
 

 

平成 24 年 11 月 26 日 
各 位 

株式会社 USEN 
東日本電信電話株式会社 

 
家庭向け音楽放送サービス「USEN on フレッツ・マーケット」の提供開始について 
～国内最大級の音楽放送から厳選した番組を１パック 525 円（税込）でご家庭へ～ 

 
 

株式会社 USEN（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：中村 史朗、以下「USEN」）は、

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：山村 雅之、以下｢NTT 東日本｣）

と協業し、この度ご家庭内での音楽放送サービスを強化し、お手軽にご家庭のあらゆるシーンでお

楽しみいただける「USEN on フレッツ・マーケット」の提供を開始いたします。 
 
１．サービス提供の背景 
音楽市場においては携帯音楽プレイヤーやスマートフォン、タブレットへの音楽配信サービスが

加速度的普及を続けており、個人向けを中心に音楽視聴スタイルの多様化が進んでおります。 
こうしたことから、創業以来 50 年以上のノウハウを持ち、国内最大規模の音楽放送サービスを提

供する USEN は、950 万を超えるフレッツ光※１顧客基盤を持ち、家族みんなで簡単に使えるタブレ

ット端末「光 i フレーム 2」、「フレッツ・ミルエネ専用端末」※2、「フレッツ・マーケット※3」

等を提供する NTT 東日本と協業し、ご家庭のあらゆるシーンでお楽しみいただける音楽をお届けす

ることを目的に「USEN on フレッツ・マーケット」の提供を開始することにいたしました。 
 

 
                          音楽再生画面イメージ 

※1 「フレッツ光」について 

・「フレッツ光」とは、「フレッツ 光ライト」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光 WiFi アクセス」および「B フレッ

ツ」（いずれもインターネット接続サービス）の総称です。 



 

 

※2 「光 i フレーム 2」、「フレッツ・ミルエネ専用端末」について 

・NTT 東日本が提供するタブレット端末の名称です。 

各端末についての詳細は公式ホームページ（「光 i フレーム 2」：http://flets.com/iframe2/ 、「フレッツ・ミルエネ専用端末」：

http://flets.com/eco/miruene/ ）をご覧ください。 
※3 「フレッツ・マーケット」について 

・「フレッツ・マーケット」は「光 i フレーム 2」等の「フレッツ・マーケット」対応端末を利用して、暮らしに便利なアプリを

ダウンロードできるコンテンツ配信サービスの名称です。 

「フレッツ･マーケット」についての詳細は公式ホームページ（http://flets.com/iframe2/fletsmarket.html ）をご覧ください。 

 
 
２．サービスの内容 

USEN の音楽放送サービスを、「フレッツ・キャスト※4」を通じて「フレッツ 光ネクスト」をご

契約のお客様に配信し、タブレット端末「光 i フレーム 2」または｢フレッツ・ミルエネ専用端末」

と「フレッツ・マーケット」をご利用することで視聴できる、ご家庭向けのサービスです。USEN
が提供する豊富なチャンネルの中から、特に人気の高いものを厳選し、月額 525 円/パッケージ（税

込）でご利用いただけます※5。 
これにより、ご家庭内で場所を選ばず、大変お手軽な料金で USEN の音楽放送サービスをご利用

いただくことが可能となります。 
 
※4 「フレッツ・キャスト」について 

・コンテンツプロバイダ様が提供する映画・音楽等のコンテンツを、「フレッツ 光ネクスト」をご契約のお客様に配信するサービ

スの名称です。 

「フレッツ・キャスト」についての詳細は公式ホームページ（http://flets.com/cast/ ）をご覧ください。 
※5 「USEN on フレッツ･マーケット」について 

・チャンネルラインナップ等についての詳細は公式ホームページ（http://www.usen.com/app/ ）をご覧ください。 
なお、本サービスでは、ミュージックビデオ等の映像をご覧いただくことはできません。 

 
【本サービスの特徴】 
（1） 「USEN on フレッツ・マーケット」向け特別音楽パックの提供 

USEN がご家庭向けに厳選した人気チャンネルラインナップを、例えば家事をしながら、リ

ビングでくつろぎながら、あるいは、フレッツ・ミルエネでご家庭の電力利用量を見ながら等、

ご家庭内のあらゆるシーンでお楽しみいただけます。 
 

≪2 つの音楽パック≫ 
‐ベーシック・パック 全 14 チャンネル 

J-POP・K-POP・洋楽・アニメの週間ヒットチャート、世代別のヒット曲からジャズ、ボサ

ノヴァ、クラシックまで幅広いジャンルをお届けします。 
 

‐J-POP スペシャル・パック 全 10 チャンネル 
サザンオールスターズ、松任谷由実、EXILE の名曲が聴けるアーティストチャンネル、話題

の最新 J-POP やラヴバラード、季節の J-POP やライヴ等贅沢にお届けします。 
 



 

 

≪楽しみかたのご提案≫ 
・ 毎朝の快適なお目覚めには、音楽に小鳥のさえずりをのせて 
・ 毎日の家事を楽しむために音楽で彩を 
・ 音楽で毎日の生活に潤いを 
・ 読書や語らいの傍らに音楽を添えて 
・ 大切な人との想い出に浸りながら 
・ 家族団らん！お子様の大好きなキッズソングを 
・ ヒーリングミュージックで一日の疲れを癒す快適な睡眠へ 

 

    

 
 
（２）場所を選ばない利用スタイル 

無線 LAN で接続する「光 i フレーム 2」、「フレッツ・ミルエネ専用端末」でのご利用によ

り、ご家庭のどこにいても音楽を楽しむことができます。 
 
（３） シンプルな操作 

操作画面はチャンネル選択とボリューム調節のみのシンプルな画面で、どなたでも簡単に操作

できます。 
 



 

 

（４） 簡単・安心な購入決済 
「フレッツ・まとめて支払い※6」をご利用いただくことで、「フレッツ光」の月額利用料金と

あわせてご利用料金をお支払いただくことができます。 
 
※6 「フレッツ・まとめて支払い」について 

・インターネット上で購入した映像・音楽等の情報サービスや商品等の購入代金等を「フレッツ光」の月額利用料金とあわせてお

支払いいただくことができるサービスの名称です。 

 「フレッツ・まとめて支払い」についての詳細は公式ホームページ（http://flets.com/payment/）をご覧ください。 

 
 
３．「USEN on フレッツ・マーケット」の音楽パックのご利用料金 
２つの音楽パックをご提供いたします。 
ベーシック・パック  ： 月額 525 円(税込) 
J-POP スペシャル・パック  ： 月額 525 円(税込) 

 
 
４．ご利用条件 
ご利用にあたっては、「フレッツ 光ネクスト」、「光 i フレーム 2」または｢フレッツ・ミルエネ

専用端末」、「フレッツ・マーケット」のご契約および、本サービスに対応したルーター※7 が必要

となります。 
 

※7 本サービスに対応したルーターについて 

・平成 24 年 11 月 26 日現在、「本サービスに対応したルーター」は、マルチキャストサービス対応の「ひかり電話ルーター」と

なります。「ひかり電話ルーター」は「ひかり電話」をご利用のお客さまへ NTT 東日本よりレンタルにてご提供しています。今

後、対応ルーターについては拡大する予定です。 

 「ひかり電話」についての詳細は公式ホームページ（http://flets.com/hikaridenwa/）をご覧ください。 

 
 
５．提供開始日 
平成 24 年 12 月 1 日（土） 

 
 
６．お申込方法 
「フレッツ・マーケット」に加入した「光 i フレーム 2」または「フレッツ・ミルエネ専用端末」

で「USEN on フレッツ・マーケット」をインストールし、アプリ内で音楽パックを購入します。 
 

【「フレッツ 光ネクスト」「光ｉフレーム 2」等のお問い合わせ、お申し込み先】 
電話によるお問い合わせ、お申し込み先 ： 0120-116116 
営業時間：午前 9:00～午後 7:00 土日・祝日も営業 
（年末年始 12 月 31 日～1 月 3 日を除きます） 

WEB によるお問い合わせ、お申し込み先 ： http://flets.com/ 
 



 

 

【別紙】チャンネルラインナップ一覧 
 
 
【報道機関からのお問い合わせ先】 
 
＜株式会社 USEN＞ 
〒107-0061 東京都港区北青山三丁目１番２号 
広報担当 松本 TEL: 03-6823-7012 FAX:03-6741-4613 
Email：public-relations@usen.co.jp 
 
＜東日本電信電話株式会社＞                   
〒163-8019 東京都新宿区西新宿 3-19-2 
コンシューマ事業推進本部 ブロードバンドサービス部  奥津、佐藤  TEL：03-5359-9031 
Email：ipisp@bbs.cbh.east.ntt.co.jp 

 
 

※電話番号をお確かめのうえ、お間違いないようにお願いいたします。 
このニュースリリースに掲載されている製品情報や問い合わせ先等は、発表日現在の情報です。 
発表日以降に変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。 

 



ベーシック・パック 【全14チャンネル】 ラインナップ

# チャンネル名

1 週間HIT J-POP USEN 総合チャート

2 週間HIT 洋楽 USEN 総合チャート

3 週間HIT K-POP USEN 総合チャート

4 週間HIT アニメ USEN 総合チャート

5 R30 Hits

6 R40 Hits

7 R50 Hits

8 みんなだいすき♪キッズ・ソング

9 スロウ・ボサノヴァ ～シエスタ～

10 スロー・ジャズ

11 ヒーリング・ベスト・セレクション

12 モーニングBGM （小鳥の声入）

13 やさしいクラシック

14 美・食・健・音～くらしの音楽サプリ～

【別紙】

# チャンネル名

1 最新☆J-POP

2 アーティスト特集 MONTHLY J-POP

3 歌謡☆ヒットパレード

4 ラヴバラード J-POP

5 季節のJ-POP ベスト・セレクション

6 J-POP 2000’s Hits

7 サザンオールスターズ

8 松任谷由実

9 EXILE TRIBE

10 ライヴ・スペシャル～邦楽～

J-POPスペシャル・パック 【全10チャンネル】 ラインナップ




