもなお支

払いがない場合には、支払期日の翌日から支払い日の前日までの期間について、年14.5％の割合で計

算して得た額を延滞利息として、当社が別に定める方法により支払うものとします。 

  ただし、支払期日の翌日から計算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありませ

ん。 

 

（適用関係） 

第18条 契約者は、本サービスの利用に関して、本規約に規定なき事項については、U-NEXT社が定

めるサービス利用規約およびその他の規約の定めが適用されることに同意するものとし、本規約の解釈

に疑義が生じた場合には、契約者および当社は信義誠実を旨とし両者協議のうえ解決するものとします。

尚、本規約の内容がサービス提供事業者の定めるサービス利用規約またはその他の規約の内容と矛盾・

抵触する場合には、本規約の内容が優先的に適用されるものとします。 
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【別表１】 

 

サービス名 料金額（税込み） 説明 適用規約・約款 
サービス提供 

事業者 

U-NEXT 

for 

メガ・エッグ 

０円 

ユーネクストサービスのご

利用に必要となる 

プラットフォーム 

 

U-NEXT 

for 

メガ・エッグ 

サービス 

利用規約 

 

 

株式会社エネルギ

ア・コミュニケーシ

ョンズ 

月額プラン 

 

2,189 円 

 

月々利用料をいただく 

映像配信サービス 

ユーネクストビデオ

サービス利用規約 
株式会社U-NEXT 

ペイ・パー・ビュー 

サービス 
都度購入 

ご利用ごとに料金を 

いただくサービス 

ユーネクストビデオ

サービス利用規約 
株式会社U-NEXT 

プログラムガイド 
定期購読料： 

367 円/月 

ユーネクストサービス 

で視聴可能な番組等を 

ご案内する月刊誌の 

定期購読サービス 

－ 株式会社U-NEXT 

電子書籍配信 

サービス 
都度購入 

ご利用ごとに料金を頂く電

子書籍サービス 

ユーネクスト電子書
籍配信 

サービス利用規約 
株式会社U-NEXT 

ポイントバックプロ

グラム 

月額利用料： 

0 円 

ポイント以外のお支払方

法でご利用いただいた 

お支払金額の最大40%を

ポイントで還元する 

サービス 

ポイントバックプログ

ラム利用規約 
株式会社U-NEXT 

※ユーネクスト利用規約は、すべてのサービスに適用されます。 

※本規約の内容が U-NEXT 社が定めるサービス利用規約またはその他の規約の内容と矛盾・抵触する

場合には本規約が優先的に適応されるものとします（第19条）。 

    

・ １本の視聴ごとに課金される、PPV（ペイ・パー・ビューサービス）等、都度購入の申込みを行う

サービスを利用する場合は、別途費用が発生します。 

・ メガ・エッグ 光ネット（ホームライトを除く）またはメガ･エッグ モバイルと同時利用いただくこ

とで、料金請求時にメガ・エッグ月額利用料を110円（税込み）減額いたします。 
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附則（平成25年9月26日 コ企540号） 

（実施期日） 

 本規約は平成25年10月1日から実施します。 

 

附則（平成25年11月29日 コ企732号） 

１．この改定規定は、平成25年12月2日から実施します。 

 

附則（平成26年1月31日 コ企949号） 

１．この改定規定は、平成26年2月1日から実施します。 

 

附則（平成26年3月XX日 コ企1131号） 

１．この改定規定は、平成26年4月1日から実施します。 

 

附則（平成26年5月30日 営サ16号） 

１．この改定規定は、平成26年6月1日から実施します。 

 

附則（平成26年7月29日 営サ35号） 

１．この改定規定は、平成26年8月1日から実施します。 

 

附則（平成28 年3 月28日 営サ120 号） 

１．この改定規定は、平成28 年4 月1 日から実施します。 

 

附則（平成28年12月22日 コ企サ53号） 

１．この改定規定は、平成29年1月1日から実施します。 

 

附則（平成29年6月21日 コ企サ30号） 

１．この改定規定は、平成29年6月27日から実施します。 

 

附則（平成31年2月14日 コ企サ117号） 

１．この改定規定は、平成31年2月14日から実施します。 

 

附則（令和2年1月10日 コ企サ19-111号） 

１．この改定規定は、令和2年2月1日から実施します。 

 


