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第 1 条（目的） 

イオンシネマ WEB スクリーン powered by U-NEXT 利用規約（以下「本規約」といいます）

は、イオンエンターテイメント株式会社（以下と「当社」といいます）が提供する本サービ

ス（第２条第１号に規定します）をご利用いただく際の契約内容を定めることを目的としま

す。本規約にご同意いただけない場合は、当社が提供する本サービスをご利用いただけませ

ん。 

 

第 2 条(用語の定義) 

本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用語 用語の意味 

（１）本サービス 当社またはサービス提供事業者が提供するサービスの総称 

（２）利用者 本サービスを利用する全てのお客さま 

（３）会員 利用者のうち、当社と本サービス利用契約を締結したお客さま 

（４）ファミリーアカ

ウントユーザー 

利用者のうち、サービス提供事業者規約（第３条に定めます。）

に基づき発行されたファミリーアカウントを用いて本サービス

を利用するお客さま（ただし、Ｕ－ＮＥＸＴ会員の同居の親族

のうち当社が認めるお客さまに限られます）。 

（５）本コンテンツ 映画、テレビ番組、音楽、電子書籍およびその他本サービスに

よって提供されるコンテンツの総称。 

（６）イオンシネマ

WEB スクリーン 

powered by U-NEXT プ

ラットフォーム 

イオンシネマ WEB スクリーン powered by U-NEXT ID を利用し

てイオンシネマ WEB スクリーンサービスの提供を受けるために

当社が提供する設備一式 

（７）イオンシネマ

WEB スクリーン 

powered by U-NEXT プ

ラットフォームサービ

ス 

当社が指定するプラットフォームを使用することにより、イオ

ンシネマ WEB スクリーンサービスに対するアクセスを可能とす

るサービスの総称 

（８）イオンシネマ

WEB スクリーン 

powered by U-NEXT ア

カウント 

本規約の定めに従い会員に当社が発行するアカウント 

（９）イオンシネマ

WEB スクリーンサービ

ス 

イオンシネマ WEB スクリーン powered by U-NEXT プラットフォ

ームサービスを通じてアクセス可能となる、本規約別紙に定め

る各サービスの総称 

 



第 3 条（本サービスの定義） 

利用者は、本サービスを利用することによって、イオンシネマ WEB スクリーンサービスに対

するアクセスが可能になるものとします。なお、イオンシネマ WEB スクリーンサービスは、

当社とは別個独立に、各サービスの提供事業者（以下「サービス提供事業者」といいます。）

が利用者に対して提供するものとします。イオンシネマ WEB スクリーンサービスの利用規

約は、当社とは別個独立にサービス提供事業者と利用者の間で締結されるもの（「サービス

提供事業者規約」といいます。）であり、当社は当該サービスについて一切の責任を負いま

せん。なお、イオンシネマ WEB スクリーンサービスの利用条件は、本規約に定める他、サー

ビス提供事業者の定める条件に従うものとします。 

 

第 4 条（本規約の適用と範囲） 

利用者は、本サービスの利用により本規約に同意するものとします。なお、会員に適用され

るものとして記載されている部分については、会員のみに適用されます。 

 

第 5 条（本規約の変更） 

当社は以下の場合に、当社の裁量により本規約を変更することができます。 

（１）本規約の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき 

（２）本規約の変更が、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．前項に基づく本規約の変更にあたり、当該規約の変更を利用者に通知するものとします。 

３．本条第１項に当てはまらない本規約および個別規定等の変更は、事前に利用者に対して

通知を行います。当該通知後、利用者が本サービスを利用したことをもって、変更後の規約

に同意したものとみなし、変更後の規約が効力を生じるものとします。ただし、当該通知か

ら起算して３０日が経過しても何ら異議を申し立てない利用者も、当該規約の変更に黙示

的に同意したものとします。 

 

第 6 条(会員登録の申し込み) 

利用者による会員登録の申し込みは、本規約およびサービス提供事業者規約等に同意のう

え、当社所定の方法により行うものとします。 

2．会員登録の申し込みは、1 名の自然人からの申し込みに限り受け付けるものとし、その

他の申込者（法人、その他社団、組合等を含む。）からの申し込みは受け付けません。 

 

第 7 条(本サービスの利用) 

1．本規約が原因のいかんを問わず終了した場合、本規約の終了と同時に、本サービスを経

由したイオンシネマ WEB スクリーンサービスの利用に関する全ての契約（「サービス提供

事業者規約」を含む）が自動的に解約されるものとし、会員が当該解約により被る不利益に



ついて当社は一切責任を負いません。 

2．サービス提供事業者がサービス提供事業者規約に基づき提供するイオンシネマ WEB ス

クリーンサービスの種類、料金は本規約別紙に定めるとおりとします。本サービスおよび本

サービスを経由してアクセスが可能となるサービスのラインナップ、内容等は、変更または

終了する場合があります。その場合、当社はその責任を負わないものとします。 

3．サービス提供事業者がサービス提供事業者規約に基づき提供するイオンシネマ WEB ス

クリーンサービスについて、利用者の利用回線の種別、対応デバイスの種別、その他契約内

容等により、提供内容が制限される場合があります。その場合であっても、本サービスの利

用の対価として、当社が別途規定する利用料(以下、「利用料」といいます。)に変更は生じな

いものとします。 

 

第 8 条(支払方法) 

会員は、本規約別紙に規定する利用料およびその他の料金を当社が定める方法により支払

いを行うものとします。 

 

第 9 条(免責） 

当社は、本サービスおよび本コンテンツに事実上または法律上の瑕疵（安全性、信頼性、正

確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーや

バグ、権利侵害などを含みますがこれに限りません。）がないことを明示的にも黙示的にも

保証しません。当社は、利用者に対して、かかる瑕疵を修補して本サービスを提供する義務

を負いません。 

2．当社は、利用者への事前の予告なく、本コンテンツにつき、自己の裁量により配信を中

止することがあり、利用者は予めこれを了承するものとします。当社は、配信の中止により

利用者に生じたいかなる損害、損失等につきましても、一切責任を負わないものとします。 

3．当社は、本規約に定めがあるもののほか、本サービスの利用に関連して当社の責めに帰

さない事由により利用者に発生した損害、本サービスの提供に必要な設備又はシステム等

への第三者による不正侵入、本規約に基づく本サービスの一時停止もしくは利用制限、本規

約の変更、または契約解除により利用者が被った損害、および当社の責めに帰すべからざる

事由により第三者との間で生じたトラブルに起因して利用者が被った損害に対して、いか

なる責めも負いません。 

4．当社は、本サービスの利用に関連して当社が利用者に対し損害賠償責任を負う場合、損

害賠償の範囲は、特に定めがない場合は、当該利用者に現実的に発生した直接かつ通常の損

害の範囲に限られ、逸失利益、当社の予見の有無を問わず発生した特別損害、付随的損害、

間接的損害その他の拡大損害については責任を負わず、当該損害が発生した月に当該利用

者から当社が受領した本サービスに関する利用料の額を上限とします。 

5．当社は、利用者その他のいかなる者に対しても本サービスの提供に必要な設備の不具合・



故障、第三者による不正侵入、商品取引上の紛争、その他原因のいかんを問わず、いかなる

責任も負わないものとします。 

6．当社は、本サービスおよび本サービスにより提供される情報に関して、その完全性、正

確性、有用性等に関するいかなる保証も行いません。 

7．当社は、本サービスを通じて利用者または第三者が取得した情報等の利用結果について

のいかなる保証も行わず、また損害賠償も行いません。 

8．天災、事変その他の不可抗力により、当社が本サービスを提供できなかったときは、当

社は、その損害について一切の責任を負わないものとします。 

9．利用者が本コンテンツを日本国外に持ち出した場合において、各国の法令、当該地域の

宗教、文化、慣習等への抵触により生じた問題につき、利用者は自らの責任で対処するもの

とし、当社は、当該問題への対処、サポート、補償等を一切行いません。 

10．イオンシネマ WEB スクリーンサービスは、当社とは別個独立にサービス提供事業者が

利用者に対して提供するものであり、イオンシネマ WEB スクリーンサービスの利用契約

は、当社とは別個独立にサービス提供事業者と利用者の間で締結されるものであり、当該サ

ービスについて、当社は、その完全性、正確性、有用性等に関するいかなる保証も行わず、

その利用結果およびその他一切の事由につき責任を負わないものとします。 

 

第 10 条（利用にかかわる禁止行為） 

１．利用者は、本サービスを利用するにあたり、次の各号に定める行為を行ってはならない

ものとします。 

（１）当社または第三者の著作権、商標権、意匠権、特許権、実用新案権その他知的財産権

を侵害する行為 

（２）当社または第三者の財産権、肖像権、パブリシティ権、人格権、名誉権、プライバシ

ー権等を侵害する行為 

（３）公序良俗に反する行為 

（４）法令に反する行為 

（５）犯罪的行為、犯罪的行為に結びつく行為および犯罪的行為を助長する行為 

（６）虚偽の情報を投稿する行為 

（７）当社のサーバーに過度の負担を及ぼす行為 

（８）本サービスの運営を妨害する行為 

（９）本サービスの本来のサービス提供目的とは異なる目的で利用する行為 

（１０）本サービスで提供されるコンテンツに施されたセキュリティ、ＤＲＭ等の技術的保

護手段を削除、回避、または無効化する行為 

（１１）当社または第三者に不利益を与える行為 

（１２）当社または第三者に対する誹謗中傷、脅迫、嫌がらせを行う行為 

（１３）第三者を差別または差別を助長する行為 



（１４）第三者の承諾なく個人情報またはプライバシー情報を収集し、公開する行為 

（１５）利用者または第三者の営業に関する宣伝を目的として本サービスを利用する行為 

（１６）ねずみ講、マルチ商法を勧誘する目的で本サービスを利用する行為 

（１７）本サービスの外に接続するリンクを投稿する行為 

（１８）当社の業務に支障をきたす行為 

（１９）虚偽の情報を本サービスに登録する行為 

（２０）本規約または個別規定等で禁止する行為 

（２１）本サービスの日本国外での利用および利用を目的とした技術の使用 

（２２）利用者として有する権利を第三者へ譲渡、使用許諾若しくは売却する行為または担

保に供する行為 

（２３）本サービスを利用して第三者に新たなサービスを提供する行為。 

（２４）本コンテンツをコピー、ストリームキャプチャ、複製、複写、配信、アップロード、

上映、放映、その他コンテンツの著作権を侵害する全ての行為 

（２５）営利目的か否かに問わず、本コンテンツを用いて、事業を行う行為 

（２６）本コンテンツの二次的著作物や本コンテンツをベースとした素材を作成する行為 

（２７）その他当社が不適切と判断する行為 

2．前項の禁止行為に該当するか否かの判断は、当社がその裁量により行うものとし、当社

は当社の判断について何らの説明責任をも負わないものとします。 

3．利用者が本条に定める禁止行為を行ったことにより被った損害につき、当社は、いかな

る責任も負いません。 

4．利用者は、利用者として有する権利の第三者への譲渡、使用許諾、売却または利用者と

して有する権利に対する質権の設定等当該権利を担保に供する行為を行ってはならないも

のとします。 

 

第 11 条(アカウント） 

会員が本サービスを利用するためには、イオンシネマ WEB スクリーン powered by U-

NEXT 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、会員登録の申込時に当社が会員に付与する主

契約アカウントと会員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「イオ

ンシネマ WEB スクリーン powered by U-NEXT アカウント等」といいます）。本サービス

の利用にあたり利用者は、同居の親族（但し、当社の認める範囲に限ります）による本サー

ビス利用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。会員以外の者が

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、会員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、理由のいかんを問わず、会員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する権利を保有します。 

4．会員は、イオンシネマ WEB スクリーン powered by U-NEXT アカウントを第三者に販

売、譲渡等をしてはならないものとします。会員は、イオンシネマ WEB スクリーン 

powered by U-NEXT アカウント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、

会員は当社の指示に従うものとします。 

5．当社は、前項に定めるイオンシネマ WEB スクリーン powered by U-NEXT アカウント

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、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、もしくはその他当社が必要と認

める場合、該当するイオンシネマ WEB スクリーン powered by U-NEXT 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．会員は、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、当社から会員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。会員は、ファミリーアカウント使用者の一切の行為（（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イオンシネマ WEB スクリーンサー

ビスを含みますが、これらに限定されません。）に対して、会員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会員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．会員はイオンシネマ WEB スクリーン powered by U-NEXT アカウント（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、イオンシネマ WEB スクリーン powered by U-NEXT アカウント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。イオンシネマ WEB スクリ

ーン powered by U-NEXT アカウントについて使用上の誤り、本規約に基づくイオンシネ

マ WEB スクリーン powered by U-NEXT アカウントの利用停止、削除その他何らかの理

由により会員またはファミリーアカウント使用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、イオンシネマ WEB スクリーン powered by U-NEXT アカウ

ントが使用された場合、該当する会員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．会員が、会員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利用できない場合

もあります。 

10．コンテンツやサービスの種類によっては、各アカウントでの利用にあたり、アカウント

毎に購入または契約が必要となる場合があります。 

11．同一の主契約アカウントまたはファミリーアカウントを利用して複数機器を用いた同

時視聴または利用を行うことはできないものとします。また、同一の主契約アカウントに基

づく、イオンシネマ WEB スクリーン powered by U-NEXT アカウント（当該主契約アカ

ウントを含みます。）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。 

 

第 12 条(Cookie 等属性情報について) 

当社は、本サービスにおいて以下各号の目的のため、ＣｏｏｋｉｅまたはＡｃｔｉｖｅＸ等

により利用者およびファミリーアカウントユーザーの情報およびアクセス履歴等の属性情

報を収集ならびに使用します。 

（１）本コンテンツを円滑に提供するため 

（２）利用者およびファミリーアカウントユーザーの興味、嗜好等の属性情報に基づき本サ

ービスにおいて、バナー広告または動画広告等の送信、表示等を含む様々な方法により、当

社または第三者の商品・サービスの広告宣伝行為を行うため 

（３）本サービスを利用している人数または通信のトラフィック量を調査するため 

（４）利用者およびファミリーアカウントユーザーが本サービスをより円滑に使用し、かつ、

当社からの情報伝達をより円滑に行うため 

（５）本サービスの内容等を改善するため 

2．本サービスの運営に際して、当社が利用者およびその他お客様から取得する個人情報は、

本サービスの運営のために利用する他、本規約の有効期間中であると終了後であるとを問

わず、当社の定める「個人情報の取扱いについて」の定めに従い、取り扱うものとします。

本サービスの利用を希望するお客様は、「個人情報の取扱いについて」を予め承諾の上、本

サービスの利用申し込みを行うものとみなします。 

 

第 13 条(補償) 

利用者は、本サービスの利用、利用者による本規約もしくは個別規定等の違反を原因とする

知的所有権その他の権利の侵害に起因する第三者からの請求(合理的な弁護士費用を含みま

す。)について、利用者自身が一切の費用と責任においてこれを解決するものとし、当社、

当社の関係会社または当社を含む本サービスの提供者等に損害を被らせないこととし、会

員資格を喪失した後も同様とします。 



 

第 14 条(その他) 

本規約のいずれかの規定が法律に違反していると判断された場合、無効または実施できな

いと判断された場合であっても、当該条項以外の規定は、引き続き有効かつ実施可能としま

す。 

2．本規約から生じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を会員に対して明示的に通知

しない限り、放棄されないものとします。 

3．本規約は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本規約も

しくは本サービスに関する紛争または本サービスに基づいて生じる一切の権利義務に関す

る紛争は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所のみをもって第一審の専属管轄裁判所と

します。 

4．本サービスに関する訴訟は、当該訴訟の原因が生じてから一年以内に提起されなければ

ならないものとします。 

5．当社は、本サービスの利用細則を随時定めることができ、サービス提供事業者規約に定

める方法でこれを利用者に通知するものとします。かかる利用細則は、本規約と一体のもの

として、利用者に適用されるものとします。 

6．当社は、当社が必要と認める場合、利用者に対する事前の通知をすることなく、本規約

を変更することができるものとし、サービス提供事業者規約に定める方法でこれを利用者

に通知するものとします。なお、かかる変更は、当社が別段の定めをしない限り、上記に定

める通知がなされた時点をもって効力を生じるものとします。 

 

第 15 条(ポイントの交換) 

本サービスを経由したイオンシネマ WEB スクリーンサービスの利用に関連して株式会社

U-NEXT（以下「U-NEXT」といいます。）が会員に対して発行するポイントについて、当

社は、会員の申し込みに基づきイオンシネマクーポンへの交換を認めることができます。ポ

イントのイオンシネマクーポンへの交換およびイオンシネマクーポンの利用は、当社が別

途定める条件に従うものとします。尚、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。 

 

第 16 条（適用関係） 

会員は、イオンシネマ WEB スクリーン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、サービス提供事業者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、会員および当社

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、本規約の内容が優先的に適用されるものとします。 

 

 

附則 

・本規約は平成 25 年 12 月 19 日より効力を有するものとします。 

制定日：平成 25 年 7 月 1 日 

改定日：平成 25 年 12 月 2 日 

改定日：平成 25 年 12 月 19 日 

改定日：平成 26 年 4 月 1 日 

改定日：平成 26 年 4 月 15 日 

改定日：平成 29 年 6 月 26 日 

改定日：2019 年 12 月 18 日



イオンシネマ WEB スクリーン powered by U-NEXT プラットフォームサービス利用規約  別紙 

 

「イオンシネマ WEB スクリーン powered by U-NEXT プラットフォームサービス」 

 

サービス名 説明 適用規約・約款 

イオンシネマ WEB スクリーン 

powered by U-NEXT プラッ

トフォームサービス 

イオンシネマ WEB スクリー

ンサービスのご利用に必要

となるプラットフォーム

サービス 

イオンシネマ WEB スクリー

ン powered by U-NEXT 

プラットフォームサービス利

用規約 

 
 
「イオンシネマ WEB スクリーンサービス」 
 
利用者は、前記のイオンシネマ WEB スクリーン powered by U-NEXT プラットフォームサービスにより、当社とは

別個独立に株式会社 U-NEXT が提供する以下のサービスにアクセスすることが可能となり、別途株式会社

U-NEXT が定める規約を締結の上、本規約および株式会社 U-NEXT が定める規約の定めに従い株式会社

U-NEXT が提供する当該サービスをご利用いただけます。ご利用開始日、課金開始月等については、それ

ぞれ適用される規約に定めるものとします。 
 

サービス名 価格 説明 適用規約 

月額会員向け 

ビデオサービス 

月額プラン 月額利用料 1,990 円（税抜） 月額会員継続期間中、

当社所定の動画コンテ

ンツが視聴可能となる

サービス。 

・ユーネクストビデオ

サービス利用規約 

・ユーネクスト利用規

約 

Apple 決済で申込みの場合 

月額利用料 2,440 円（税込） 

月額会員継続期間中及

び月額会員解約後から

次回更新日の前日まで

の間、当社所定の動画

コンテンツが視聴可能

となるサービス。 

無料ビデオサービス  月額利用料 0 円 利用者が会員登録を行

わずに、当社が提供す

るサイト内で動画を視

聴するサービス 

レンタル作品  別途課金画面で定める 会員が都度課金または

U-NEXT ポイントの消費

により、コンテンツ毎

に定められた期間視聴

可能となるサービス 



購入作品  別途課金画面で定める 会員が都度課金または

U-NEXT ポイントの消費

により、会員登録期間

中、当該コンテンツが

視聴可能となるサービ

ス 

雑誌読み放題サービス  月額利用料 500 円（税抜） 

※月額会員、その他当社所定

のサービス利用者は利用料に

含まれる。 

月額会員継続期間また

はオプション契約継続

期間中、当社が指定す

る電子書籍が閲覧可能

となるサービス 

・ユーネクスト電子書

籍配信サービス利用規

約 

・雑誌読み放題ポイン

トサービス利用規約 

・ユーネクスト利用規

約 

レンタル書籍  別途課金画面で定める 会員が都度課金または

U-NEXT ポイントの消費

により、電子書籍毎に

定められた期間閲覧可

能となるサービス 

・ユーネクスト電子書

籍配信サービス利用規

約 

・ユーネクスト利用規

約 

購入書籍  別途課金画面で定める 会員が都度課金または

U-NEXT ポイントの消費

により、会員登録期間

中、当該電子書籍が閲

覧可能となるサービス 

・ユーネクスト電子書

籍配信サービス利用規

約 

・ユーネクスト利用規

約 

無料書籍サービス  月額利用料 0 円 利用者が会員登録を行

わずに、当社が提供す

るサイト内で電子書籍

を閲覧するサービス 

・ユーネクスト電子書

籍配信サービス利用規

約 

・ユーネクスト利用規

約 

オプション NHK オンデマンド 別途購入画面で定める 日本放送協会（NHK）が

提供する、コンテンツ

の月額定額配信サービ

ス及び個別販売サービ

ス 

・NHK オンデマンド利

用規約 in U-NEXT 

SMART USEN 月額利用料 490 円（税抜） ・SMART USEN 利用規約 



SMART USEN 音楽

ch ポイントサー

ビス 

月額利用料 490 円（税抜） 月々利用料をいただく

サービス。自由に組み

合わせてお申し込みい

ただけます。 

・SMART USEN 音楽 ch

ポイントサービス利用

規約 

 

以上 

 

 


