
DAZN オプション重要説明事項 

 

DAZN オプションお申し込みにあたっての重要説明事項 

サービス名称： DAZN オプション  

サービス提供者：中部テレコミュニケーション株式会社  

サービス内容：DAZN サービスへの接続機能（DAZN Limited（以下、DAZN 社といいま

す。）が提供する機能と合わせて DAZN サービスの視聴が可能となります。）  

 

ご利用料金について 

〇月額プランサービス利用料：月額 3,700 円 

・コミュファ光ネットサービスとのセットで月額 110 円をコミュファ光ネット利用料から

割り引く DAZN セット割引を適用させていただきます。DAZN セット割引については、

DAZN オプション料金以外のコミュファ光ネットの料金発生時に適用させていただきます。 

・コミュファ光ネットの開通までの期間は、コミュファ光 DAZN オプションのご利用料金

を単独で請求させていただきます。 

〇年間プラン（一括払い）サービス利用料：30,000 円/年間 

・年間プランでは、ご契約の翌月利用分として翌々月に一括で 30,000 円をお支払いいただ

きます。 

・コミュファ光ネットサービスとのセットで月額 110 円をコミュファ光ネット利用料から

割り引く DAZN セット割引を適用させていただきます。DAZN セット割引については、

DAZN オプション料金以外のコミュファ光ネットの料金発生時に適用させていただきます。 

・コミュファ光ネットの開通までの期間は、コミュファ光 DAZN オプションのご利用料金

を単独で請求させていただきます。 

 

お申し込み承諾に関する制約事項 

1．DAZN サービスをご契約いただくには、以下(1)号または(2)号のいずれか、ならびに 

(3)号のすべてに当てはまることが必要です。  

(1) 当社インターネット接続サービスに新たにお申込みいただくと同時に、DAZN オプシ

ョンをお申込みいただきご利用される方。  

(2) 当社インターネット接続サービスにご加入いただいており、新たに DAZN オプション

をお申込みいただきご利用される方。  

(3)DAZN 社の定める利用規約（以下、「DAZN 社規約」といいます。URL: 

https://my.dazn.com/help/terms）に同意いただき、当社が定める方法にて、DAZN オプシ

ョンの利用登録をいただける方。  

2．DAZN オプションは、当社インターネット接続サービスのお申込みを利用開始前にキャ



ンセルされた場合、または当社インターネット接続サービスを解約された場合、解除されま

す。ただし、DAZN オプション年間プランについては、年間プラン利用期間が満了する日

をもって解除となります。 

 

提供内容について 

1． DAZN オプションの提供開始日は、当社から契約者に利用登録を案内するメールを送

付した日とします。「@commufa.jp」からのメール受信設定をお願いいたします。 

2． DAZN オプションは 1 契約者につき 1 契約とします。 

〇DAZN オプション月額プランをご契約の場合 

・DAZN オプション提供開始日の翌月の１日から DAZN オプションの月額利用料金を請

求します。 

・DAZN オプションを解約された場合、解約日を含む 1 か月分の DAZN オプション月額利

用料金を請求させていただきます。 

・DAZN オプションの月額利用料は日割り計算いたしません。 

〇DAZN オプション年間プラン（一括払い）をご契約の場合 

・DAZN オプション提供開始日の翌々月に DAZN オプションの年間利用料金を一括で請

求します。 

・年間プランの利用期間は DAZN オプション提供開始日を含む 13 ヶ月後の月末日までと

なります。（例えば 2022 年 4 月 15 日が提供開始日の場合は、2023 年 4 月 30 日までが契約

期間となります。） 

・年間プラン利用期間終了までに解約の申し出がない場合は、満了日の翌日（以下「更新日」

といいます。）に年間プラン契約が自動更新されます。この場合、更新日を含む月から起算

して 12 ヶ月後の月末日までを利用期間とします。 

・DAZN オプション年間プラン利用期間の途中で解約の申し出があった場合は、年間プラ

ン利用期間が満了する日をもって解約となります。DAZN オプションの年間利用料は月割

り計算および日割り計算いたしません。返金対応等もいたしかねますので、予めご了承下さ

い。 

 

申込について 

1．当社からお送りするメールを必ずご覧いただき DAZN サイトにて利用開始のご登録を

お願いします。（利用開始のご登録をされない場合も、DAZN オプション利用料は発生しま

す。） 

2．コミュファ光ネットサービスと同時に DAZN オプションをお申込みいただく場合、

DAZN オプションサービス開始希望日に基づいてコミュファ光ネットの開通前にご利用開

始となります。ただし、DAZN オプションサービス開始希望日よりも後に当社での登録手

続きが完了した場合は、当社での登録手続き完了後にご利用開始となります。 



3．コミュファ光ネットサービスをご利用中のお客さまが DAZN オプションにお申込みい

ただく場合、DAZN オプションサービス開始希望日に基づいてご利用開始となります。 

 

既に DAZN にご加入中の方のお申し込みについて 

既にご加入の DAZN への支払方法によって手続きが異なりますので、下記をご覧いただき

必ず手続きをお願いします。 

 

＜現在、クレジット/デビットカード・PayPal・年間視聴パス・DAZN プリペイドカード・

チケット・ソフトバンクからの特別割引プランでご利用中の場合＞ 

・コミュファ光 DAZN オプションに加入する方法に従って加入していただき、対象規約に

ご同意の上すでにお持ちのアカウントにてログイン（ID とパスワードを入力）いただくと、

お客さまの登録はコミュファ光 DAZN オプションに変更されます。 

・DAZN サイトで利用開始登録をいただかないと契約が切り替わらずに従前契約の請求が

継続し、二重課金となる恐れがありますので、必ず利用開始登録をお願いします。 

・コミュファ光 DAZN オプションに切り替えたタイミングで、現在残っている視聴期間（無

料体験期間含む）は無効となりますので、予めご自身の残りの視聴期間をご確認の上、お手

続きを進めてください。  

※切り替え前のアカウントの退会手続きは不要です。 

※コミュファ光 DAZN オプションへ変更後、ソフトバンクからの特別割引プランでの再登

録はできかねますので、ご注意ください。 

※無効となった視聴期間に対する返金対応等はいたしかねますので、予めご了承下さい。 

 

＜現在、Apple(iTunes 経由)・Amazon IAP（アプリ内課金）・Google Play（アプリ内課金）・

ケーブル局経由のお支払い・KDDI/povo 経由のお支払い・その他特別プランでのお支払い

等でご利用中の場合＞ 

・お客さまご自身でご登録済の DAZN アカウントを予め退会していただき、ご視聴期間終

了後にコミュファ光 DAZN オプションにお申し込みください。 

【重要】現在ご登録済の DAZN アカウントを退会していない場合でも、コミュファ光 DAZN

オプションの購入手続きが可能です。 しかしながら、お客さまご自身でご登録済みの

DAZN アカウントの退会手続きを行わない場合、毎月のご請求は自動的にキャンセルされ

ず、二重請求が発生する可能性がございますので、ご注意ください。 

 

＜現在、キャリア決済（ドコモ払い、au かんたん決済、au WALLET、SoftBank、Y!mobile、

UQ mobile）でご利用中の場合＞  

・お客さまご自身でご登録済の DAZN アカウントを予め退会していただき、ご視聴期間終

了後にコミュファ光 DAZN オプションにお申し込みください。なお、ご視聴期間終了前に



コミュファ光 DAZN オプションへのお申し込みは行えません。   

 

＜現在、年間プラン（月々払い）をご利用の場合＞ 

・お客様ご自身でご登録済の DAZN アカウントを予め退会していただき、ご視聴期間終了

後（解約申出をされていて、尚且つ未払料金が残っていない場合）にコミュファ光 DAZN

オプションにお申し込みください。 

・退会手続きを行う場合、お客様はマイ・アカウントにて「退会」を選択することで、いつ

でも解約申出が可能です。ただし、解約申出時に未払料金が残っている場合においては、当

該解約申出に基づく解約は、全ての未払料金が支払われた後に有効になります。 

・ご視聴期間終了前（解約申出をされていて、尚且つ未払料金が残っていない場合）にコミ

ュファ光 DAZN オプションへのお申し込みは行えません。 

※年間プラン（月々払い）をご利用の場合、即時退会のお手続きは行えません。 

 

＜現在、DAZN for docomo でご利用中、または退会済みの DAZN for docomo アカウント

をお持ちの場合＞ 

・DAZN for docomo のお客さまはコミュファ光 DAZN オプションの対象外となります。 

コミュファ光 DAZN オプションをご利用希望の場合は、新たに DAZN アカウントをご作

成ください。 

 

＜現在、退会済の DAZN アカウントをお持ちの場合（※DAZN for docomo を除く）＞ 

・コミュファ光 DAZN オプションに加入する方法に従って加入していただき、対象規約を

ご理解の上すでにお持ちのアカウントにてログイン（ID とパスワードを入力）いただくと、

お客さまの登録はコミュファ光 DAZN オプションに変更されます。    

 

解約について 

ご解約の際は、My コミュファからお手続きいただくか、コミュファ コンタクトセンター

へご連絡ください。なお、コミュファ コンタクトセンターでの受付の場合は、解約の申し

出日に応じて下記の通り手続きをさせていただきます。 

〇DAZN オプション月額プラン 

解約の申し出日が 1 日から 25 日までの場合は当月末日を、26 日から末日までの場合は、翌

月末日を解約日とし解約の手続きとさせていただきます。 

〇DAZN オプション年間プラン 

DAZN オプション年間プラン利用期間（DAZN オプション提供開始日を含む 13 ヶ月後の

月末日まで、または更新日を含む月から起算して 12 ヶ月後の月末日まで）の更新日を含む

月の前月 25 日までに解約の申し出をいただいた場合は、利用期間が満了する日をもって解

約となります。年間プラン解約を申し出る場合は更新日の前月 25 日までにコミュファ コ



ンタクトセンターへご連絡ください。 

 

その他 

・DAZN オプションは、コミュファ光の一部を除く各速度メニューとセットでお申し込み

いただけます。 

・表記の金額は、一部を除きすべて税込価格です。消費税計算の都合上、実際の請求額とは

異なる場合があります。 

・当社は、DAZN サービスを提供する目的のため、DAZN 社との間で当該サービスのご契

約情報を相互に提供します。 


