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株式会社 NTT ドコモ 

                                                                                                                                   
感情やレビューをシェアすることでフォロワー同士がつながり、 

観たいコンテンツがすぐに見つかる映像配信メディア「Lemino」の提供を開始 
～「dTV」のリニューアルで独占配信やオリジナル作品を拡充、人気コンテンツの無料配信も開始～  

 
株式会社NTTドコモ (以下、ドコモ)は、映像配信サービス「dTV」をリニューアルし、感情やレビューの投稿・シェアや、

嗜好の合うフォロワー同士がつながることで、独占配信やオリジナル作品を含む「韓流・アジア」「アニメ」「国内ドラマ」  
「邦画」「音楽・ライブ」「エンタメ」などのジャンルを中心とした約180,000本のコンテンツから、観たいコンテンツが       
すぐに見つかる新たな映像配信メディア「Lemino」（以下、「Lemino」）を、2023年4月12日（水）から提供開始
いたします。 

 
「Lemino」では、より多くのお客さまが映像コンテンツをお楽しみいただけるよう、注目度の高いスポーツ中継や音楽 

ライブなどの独占生配信に加えて、話題性の高い独占配信作品の最新エピソードやオリジナル作品の一部などを、   
広告付きで無料配信いたします。 

加えて、「Lemino」では、コンテンツに対するレビューを投稿・シェアする「レビュー」機能や、シーンごとの感情やコメント
を投稿・シェアする「マイチャプター」機能※1、フォローしたユーザーの推奨コンテンツをタイムライン上に表示する「エモート 
ライン」機能などを提供いたします。 

これにより、お客さまはご自身の嗜好に合うコンテンツをすぐに見つけられるほか、SNS（ソーシャルネットワーキング  
サービス）のようにフォロワー同士で感情やレビューをシェアできるため、コンテンツをより楽しめる新たな視聴体験が可能 
となります。 

また、無料配信に加えて、独占配信やオリジナル作品を含む「韓流・アジア」「アニメ」「国内ドラマ」「邦画」「音楽・ライ
ブ」「エンタメ」などのジャンルを中心とした約180,000本の豊富なコンテンツを幅広くお楽しみいただける、月額定額プラン
「Leminoプレミアム」を、月額990円（税込み）でご提供いたします。 

「Leminoプレミアム」では、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブ配信や特典映像に加えて、独占配信作品や    
オリジナル作品を全話お楽しみいただけます。レンタルやPPV（ペイパービュー）などのコンテンツについては、これまでの
「dTV」と同様、個別課金でお楽しみいただけます。 

なお、「Lemino」は、「dアカウント」でログインいただき、専用アプリに加えて、Webブラウザでもお楽しみいただけ
ます。※2 



■本サービスの特長 
1.独占配信やオリジナル作品を含む豊富なラインアップ （一部コンテンツのみ抜粋） 
① 広告付き無料配信 
・「WBC・WBO 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ スティーブン・フルトン vs 井上尚弥」(独占無料生配信) 
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② 「Leminoプレミアム」（月額990円（税込み）） 
・「BUMP OF CHICKEN」ライブ映像5か月連続独占配信（音楽ライブ：独占配信／一部無料） 
・「さらば、銃よ 警視庁特別銃装班」（オリジナル作品：独占配信／一部無料） 
・「財閥家の末息子～Reborn Rich～」（韓流コンテンツ：独占配信／一部無料） 
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2. フォロワー同士がつながることで、コンテンツを見つけやすく、コンテンツをより楽しめる機能 
① 「エモートライン」機能…フォローしたユーザーの推奨コンテンツをタイムラインに表示する機能 
② 「レビュー」機能…作品に対する視聴レビューを記録し、投稿・シェアできる機能 
③ 「マイチャプター」機能…シーンごとの感情やコメントを記録し、投稿・シェアできる機能 
④ 「感情検索」機能…感情をキーワードに観たいコンテンツを検索する機能 

        
                 <「エモートライン」機能>          <「感情検索」機能>    

※画像はイメージです 

 
■ご利用料金および提供コンテンツなど※3 
Lemino 
提供方法 

ご利用料金 提供コンテンツ 提供機能 

広告付き 
無料配信 

無料 

・注目度の高いスポーツ中継や音楽ライブなど 
の独占生配信 

・各ジャンルにおける話題性の高い独占配信 
作品の最新エピソード 

・オリジナル作品（一部／話数限定） 

フォロワー同士がつながることで、
コンテンツを見つけやすく、 
コンテンツをより楽しめる機能 
・「エモートライン」機能 
・「レビュー」機能 
・「マイチャプター」機能※1 

・「感情検索」機能 
Lemino 
プレミアム 

月額 990円 
（税込み） 

・約180,000本の豊富なコンテンツ 
・スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブ 
配信や特典映像 

・独占配信作品やオリジナル作品（全話） 

・ 一部のレンタルやPPV（ペイパービュー）などのコンテンツについては、これまでの「dTV」と同様、個別課金でお楽しみいただけます。 

・ 「Leminoプレミアム」について、初めてご契約いただくお客さまは初月無料でご利用いただけます。 

（「dTV」で初月無料の特典を受けられた方は、「Leminoプレミアム」の初月無料の対象となります。） 

 



■「Lemino」 サービスサイト 
 https://teaser.lemino.docomo.ne.jp 
 

加えて、「Leminoプレミアム」は「爆アゲセレクション」対象サービスのため、「ギガプラン」「ahamo」をご契約のお客さま
は、ご利用料金（税抜き）の10%（90ポイント）のdポイント（期間・用途限定）を毎月還元※4いたします。さらに、
「Leminoプレミアム」を新規でご契約※5のうえ、「Leminoプレミアム」以外の「爆アゲセレクション」対象サービス※6を  
一緒にご契約いただくことで、「Leminoプレミアム」をご契約※4いただいた月（初回初月無料特典が適用される場合は、
初回無料月の翌月）から最大6か月間、還元するdポイント（期間・用途限定）を10%増量する「Lemino     
プレミアム複数契約特典」を、2023年4月12日（水）から開始いたします。 
 

なお、現在「dTV」をご契約のお客さまについては、2023年4月12日（水）に「Leminoプレミアム」の会員となり、
2023年9月30日（土）までは月額550円（税込み）でご利用いただけます※7。 

 
「Lemino」の詳細については、サービスサイトをご覧ください。 
 
ドコモは、「Lemino」を通じて、お客さまに喜んでいただけるコンテンツを提供するとともに、コンテンツをさらに楽しめる  

新たな環境を提供してまいります。 
 

※1  「マイチャプター」機能については、一部コンテンツが対象です。 

※2  一部のコンテンツについては、「dアカウント」のログインをせずにお楽しみいただけます。視聴可能デバイスおよび推奨環境については、  

後日サービスサイトなどでお知らせいたします。 

※3  各コンテンツの配信時期や機能の名称・リリース時期等は、予告なく変更になる可能性がございます。 

※4  「dTV」から「Leminoプレミアム」の契約を継続した方が、月額550円(税込み)でご利用される期間または「dTVプリペイドカード」  

もしくは視聴用シリアルコードを用いて「dTV」にお申込みいただきご利用を継続している方はポイント進呈の対象外となります。 

※5 「Leminoプレミアム複数契約特典」は、今後「Leminoプレミアム」を新規でご契約いただいたお客さまが対象となります。「dTV」会員

から「Leminoプレミアム」会員となったお客さまは、2023年9月30日（土）まで「Leminoプレミアム」を月額550円（税込み）で 

ご利用いただけるため、「Leminoプレミアム複数契約特典」の対象外となります。 

※6  「Leminoプレミアム」と「DAZN for docomo」を除いた「爆アゲ セレクション」対象サービスの、いずれか1サービス以上の加入が必要で

す。 

※7  「dTV」のリニューアルおよび月額料金改定のお知らせについて、以下のサイトをご確認ください。 

https://video.dmkt-sp.jp/ft/s0007399 

 
本件に関するお問い合わせ先 

【報道機関】 
株式会社 NTT ドコモ 

ブランドコミュニケーション部 広報担当 大鳥、小林 
TEL：03-5156-1366 

【お客さま】 
ドコモの携帯電話から：151 

一般電話などから：0120-800-000 

 
 
 

https://teaser.lemino.docomo.ne.jp/
https://video.dmkt-sp.jp/ft/s0007399


 

主なコンテンツ（一部抜粋） 
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NTTドコモ Presents  WBC・
WBO世界スーパーバンタム級タイ
トルマッチ 
スティーブン・フルトン VS 井上 
尚弥 -streaming on 
Lemino- 
 
2023年5月7日(日) 
Lemino独占無料生配信 

井上尚弥世界戦、独占無料生配
信！ 
全勝無敗の井上尚弥！前人未到の
新たな挑戦！！ 
対戦カード：スティーブン・フルトン vs 
井上尚弥 
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BUMP OF CHICKEN 
 
2023年4月12日(水) 
Lemino独占配信開始 

2023年4月から8月まで、BUMP OF 
CHICKENのライブ映像5作品を、5か
月連続で独占配信！  
 
【広告付き無料配信】 
4月：BUMP OF CHICKEN TOUR 
2017-2018 PATHFINDER 
SAITAMA SUPER ARENA 
【Leminoプレミアム】 
5月：TOUR DOCUMENTARY 
BUMP OF CHICKEN WILLPOLIS 
2014 
6月：BUMP OF CHICKEN 
STADIUM TOUR 2016 "BFLY" 
NISSAN STADIUM 
※7月・8月の配信コンテンツは後日発表 
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さらば、銃よ 警視庁特別銃装
班 
 
2023年4月14日(金)配信開始
予定 
Leminoオリジナル作品 

仲村トオルと舘ひろしが出演！ 総監
督・本広克行と原案・冲方丁で贈る本
格刑事アクションドラマ！！ 
【総監督】 
本広克行 
【原案】 
冲方丁 「SGU 警視庁特別銃装班」
（TOブックス刊） 
【出演者】 
仲村トオル、青柳翔、濱正悟、鈴木
仁、Licaxxx、大谷亮平、舘ひろし 
ほか 

別紙 
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財閥家の末息子～Reborn 
Rich～ 
 
2023年4月12日(水）
Lemino独占配信開始 

ソン･ジュンギとイ･ソンミンの名演技が
反響を呼び、2022年韓国最高視聴
率※を記録した話題作！日本初独
占配信！(※ミニシリーズにおいて、ニ
ールセン・コリア調べ) 
【演出】 
チョン・デユン 
【脚本】 
キム・テヒ 
【出演】 
ソン・ジュンギ、イ・ソンミン ほか 

 

©Content Wavve Corp. 

One Day off（原題） 
 
近日公開（日韓同時配信予
定） 
Lemino オリジナル作品 
 

2023年に注目すべきOTTコンテンツト
ップ5にランクイン！韓国の動画配信サ
ービスwavveとLeminoが共同で製作
したオリジナル韓国ドラマ。※2023年2
月CINE21(www.cine21.com)記
事より 
【監督】 
イ・ジョンピル 
【出演】 
イ・ナヨン ほか 
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アクトレス 
 
2023年4月14日(金)配信開始
予定 
Leminoオリジナル作品 

ストロベリーナイトの誉田哲也の小説を
ドラマ化！ 乃木坂46、櫻坂46、日
向坂46がグループの垣根を越えて出
演する本格サスペンス！！ 
【監督】 
頃安祐良 
【出演】 
森田ひかる(櫻坂46)、齊藤京子(日
向坂46)、小林由依(櫻坂46)、早川
聖来(乃木坂46)、大園玲(櫻坂
46)、林瑠奈(乃木坂46)、伊藤理々
杏(乃木坂46) ほか 
【原作】 
誉田哲也「アクトレス」（光文社刊） 
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古書堂ものがたり 
 
2023年4月12日（水）昼12
時配信開始予定 
Leminoオリジナル作品 

人気急上昇！ 乃木坂46・5期生総
出演のミステリードラマ 
【出演】 
乃木坂46・5期生（五百城 茉央、
池田 瑛紗、一ノ瀬美空、井上和、岡
本姫奈、小川彩、奥田いろは、川﨑
桜、菅原咲月、冨里奈央、中西アル
ノ）、平泉成、ほか 

 

© NTT DOCOMO, INC. 

対ありでした。 ～お嬢さまは格闘
ゲームなんてしない～ 
 
2023年5月19日(金) 昼12時
配信開始予定 
Leminoオリジナル作品 

お嬢さま女子高校生が格闘ゲームに
青春を捧げるエンターテインメントドラ
マ！ 
【監督】 
大内田龍馬 
【脚本】 
川原杏奈 
【出演】 
茅島みずき、田鍋梨々花、池田朱那
／永瀬莉子 
【原作】 
江島絵理『対ありでした。 ～お嬢さま
は格闘ゲームなんてしない～』 
（MFコミックスフラッパーシリーズ／
KADOKAWA刊） 

 

©小坂泰之(秋田書店)2017／ NTT 

DOCOMO, INC. 

放課後ていぼう日誌 
 
2023年6月13日（火）昼12
時配信開始予定 
Leminoオリジナル作品 

累計100万部のコミックを実写ドラマ
化！女子高校生たちの釣りライフがは
じまる 
【監督】 
堀江貴大 
【脚本】 
宮本武史 
【出演】 
莉子、池間夏海、鶴嶋乃愛、菊池日
菜子、大野いと ほか 
【原作】 
小坂泰之『放課後ていぼう日誌』 
（秋田書店「ヤングチャピオン烈コミック
ス」刊） 
 
 
 



 

Ⓒ岸本和葉・嵐山／双葉社・「異世界召喚は

二度目です」製作委員会 

異世界召喚は二度目です 
 
2023年4月より見逃し独占配信 
 

異世界に召喚された高校生 
ただ一つ違うのは、二度目の異世界で
あるということ 
【出演】 
土岐隼一、前田佳織里 ほか 
【原作】 
岸本和葉・嵐山（双葉社 モンスター
コミックス） 
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村上信五のだれおる！ 
 
2023年4月19日（水）配信
開始予定 
Leminoオリジナル作品 

村上信五が悩みを抱える芸能人を救
うべく、体を張って新たな人脈を開拓し
ながら華麗に解決！ 
【出演】 
村上信五（関ジャニ∞） 

 

© NTT DOCOMO, INC. / J Storm Inc. 

坂本昌行 GIFT for X ～
SEASON 2～ 
 
2023年4月18日（火）配信
開始予定 
Leminoオリジナル作品 

坂本昌行とジャニーズJr.がゲストの要
望に応え、クオリティの高いギフト作りに
挑戦！ 
【出演】 
坂本昌行（20th Century）、ジャ
ニーズJr. 
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長野博の極めしモノ ～
SEASON 2～ 
 
2023年4月20日（木）配信
開始予定 
Leminoオリジナル作品 

長野博がジャニーズの後輩と、食に関
する様々なジャンルを極めた「極めし
者」に出会い、新たな食との出会いを
楽しむ！ 
【出演】 
長野博（20th Century） 

 
© Seed & Flower 

日向坂で会いましょう 
 
2023年4月17日（月）配信
開始予定 
（ひかりTVでは配信中） 

日向坂46が「ハッピーオーラ」を武器
に、見ている人たちを笑顔に変えるハッ
ピー全開のバラエティ番組！ 
【出演】 
日向坂46、オードリー（若林正恭、
春日俊彰） 



 
©吉本興業株式会社 

Blah！Blah！Blah！ 
 
2023年4月17日（月）独占
配信開始予定 

東野幸治やM-1グランプリファイナリスト
達がそれぞれゲストを招いて日替わりで
興味のある題材を肩ひじ張らずにおしゃ
べりする番組 
【出演】 
東野幸治 ほか 

 
©吉本興業株式会社 
© 2010 - 2023 SQUARE ENIX 
CO., LTD. All Rights Reserved. 
LOGO ILLUSTRATION: © 2010 
YOSHITAKA AMANO 

ファイナルファンタジーXIV クリスタ
ル通信 
 
2023年5月5日（金）独占配
信開始予定 

マヂカルラブリーの野田クリスタルが自身
の芸名にするほど影響を受けたファイナ
ルファンタジーシリーズから、ファイナルファ
ンタジーXIV（FF14)を題材に、気に
なる情報を発信していくバラエティ番組 
【出演】 
マヂカルラブリー野田 ほか 

 
©柊あおい/集英社 ©2022『耳をすませば』

製作委員会 

耳をすませば 
 
2023年4月独占配信 

名作『耳をすませば』。10年後の二人
の物語が、はじまる。 
【監督・脚本】 
平川雄一朗 
【出演】 
清野菜名、松坂桃李 ほか 
【原作】 
柊あおい「耳をすませば」(集英社文庫
＜コミック版＞刊) 

 


