
新しく生まれ変わりました。

感動を、もっと自由に。

始 め 方 ガ イド ブ ッ ク

便利な使い方や
ご利用方法はこちらから 

▲ ▲ ▲

WOWOWオンデマンドアプリの
ダウンロードはこちらから

wowow.bs/mb_wod

WOWOWオンデマンド 検索
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ようこそ、新しく生まれ変わった
WOWOWオンデマンドへ。

2021年1月13日より
新しいアプリがお使いいただけます！※１

※ 画像はイメージです。

● オリジナルドラマも150作品以上！
オンデマンド限定コンテンツが続々登場！
オリジナルドラマは2月までに約150作品を随時
配信。海外ドラマも日本初放送作品から旧作まで
オンデマンド限定で配信するなど、これまで以上
にボリュームアップします！

　先行・限定配信コンテンツも大充実！

● テレビの大画面でも視聴可能です！
Google ChromecastやAmazon Fire TVシ
リーズ※2、アクトビラなどを使うことで、WOWOW
オンデマンドをテレビの大画面でお楽しみいただ
けます！

● 今までよりも使いやすくなります！
お気に入り登録した番組の最新情報をプッシュ
通知でお知らせする機能や、新しいデザインの導入
によりさらに使いやすくなります。

● お気に入りの番組も見つけやすくなる！
検索機能の向上に加えて、オンデマンドとプログラ
ムガイドの二つのアプリ機能も一つに統合。ガイド
誌の内容もオンデマンドのアプリからご確認いただ
けるようになります！  

「連続ドラマW　コールドケース ～真実の扉～」：Ⓒ  WOWOW/Warner Bros. Intl TV Production
「LPGA女子ゴルフツアー」：（左から時計回り）ダニエル・カン、畑岡奈紗、コ・ジンヨン、ブルック・ヘンダーソン、ネリー・コルダ、河本結 Getty Images
『ミッドサマー』：Ⓒ2019 A24 FILMS LLC. All Rights Reserved. ※掲載の番組は2021年2月以降に配信予定です
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さあ、今すぐ
変化を体験しよう。

新しくなった
アプリを今すぐ
ダウンロード

配信サービスを使って、
WOWOWのすべてを楽しもう！

いつでも、
どこでも。

家族みんなが、
お好きな時に！

外出先でも、番組を見逃しても大丈夫！
いつでもどこでもエンターテインメントを
お楽しみいただけます。

WOWOWオンデマンドはご家族それぞれが
お好きな時に、無料でお楽しみいただける
サービスです。使わないともったいない！

放送同時配信 ライブ配信 アーカイブ配信

最大5台まで登録可能

WOWOWの3つのチャンネルで放送中
の番組が、パソコン、スマホ、タブレット
から視聴できます。※3

配信限定番組や過去に放送した番組、見
逃した番組も一定期間配信するなど用
途に合わせてお楽しみいただけます。※4

WOWOW 1契約につき最大5台までスマホやタブレットなどをご登録いただけ
ます。ご登録方法も簡単です！ ご家族の皆さまが、お好きな時に、お好きな場所
でご利用いただくことができます。ぜひ、お試しください※5

放送同時配信に加えて音楽やスポーツ
の生中継など、オンデマンド限定のライ
ブ配信も続々登場！

※１「WOWOWメンバーズオンデマンド」アプリは2月末日をもちましてご利用いただけなくなります。
※2「Amazon Fire TVシリーズ」は2021年2月1日からご利用可能となる予定です。
※3 一部放送同時配信のない番組がございます。また、放送と比較して遅延が発生いたします。
※4 一部見逃し・アーカイブ配信のない番組がございます。番組によって配信期間は異なります。
※5 同時にご視聴いただける端末数は、ご契約数に応じて異なります。

WOWOWオンデマンド 検索



4

ご視聴に向けて（WEBアカウントの確認）
WOWOW WEBアカウント（旧：WEB会員ID）があれば、
すぐにWOWOWオンデマンドをご利用いただけます。

WEBアカウントがあれば、さまざまな加入者限定サービスをご利用いただけます。

WEBアカウントをご存じですか？

WEBアカウントを知ろう！

WEBアカウントを登録しよう！

ログインでお困りの方はこちら！ 

アプリをダウンロードして
スマホ・タブレットで視聴！ 　

WEBアカウントをお持ちですか？

ログインできますか？

どんな機器をよくお使いになりますか？

PCのブラウザで今すぐ視聴！ 

▲

P6へ

YES

YES

YES

PC

NO

NO

NO

スマホ・タブレット

▲

P6、7へ

WEBアカウントでできること

おすすめ番組やお得な情報を
メールで受け取れます

お客さまの登録情報を
確認・変更できます

見たい番組を
リクエストできます

いつでもどこでもWOWOWの
番組をご視聴いただけます

番組をお気に入り登録すれば
放送前に確認メールを受け取れます

プレゼントやイベントに
簡単にご応募できます

視聴までの流れをチェック！

WOWOWオンデマンド

番組リクエスト

My番組登録

My WOWOW

プラスW

おすすめ番組メール

▲

このページの下をチェック！

▲

P5へ

▲

P8へ
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WEBアカウントの新規登録方法

1

2

3

4

5

6

7 新規登録ページ
はこちら

登録したらメモしておこう！ WEBアカウントとパスワード

WEBアカウント：

パスワード：

「メールアドレス」と「加入者番号」をご用意ください。 「加入者番号」は毎月お届けしている月刊プログラム
ガイドの宛名シールに記載されている10桁の番号です。（旧WEB会員IDをお持ちの方はご登録不要です）

PCやスマホ・タブレットのブラウザからWEBアカウント新規登録ページ
（wowow.bs/mb_mem）にアクセスします。下のQRコードからもアクセスできます。

必要事項を入力し、［ご契約情報を登録する］にチェックを入れます。

ご契約時と同じお名前・お電話番号を入力し、
ご契約形態にて［WOWOWと直接契約（放送加入）］を選択します。※

ご用意いただいた加入者番号を入力し、［入力内容を確認する］ボタンをタップします。※

新規登録ページ　wowow.bs/mb_mem

今すぐアプリを
ダウンロード

入力内容を確認の上、［登録する］ボタンをタップします。

入力したメールアドレスにご案内メールが届きます。
メールに記載されているURLをタップすれば登録完了です。

※ スカパー！、ひかりTV、LEONET経由でご
契約のお客さまは必要な入力情報が異なり
ます。詳しくはWEBアカウント登録画面に
てご確認ください。
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PCでの視聴方法
PCではブラウザでWOWOWオンデマンドにログインして視聴します。

1

2

3

iPhone・iPadをお使いの方は「AppStore」を、Android機種をお使いの方は「Google Play ストア」
アプリを開き、「WOWOWオンデマンド」で検索します。 または、P7のQRコードからWOWOWオンラ
インを通じてインストールページにアクセスします。

［インストール］をタップし、アプリをダウンロード・インストールします。

ダウンロード画面からインストールされたアプリを開きます。
または、ホーム画面からインストールされた
アプリのアイコンをタップして開きます。その後はP7へ進みます。

［ログイン］はこちらから

このアプリアイコンを
見つけてタップ！

視聴ページで［再生］アイコンをクリックします

「連続ドラマW　コールドケース ～真実の扉～」：Ⓒ  WOWOW/Warner Bros. Intl TV Production
「LPGA女子ゴルフツアー」：（左から時計回り）ダニエル・カン、畑岡奈紗、コ・ジンヨン、ブルック・ヘンダーソン、ネリー・コルダ、河本結 Getty Images
『ミッドサマー』：Ⓒ2019 A24 FILMS LLC. All Rights Reserved. ※掲載の番組は2021年2月以降に配信予定です

※画像はすべてイメージです

1

2

3

4

PCのブラウザでWOWOWオンライン（wowow.co.jp）にアクセスします。

画面左上の［番組配信］をクリックしてWOWOWオンデマンドのTOPページにアクセスします。

右上［ログイン］をクリックして、登録したWEBアカウントとパスワードでログインします。

見たい番組を探して、［再生アイコン］をクリックすると、動画が再生されます

テレビでの視聴方法
Amazon Fire TVシリーズ※やGoogle Chromecast、アクトビラなどを使うことで、
WOWOWオンデマンドをテレビの大画面でお楽しみいただけます！
詳しくはP8「よくあるご質問」をご参照ください。
※「Amazon Fire TVシリーズ」は2021年2月1日からご利用可能となる予定です。

スマホ・タブレットでの視聴方法 ①
アプリのダウンロード

スマホ・タブレットでのご視聴は、WOWOWオンデマンドのアプリダウンロードが必要です。
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スマホ・タブレットでの視聴方法 ②

1 2

3 4

「WOWOWオンデマンド」
アプリを開きます。

ログインを求められたら、登録したWEBア
カウントとパスワードでログインします。

見たい番組を探し、
［再生］アイコンをタップします。

視聴がスタートします。

視聴がスタートします。
画面を横回転すると
大きく表示できます。

今すぐアプリを
ダウンロード

番組を見る

WEBアカウントと
パスワードで
ログインします

見たい番組を探し、
［再生］アイコンを
タップします。

番組検索はココから！

［マイページ］をタップし
［ログイン］をタップします

「WOWOWメンバーズオンデマンド」
アプリをご利用の方へ

「WOWOWメンバーズオンデマンド」アプリは2月末日をもちま
してご利用いただけなくなります。新しい「WOWOWオンデマン
ド」アプリをダウンロードの上、ご利用ください。

「連続ドラマW　コールドケース ～真実の扉～」：Ⓒ  WOWOW/Warner Bros. Intl TV Production
「LPGA女子ゴルフツアー」：（左から時計回り）ダニエル・カン、畑岡奈紗、コ・ジンヨン、ブルック・ヘンダーソン、ネリー・コルダ、河本結 Getty Images
『ミッドサマー』：Ⓒ2019 A24 FILMS LLC. All Rights Reserved. ※掲載の番組は2021年2月以降に配信予定です

※画像はすべてイメージです
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WOWOWオンデマンドに関する
よくあるご質問

Q 「WOWOWオンデマンド」限定の番組もあるの？
ございます！オンデマンド限定の「海外ドラマ／プレミア傑作選」や、先行配信番組などをお楽しみいた
だけます。今後も、オンデマンド限定の新番組など充実したラインナップでご提供していきます。

詳しい手順は
こちら

Q テレビでも視聴できるの？
「Amazon Fire TVシリーズ※1」「Google Chromecast」「アクトビラ」「ケーブルプラ
スSTB-2」「J：COM LINK」など、WOWOWオンデマンドをご利用可能な機器※2があ
れば、テレビでご視聴いただけます。
※1「Amazon Fire TVシリーズ」は2021年2月1日からご利用可能となる予定です。
※2 テレビまたは機器がインターネットに接続されている必要がございます。

Q 利用するにはお金がかかるの？ 追加の契約は必要？
WOWOWにご加入中の方なら、WEBアカウント※のご登録（無料）をしていただくだけでご利用いただけ
ます。追加の契約も不要です。
※P5をご参照ください。 

Q 機器は何台まで登録できるの？
5台※まで登録可能です。ご家族の方もお楽しみいただけます。
※同時にご視聴いただける端末数は、ご契約数に応じて異なります。

サービス概要について

Q 加入者番号が分からず、契約情報の登録ができないときは？
加入者番号の代わりに、B-CASカード番号（またはACAS番号）でもご登録いただけます。
CAS番号の確認方法は、WOWOWが映る機器のリモコンでWOWOWを選局し、黄色のボタンを長押
しすると、画面上部に表示されます。

Q エラーコードが表示され、WOWOWオンデマンドが再生できないときは？
「お客さまサポートページ」にて、考えられる原因や対処法をご案内しております。表示
されたエラーコードをもとに該当する記事をお探しください。

Q WOWOWオンラインやWOWOWオンデマンドにログインできないときは？
ご入力された「WEBアカウント」または「パスワード」がご登録されたものと異なっている可能性がござ
います。「お客さまサポートページ」にて、状況に応じた解決策をご確認ください。

ログイン・視聴手順について




