
リモートスタート（アプリ）利用規約 

 

リモートスタート（アプリ）利用規約（以下、「RS 規約」といいます）は、T-Connect 利用規約に付随して、T-

Connect のオプションサービスとしてトヨタコネクティッド株式会社（以下、「TC」といいます）がトヨタ自動

車株式会社（以下、「TMC」といいます）の提供するスマートフォン用アプリケーションを通じて提供する「リ

モートスタ―ト（アプリ）」の利用に関する決まりを定めるものです。 

 

第1条 （定義） 

RS 規約において使用する以下の用語は、次の各号に定める意味を有するものとします。なお、RS 規約にお

いて特に定義がされていない用語は、T-Connect 利用規約において定義された用語（例：T-Connect、TMC、

車載機、情報通信端末、通信機など）と同じ意味を有するものとし、RS（本条第 2 号）に関し別途 TC の定

める諸規程（以下、「RS 諸規程」といいます）が存在する場合は、RS 諸規程は、RS 規約と一体となり、そ

の一部を構成するものとします。ただし、RS 規約と RS 諸規程の内容が異なる場合には、RS 諸規程が優先

して適用されるものとします。 

(1) リモートスタート（アプリ）：RS 規約に基づき、日本国内において、RS 契約者（本条第 4 号）および

RS 権限受領者（本条第 8 号）に対して T-Connect のオプションサービスとして提供される、トヨタブ

ランドの自動車向けアプリサービスをいいます。なお、一部車種においては「リモートエアコン」の名

称にてサービス提供されます。 

(2) RS：リモートスタート（アプリ）の略称です。 

(3) RS 申込者：RS の利用を申込む者をいいます。 

(4) RS 契約者：RS 規約に基づき、RS の利用に関し、TC との間で契約が成立した個人または法人をいい

ます。 

(5) RS 利用契約：RS 規約に基づき、TC および RS 契約者との間で成立する RS の利用に関する契約をい

います。 

(6) RS 利用車両：RS 契約者が所有・利用等する車両のうち、RS 利用契約に基づき、RS を利用できる車

両をいいます。 

(7) RS 利用料：RS の提供にかかる対価・料金をいいます。 

(8) RS 権限受領者：T-Connect 利用規約第 5 条の定めに基づき RS 契約者から RS の利用権限を付与され

た者をいいます（契約者自身を含みません）。 

(9) 盗難発生警報装置：RS 利用車両に搭載される機器であり、RS 利用車両に盗難が発生した場合、または

盗難発生の蓋然性を有する事象が発生した場合、音または音および灯光等により、RS 利用車両の車外

へ警報を発すると共に、車載機および DCM に対して、盗難発生または盗難発生の可能性に関する警報

信号を送る装置をいいます。 

 

第2条 （規約の適用） 

1. T-Connect 利用規約および RS 規約は、TC と RS 契約者、RS 申込者および RS 権限受領者との間における、

RS の利用・申込み等に関わる一切の関係に適用されます。ただし、リモートスタート（アプリ）・オペレー

ターサービスパックプランの RS 契約者、RS 申込者および RS 権限受領者については、T-Connect 利用規約

および RS 規約のほか、オペレーターサービス利用規約（以下、「OS 規約」といいます）が適用されます。 

2. RS 規約に定めがない事項については、T-Connect 利用規約の各条項が適用されます。 

3. RS 規約の内容と、T-Connect 利用規約の内容とが矛盾または抵触する場合は、RS 規約の規定が優先して適

用されます。 



第3条 （RS 利用契約） 

1. RS 利用契約は、RS 利用車両 1 台ごとに、TC および RS 契約者（個人 1 名または法人 1 社）との間で成立

するものとします。RS 利用契約に関する一切の手続きは、TC および RS 契約者の間で行われるものとしま

す。 

2. RS 申込者は、RS 規約の各条項を承諾のうえ、TC 所定の申込方法により、RS 利用契約の締結の申込みを

行うものとします。 

3. 前項に基づく RS の申込みは、RS の利用ができる車種を所有・利用等した上で、T-Connect の申込みと同

時または T-Connect 利用契約が成立している場合に限り、行うことができるものとします。なお、RS を利

用できる車種は、こちら（https://toyota.jp/pages/contents/tconnectservice/contents/pdf/available_car_lis

t.pdf）で確認できます。 

 

第4条 （RS 利用契約の成立） 

1. RS 利用契約は、前条第 2 項の申込みが TC に到達した後、TC が当該申込みを承諾したときに成立するもの

とします。 

2. 前項の TC による承諾は、RS 申込者が RS を利用できるようになったときに TC がこれをなしたものとみ

なします。 

 

第5条 （RS の内容） 

1. RS には以下のサービスが含まれますが、サービスの内容は、RS 利用車両、車載機および DCM の有無や種

類により異なります。詳細は、こちら（https://toyota.jp/tconnectservice/service/remote_start.html）で確

認できます。 

・エアコン起動/停止   

RS 利用車両が本条第 3 項に定める条件をすべて満たす場合において、RS 契約者および RS 権限受領者は、

TC 所定の方法によるアプリでのエアコンの起動/停止操作により、TC 所定の条件に従って、RS 利用車両の

エアコン起動/停止を行うことができます。なお、エンジンを動力源とする RS 利用車両（プラグインハイブ

リッド車（以下、「PHEV 車」といいます）を除きます）においては、エアコン起動/停止と同時にエンジン

が始動/停止します。また、RS 利用車両が PHEV 車である場合、エアコン起動時における室外温度が極めて

低温（-10℃程度）である場合には、エンジンも同時に始動します。 

2. 一部の RS 利用車両については、前項のエアコン起動によりエアコンの作動状態が維持される時間は、エア

コン起動の回数にかかわらず、最大 20 分です（以下、「最大作動時間」といいます）。最大作動時間を経過

した場合、エアコンは自動的に停止し、RS 契約者および RS 権限受領者は、RS 利用車両のドアの開閉また

はエンジンスイッチの切替をしない限り、リモートスタート（アプリ）によるエアコンの起動操作を行うこ

とはできません。 

3. RS 契約者および RS 権限受領者は、RS 利用車両がエアコンの起動操作時において次の各号に定める条件を

すべて満たしている場合のみ、エアコン起動を行うことができます。なお、RS 利用車両がエアコン起動後

に次の各号に定める条件を一つでも満たさなくなった場合には、エアコンは自動的に停止します。 

(1) すべてのドアが閉まっており、かつ、施錠されていること。なお、一部車両においては、RS 契約者およ

び RS 権限受領者が RS 利用車両に乗車する際のドア解錠およびドア開閉については、エアコン起動後

にドアが解錠および開けられても、エアコンは作動を継続します。 

(2) ボンネットが閉まっていること。 

(3) エンジンスイッチ（パワースイッチ）が OFF 状態であること。 

(4) シフトポジションがパーキング（P ポジション）に設定されていること。 



(5) 盗難発生警報装置 が有効にセットされていること。 

(6) 最大作動時間を経過していないこと。 

 

第6条 （RS の利用） 

1. RS は、RS 契約者および RS 権限受領者が利用できます。なお、RS 権限受領者は、RS 契約者が T-Connect

利用規約第 5 条の権限付与の手続を行った場合、T-Connect 利用規約第 5 条の定めに従い RS を利用できま

す。 

2. RS は、RS 契約者が RS 利用車両を所有・利用等した上で、T-Connect 利用契約が成立している場合に限り

利用できます。 

3. RS は、TMC が販売する車両向けアクセサリーのリモートスタートと併用することができません。 

4. RS は、RS 契約者および RS 権限受領者が、自己の責任と費用負担において、アプリに対応する TMC 所定

のスマートフォンにアプリをダウンロードし、アプリ上にて T-Connect 利用規約第 4 条に定める自己の共

通 ID と T-Connect ID を連携することによって利用を開始することができます。 

5. RS 契約者および RS 権限受領者は、RS の利用（アプリのダウンロードを含みます）にあたって必要となる

一切の通信費を負担するものとします。 

6. RS 契約者および RS 権限受領者は、RS の利用にあたって、取扱説明書やアプリ上に記載される利用方法そ

の他の留意事項を遵守するものとします。 

7. RS 契約者および RS 権限受領者は、法令または公序良俗に反して RS を利用することはできません。 

 

第7条 （RS 規約の改訂および周知） 

1. TC は、個別に RS 契約者と合意することなく、RS 規約を改訂（RS 規約を補充する諸規定の追加を含みま

す）することができるものとします。この場合、RS 契約者に対し、RS 規約を変更する旨および変更後の RS

規約の内容ならびにその効力発生時期を、事前に周知するものとします。 

2. 前項の周知は、当該効力発生時期の 7 日前までに、toyota.jp（https://toyota.jp/tconnectservice/tcterms/）

に掲載することにより行うものとします。 

 

第8条 （免責） 

1. RS 契約者および RS 権限受領者は、自己の責任と費用負担において、RS を利用するにあたって必要となる

スマートフォンおよびアプリの準備および設定を行った上で、RS 利用契約期間中において RS を利用する

ことのできる環境を維持するものとし、TC は RS 契約者および RS 権限受領者の利用するスマートフォン

およびアプリの準備、設定その他の利用環境について、RS 契約者および RS 権限受領者に対し、一切の責

任を負いません。 

2. TC は、T-Connect の変更・終了（T-Connect 利用規約第 9 条）または T-Connect の提供の一時的な中断（T-

Connect 利用規約第 11 条）に基づき、RS を変更もしくは終了する場合または RS の提供を一時的に中断す

る場合、RS 契約者および RS 権限受領者に対し、一切の責任を負いません。 

3. TC は、RS の内容に関し、その正確性、完全性、有用性、非侵害性その他について、明示的にも、黙示的に

も一切保証しておらず、RS の利用に関し、RS 契約者または RS 権限受領者に損害、損失等が発生した場合

であっても一切の責任を負いません。万が一、TC が賠償責任を負う場合、その賠償額は、それぞれ下記金

額（なお、リモートスタート（アプリ）・オペレーターサービスパックプランについては、OS 規約第 8 条第

3 項が併せて適用されて賠償上限額が倍増するものではありません）を上限とします（TC に故意または重

大な過失がある場合を除きます）。 

 



基本サービスプラン RS サービスプラン 賠償上限額 

T-Connect エントリー 

T-Connect スタンダード 

リモートスタート（アプ

リ） 
2,420 円 

リモートエアコン T-Connect 利用規約第 12 条第 2 項の定めによる 

T-Connect for CROWN リモートスタート（アプ

リ） 
2,420 円 

T-Connect エントリー（22） 

T-Connect スタンダード（22） 

リモートスタート（アプ

リ） 
2,420 円 

リモートエアコン T-Connect 利用規約第 12 条第 2 項の定めによる 

T-Connect スタンダード（22） リモートスタート（アプ

リ）・オペレーターサービ

ス 3 年パック 

3 年間 

（別表注 3） 
18,150 円 

4 年目以降 

（別表注 4） 

リモートスタート

（アプリ） 
2,420 円 

オペレーターサービスの賠償上

限額は OS 規約をご確認くださ

い。 

リモートスタート（アプ

リ）・オペレーターサービ

ス 5 年パック 

5 年間 

（別表注 5） 
30,250 円 

6 年目以降 

（別表注 4） 

リモートスタート

（アプリ） 
2,420 円 

オペレーターサービスの賠償上

限額は OS 規約をご確認くださ

い。 

 

4. TC は、T-Connect 第 21 条の違反により、RS 契約者または RS 権限受領者が RS の全部または一部を利用

できないことにより、RS 契約者、RS 権限受領者または第三者に損害・損失等が発生した場合であっても、

一切の責任を負いません。 

5. TC は、次の各号のいずれかに該当する場合、RS 契約者および RS 権限受領者が RS の全部または一部を利

用できないことにより RS 契約者、RS 権限受領者または第三者に損害・損失等が発生した場合であっても、

一切の責任を負いません。 

(1) RS 契約者の届出内容に誤りのある場合または RS 契約者が変更の届出（T-Connect 利用規約第 24 条）

を怠っている場合 

(2) エンジン、エアコン、車載機、通信機その他 RS 利用にあたって必要となる機器に故障、損壊、不具合

等があり正常に作動しない場合 

(3) エンジン、エアコン、車載機、通信機その他 RS 利用にあたって必要となる機器を正しく設置しない等、

取扱説明書等に記載されている事項を遵守しなかった場合 

(4) RS 利用車両搭載のバッテリーの電圧低下または車載機、通信機の電池切れ・電源が入っていない等電

力が正常に供給されていない場合 

(5) RS 利用車両に取付けたトヨタ純正品以外の用品によって、RS の一部機能が正しく作動しない場合 

(6) 情報通信端末あるいはアプリの故障、損壊、中断、不具合、変更、廃止、利用停止、終了等による場合 

(7) アプリの不具合、ID 等の失念その他原因にかかわらず正常にログインができず、あるいはログイン状

態を維持できない場合 



(8) 電波状況、通信回線の混雑等により、サービスが利用できず、または、通信速度が低下する場合 

(9) 相当の安全策を講じたにもかかわらず第三者による不正アクセスまたはコンピューターウイルスの混

入等の不正行為が行われた場合 

(10) 通信環境（通信回線、システム、サーバを含みこれらに限られません）の障害による場合 

(11) その他 RS の全部または一部が利用できないことにつき、TC に帰責事由が認められない場合 

 

第9条 （お問い合わせ先） 

RS 規約および RS に関するお問い合わせ先は以下のとおりです。 

【T-Connect サポートセンター】 

TEL : 0800-500-6200   受付時間：9:00～18:00（年中無休） 

 

第10条 （RS 利用料の支払い） 

1. RS 契約者は、RS 利用契約に基づき、別表のとおり、TC に対し、RS 利用料を支払うものとします。また、

RS 契約者は、RS の利用に関し賦課される消費税その他の税を負担するものとします。 

2. RS 契約者は、RS 利用車両、車載機および通信機の有無や種類ならびに T-Connect の契約形態によっては、

RS 利用料の支払区分として、年払いまたは月払いを選択することができます。 

3. RS 契約者は、次の各号に定める方法のうち、RS 契約者が指定し TC が承認したいずれかの方法により、RS

利用料を支払うものとします。なお、RS 契約者とクレジットカード会社、収納代行会社または金融機関等

との間で紛争が発生した場合、当該紛争は各々該当する当事者間で解決されるものとし、TC は、一切の責

任を負いません。 

(1) クレジットカードによる支払い 

RS 契約者は、TC が承認したクレジットカード会社の指定するクレジットカードにより、当該クレジッ

トカード会社が定める条件に基づき支払うものとします。 

TC は、当該クレジットカードの会員番号もしくは有効期限が更新もしくは変更された場合または RS

契約者が当該クレジットカード資格を失った場合、当該クレジットカード会社から当該連絡を受けるこ

とがあります。この場合、RS 契約者は、当該更新または変更がなされたクレジットカードにより継続

して RS 利用料を支払うことに予め同意するものとします。 

(2) 預金口座振替による支払い 

RS 契約者は、TC 所定の申込みをし、かつ TC がそれを承認した場合に限り、口座振替依頼書または自

動払込利用申込書に記載された内容に従い、預金口座振替による支払いができるものとします。 

(3) 指定口座振込みによる支払い 

RS 契約者が法人である場合、RS 契約者は、TC が RS 契約者からの申込みを認めた場合に限り、TC の

発行する請求書に記載された内容に従い、指定口座への現金振込みによる支払いができるものとします。 

なお、クレジットカードによる支払いができない等の事情により TC が RS 契約者に対し指定口座振込

による支払いを求めた場合、RS 契約者は、TC の発行する振込依頼書に記載された内容に従い、指定口

座への現金振込みにより支払うものとします。 

(4)  TOYOTA Wallet（TS CUBIC）による支払い 

RS 契約者の利用車両および T-Connect 申込方法等が TC 所定の条件に該当する場合、RS 契約者は、

TOYOTA Wallet（ただし後払い型の TS CUBIC に限ります）による支払いができるものとします。詳

しくは別表（2）支払方法をご確認ください。 

4. RS 契約者は、TC 所定の手続きを行った場合、本条第 2 項の支払区分および前項の支払方法を変更すること

ができます。ただし、T-Connect エントリー（22）および T-Connect スタンダード（22）対応車両において



RS 利用契約を締結した RS 契約者については、T-Connect 利用規約第 4 条に定める共通 ID との連携を行っ

ていない場合、My TOYOTA（ウェブ）による支払い方法の変更を選択することができません。 

5. RS 契約者が指定口座振込による支払いを行う場合において、RS 契約者の支払った金額が RS 利用料および

TC と RS 契約者との取引に基づき TC に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、TC が

適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。 

 

第11条 （RS 利用契約の解約） 

1. RS 契約者は、RS 利用契約の解約を希望する場合、TC 所定の手続きにより TC に届出るものとします。解

約の効力は、TC に解約の届出が到達した時点（ただし、T-Connect エントリー（22）および T-Connect ス

タンダード（22）対応車両における RS 利用契約のうち、第 2 項に基づく払い戻しが行われないサービスプ

ランの契約については、解約の届出が到達した日の属する契約期間が満了した時点）で生じるものとします。

この場合、TC は、第 2 項に該当する場合を除き、既に支払われた RS 利用料の払戻しは一切行いません。 

2. RS 契約者のうち、下記サービスプランの契約を締結している者が、それぞれの契約における契約期間満了

日まで所定の期間を残して RS 利用契約を解約した時には、TC に解約の届出が到達した日の属する月の末

日時点で解約の効力が生じるものとし、TC は、当該 RS 契約者が指定した当該 RS 契約者名義の口座（以

下、「口座」といいます）に振り込む方法により、下記表の返金額を払い戻すものとします。その場合、当該

RS 契約者は、TC 所定の書面（以下、「口座指定書」といいます）により当該払い戻しを受ける口座を指定

するものとし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該払い戻しを請求できないものとします。 

(1) 口座指定書が、TC が口座指定書を当該 RS 契約者に送付した日から 1 年以内に、TC に対して返送され

なかった場合 

(2) 口座指定書が、宛先不明等の理由により、当該 RS 契約者によって受領されなかった場合 

サービスプラン名称 解約の効力発生時点における契約残期間 返金額（消費税相当額込み） 

リモートスタート（ア

プリ）・オペレーター

サービス 3 年パック 

契約期間満了日まで 12 ヶ月～23 ヶ月の期間を

残して当該契約を解約した場合 
2,200 円 

契約期間満了日まで 24 ヶ月～35 ヶ月の期間を

残して当該契約を解約した場合 
8,800 円 

リモートスタート（ア

プリ）・オペレーター

サービス 5 年パック 

契約期間満了日まで 12 ヶ月～23 ヶ月の期間を

残して当該契約を解約した場合 
2,200 円 

契約期間満了日まで 24 ヶ月～35 ヶ月の期間を

残して当該契約を解約した場合 
8,800 円 

契約期間満了日まで 36 ヶ月～47 ヶ月の期間を

残して当該契約を解約した場合 
14,300 円 

契約期間満了日まで 48 ヶ月～59 ヶ月の期間を

残して当該契約を解約した場合 
20,900 円 

3. 前二項に従い RS 契約者が解約を届出た場合において、RS 契約者が TC に対し債務を有する場合、RS 契約

者は、直ちにその全額を TC に支払うものとします。 

4. リモートスタート（アプリ）・オペレーターサービスパックプランを契約した RS 契約者が、オペレーターサ

ービス利用契約（以下、「OS 利用契約」といいます）の解約を届出たときは、RS 利用契約の解約も届出た

ものとみなします。この場合の RS 利用料の返金については第 2 項に定めるとおりであり、OS 規約第 12 条

第 2 項が併せて適用されて返金額が倍増するものではありません。 

5. RS 契約者が、T-Connect 利用契約の解約を届出たときは、RS 利用契約の解約も届出たものとみなします。

この場合は、第 1 項の規定にかかわらず、RS 利用契約は、T-Connect 利用契約が終了した時点で当然に終



了します。 

 

第12条 （解除事由等） 

1. TC は、RS 申込者が次の各号のいずれかに該当する場合、RS の申込みを承諾しないことがあります。また、

申込みの承諾後であっても、RS 契約者が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合、当該申込み

の承諾を取消すことがあります。 

(1) T-Connect に関連する諸契約の違反等により、過去に T-Connect に関連する契約を解除されたことがあ

る場合 

(2) TC が提供する各種サービスの契約違反等により、過去に TC との契約を解除されたことがある場合 

(3) T-Connect に関連する利用開始の申込みに虚偽、誤記または記入漏れがあることが判明した場合 

(4) 指定した預金口座、クレジットカードなどが無効である場合または収納代行会社、クレジットカード会

社もしくは金融機関等により利用の停止もしくは制限の措置が取られていることが判明した場合 

(5) 過去に RS 利用料の支払いを怠っていたことが判明した場合 

(6) 反社会的勢力の排除（T-Connect 利用規約第 29 条）に違反する事実が判明した場合 

(7) その他 TC が RS 契約者として不適当と判断する場合 

2. TC は、RS 契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、RS 契約者に通知または催告することなく、RS 利

用契約を解除できるものとします。この場合、TC が RS 利用契約を解除した時点で RS 利用契約は終了す

るものとし、TC は第 3 項に規定する場合を除き、既に支払われた RS 利用料の払戻しは一切行いません。 

(1) T-Connect 利用契約を解除された場合 

(2) TMC によりアプリあるいは共通 ID の利用を停止された場合 

(3) T-Connect に関連する契約事項につき虚偽の申告をした場合 

(4) T-Connect または関連するサービスを不正に利用した場合 

(5) T-Connect および関連するサービスの運営を妨害した場合 

(6) RS 利用料の支払いを遅滞した場合または拒否した場合 

(7) T-Connect を 1 年以上利用していない場合 

(8) 禁止行為（T-Connect 利用規約第 21 条）に該当する行為を行った場合 

(9) RS 規約に重大な違反があった場合 

(10) TMC 規約等に重大な違反があった場合 

(11) 反社会的勢力の排除（T-Connect 利用規約第 29 条）に違反する事実が判明した場合 

(12) その他 TC が RS 契約者として不適当と判断する相当な事情があった場合 

3. RS 契約者のうち、下記サービスプランの契約を締結している者が、それぞれの契約における契約期間満了

日まで所定の期間を残して RS 利用契約を解除されたときには、TC は、当該 RS 契約者が指定した口座に

振り込む方法により、所定の金額を払い戻すものとします。その場合、当該 RS 契約者は、口座指定書によ

り当該払い戻しを受ける口座を指定するものとし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該払い戻しを

請求できないものとします。 

(1) 口座指定書が、TC が口座指定書を当該 RS 契約者に送付した日から 1 年以内に、TC に対して返送され

なかった場合 

 

 

 

 

 



(2) 口座指定書が、宛先不明等の理由により、当該 RS 契約者によって受領されなかった場合 

サービスプラン名称 解除時点における契約残期間 返金額（消費税相当額込み） 

リモートスタート（ア

プリ）・オペレーターサ

ービス 3 年パック 

契約期間満了日まで 12 ヶ月～23 ヶ月の期間を

残して当該契約を解除された場合 
2,200 円 

契約期間満了日まで 24 ヶ月～35 ヶ月の期間を

残して当該契約を解除された場合 
8,800 円 

リモートスタート（ア

プリ）・オペレーターサ

ービス 5 年パック 

契約期間満了日まで 12 ヶ月～23 ヶ月の期間を

残して当該契約を解除された場合 
2,200 円 

契約期間満了日まで 24 ヶ月～35 ヶ月の期間を

残して当該契約を解除された場合 
8,800 円 

契約期間満了日まで 36 ヶ月～47 ヶ月の期間を

残して当該契約を解除された場合 
14,300 円 

契約期間満了日まで 48 ヶ月～59 ヶ月の期間を

残して当該契約を解除された場合 
20,900 円 

4. 4 リモートスタート（アプリ）・オペレーターサービスのパックプランの RS 申込者または RS 契約者が、OS

規約第 13 条第 1 項または第 2 項に基づき OS 利用契約の申込みに対する承諾が取り消されまたは OS 利用

契約が解除された場合には、RS 利用契約についても、その申込みに対する承諾が取り消されまたは RS 契

約が解除されたものとみなします。この場合の RS 利用料の返金については第 3 項に定めるとおりであり、

OS 規約第 13 条第 3 項が併せて適用されて返金額が倍増するものではありません。 

5. 前三項に基づき RS 利用契約の申込みに対する承諾が取り消され、または RS 利用契約が解除された場合に

おいて、RS 契約者が TC に対し債務を有する場合、RS 契約者は、直ちにその全額を TC に支払うものとし

ます。 

 

第13条 （その他の終了事由） 

1. TC は、アプリの提供が終了した場合（終了事由の如何を問いません）には、RS 契約者および RS 権限受領

者へ通知することなく、RS 利用契約を解除して、終了することができるものとします。本条による終了の

場合、TC は RS 契約者および RS 権限受領者に対し、債務不履行その他一切の責任を負いません。なお、こ

の場合、TC は第 12 条第 3 項に規定する場合を除き、既に支払われた RS 利用料の払戻しは一切行いませ

ん。 

2. リモートスタート（アプリ）・オペレーターサービスパックプランの OS 利用契約が、解約、解除、期間満了

その他の事由により終了したときは、RS 利用契約も同様の事由により終了するものとします。 

3. T-Connect 利用契約が解約、解除、期間満了その他の事由により終了したときは、RS 利用契約も同様の事

由により終了するものとします。 

 

第14条 （専属的合意管轄裁判所） 

RS契約者とTC との間で紛争が生じた場合、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第15条 （法人管理契約者に関する特則） 

T-Connect エントリー、T-Connect スタンダード、T-Connect エントリー（22）および T-Connect スタンダ

ード（22）の契約者のうち、T-Connect 利用規約第 32 条に定める法人管理契約を締結する RS 契約者につ

いては、RS 規約の適用に関して、T-Connect 利用規約第 32 条とともに次の各号に規定する特則が適用され

ます。 



(1) 法人管理契約を締結する RS 契約者の場合、RS 利用料は、RS 利用車両として登録するリース車両の法

人リース契約期間中、当該リース契約の利用料に含まれるため、別途 RS 利用料を支払う必要はありま

せん。 

(2) 法人リース契約が、解約、解除、契約期間満了その他事由のいかんを問わず終了した場合、RS 利用契

約も法人リース契約が終了した時点で当然に終了します。 

 

（付則）2023 年 5 月 22 日改訂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【別表：RS 利用料および支払方法】 

（1）RS 利用料（消費税込み） 

基本サービス

プラン名称 
RS サービスプラ

ン名称 
対象 料金 

T-Connect 
エントリー 
T-Connect 
スタンダード 

リモートスタート 

（アプリ） 

T-Connect エントリーまたは T-Connect スタンダードの契

約者が、オプションサービスとして RS 利用契約の申込み

をしたうえで、RS を利用する場合。 

年払い 2,420 円/年（注 1） 

月払い  220 円/月（注 2） 

T-Connect エントリーまたは T-Connect スタンダードの

契約者のうち、第 15 条に定める法人管理契約の契約者

が、有料オプションサービスとして RS 利用契約の申込み

をしたうえで、RS を利用する場合。 

法人リース契約の

契約期間 
（注 3） 

法人リース契約の

利用料に含まれま

す。 
別途のお支払いは

不要です。 

リモートエアコン 

T-Connect エントリーまたは T-Connect スタンダードの

契約者のうち、オプションサービスとして RS 利用契約の

申込みをしなくても、RS 利用規約が適用されて RS を利

用できる場合。 
※TC 所定の車種

(https://toyota.jp/pages/contents/tconnectservice/content
s/pdf/available_car_list.pdf)にて確認いただけます）に限

ります。 

T-Connect 利用規約別表の T-Connect
基本利用料に含まれる 

T-Connect 
エントリー 
T-Connect 
スタンダード 
T-Connect 

for CROWN 

リモートスタート 

（アプリ） 

リモートスタート（アプリ）スターターキットを購入し、

装着した車両における T-Connect エントリー、T-
Connect スタンダードまたは T-Connect for CROWN の

契約者が、T-Connect のオプションサービスとして RS 利

用契約の申込みをしたうえで、RS を利用する場合。 

1 年間 
（注 4） 

無料 

2 年目以降 

年払い 2,420 円/年 
（注 1、注 5） 

月払い 220 円/月 
（注 6） 

T-Connect 

エントリー 

（22） 

T-Connect 

スタンダード 

（22） 

リモートスタート 

（アプリ） 

T-Connect エントリー（22）または T-Connect スタンダ

ード（22）の契約者が、オプションサービスとして RS
利用契約の申込みをしたうえで、RS を利用する場合。 

月払い 220 円/月（注 2） 

T-Connect エントリー（22）または T-Connect スタンダ

ード（22）の契約者のうち、第 15 条に定める法人管理契

約の契約者が、有料オプションサービスとして RS 利用契

約の申込みをしたうえで、RS を利用する場合。 

法人リース契約の

契約期間 
（注 3） 

法人リース契約の

利用料に含まれま

す。 
別途のお支払いは不

要です。 

リモートエアコン 

T-Connect エントリー（22）または T-Connect スタンダ

ード（22）の契約者のうち、オプションサービスとして R
S 利用契約の申込みをしなくても、RS 利用規約が適用さ

れて RS を利用できる場合。 
※TC 所定の車種

(https://toyota.jp/pages/contents/tconnectservice/content
s/pdf/available_car_list.pdf にて確認いただけます）に限

ります。 

T-Connect 利用規約別表の T-Connect
基本利用料に含まれる 

T-Connect 

スタンダード 

（22） 

リモートスタート

（アプリ）・オペ

レーターサービス 

3 年パック 

T-Connect スタンダード（22）契約者が、オプションサー

ビスとしてリモートスタート（アプリ）・オペレーターサ

ービス 3 年パックの申込みをしたうえで、RS および OS
を利用する場合。リモートスタート（アプリ）・オペレー

ターサービス 3 年パックは新車購入時に同時にお申し込

みの場合であり、利用車両がリモートスタート（アプリ）

のサービス提供対象である場合に限ってお申込みいただけ

ます。 

3 年間 
（注 7） 

18,150 円 

4 年目以降 
（注 8） 

リモート 
スタート 
（アプリ） 

月払い 
220 円/月 

オペレー

ターサー

ビス 

月払い 
330 円/月 

リモートスタート

（アプリ）・オペ

レーターサービス 

5 年パック 

T-Connect スタンダード（22）契約者が、オプションサー

ビスとしてリモートスタート（アプリ）・オペレーターサ

ービス 5 年パックの申込みをしたうえで、RS および OS
を利用する場合。リモートスタート（アプリ）・オペレー

ターサービス 5 年パックは新車購入時に同時にお申し込

みの場合であり、利用車両がリモートスタート（アプリ）

5 年間 
（注 9） 

30,250 円 

6 年目以降 
（注 8） 

リ モ ー ト

スタート 
（アプリ） 

月払い 
220 円/月 



のサービス提供対象である場合に限ってお申込みいただけ

ます。 
オ ペ レ ー

タ ー サ ー

ビス 

月払い 
330 円/月 

※TC に支払われた RS 利用料は、理由のいかんを問わず一切払戻ししません。契約期間経過前に途中解約した場合も、月割りや日割り計算による

払戻しは行いません（RS 利用規約第 11 条第 2 項および第 12 条第 3 項に規定する場合を除きます）。 

※RS 利用料は付則日現在の価格であり、予告なく変更される場合があります。 

※情報通信端末を使用した場合、OSの利用にかかる通信料および通話料は OS契約者または OS車両利用者の負担とします。 

（注 1）年払いにおける契約期間は、RS 契約日から RS 契約日（＊1）の属する月を初月とした 12 ヶ月目の末日までの期間をいいます。契約日が

月の途中であっても、RS 利用料の日割り計算は行いません。なお、年払いを選択した場合の RS 利用契約は、TC または RS 契約者が契約

期間満了日までに RS 利用契約を更新しない旨の意思表示をしない限り、さらに 1 年自動的に更新されるものとし、以降も同様とします。 

（＊1）月払いプランからの変更の場合、契約日は所定のプラン変更手続を行った日の属する月の翌月 1 日です。 

（注 2）月払いにおける契約期間は、RS 利用契約の契約日から RS 契約日（＊1）の属する月の末日までの期間をいいます。契約日が月の途中であ

っても、RS 利用料の日割り計算は行いません。なお、月払いを選択した場合の RS 利用契約は、TC または RS 契約者が契約期間満了日ま

でに RS 利用契約を更新しない旨の意思表示をしない限り、さらに 1 ヶ月自動的に更新されるものとし、以降も同様とします。 

（＊1）年払いプランからの変更の場合、契約日は契約期間満了日の属する月の翌月 1 日です。 

（注 3）法人リース契約の契約期間とは、契約者とリース店（T-Connect 利用規約第 32 条に定義します）との間で締結される法人リース契約の契

約期間をいいます。なお、RS 利用契約は、法人リース契約の契約期間のどの時点で RS 利用契約をしても、または、法人リース契約の契

約期間に一旦解約がなされた後改めて RS 契約がなされた場合でも、当該法人リース契約が終了した日をもって当然に終了します。 

（注 4）1 年間とは、RS 利用契約の初回成立日から、当該契約日の属する月を初月とした 13 ヶ月目の末日までの期間をいいます（＊1）。なお、契

約期間満了日の属する月の所定期日までに、RS 契約者が TC 所定の方法により契約を更新しない旨の通知を TC に対して行わない場合、

当該契約は契約期間満了日の翌日から、自動的に（注 6）の有料契約に更新されます。 

（＊1）無料期間内に解約等により契約が終了した場合には、解約等の時点で当該無料期間は終了し、次からの契約は（注 6）の再契約（有

料）となります。  

（注 5）2 年目以降において年払いを選択する場合、（注 4）の契約が自動的に（注 6）へ更新された後、所定期日までに TC に年払いへ変更する旨

のお申し出をいただく必要があります。 

（注 6）2 年目以降の月払いとは、①（注 4）の無料期間の満了日が属する月の所定期日までに TC に契約を更新しない旨の通知がなされず引き続

き契約を継続する場合、または、②契約期間に関わらず一旦解約がなされた後改めて契約がなされた場合をいいます。①の場合における契

約期間は、（注 4）の無料期間満了日の翌日から１ヶ月間です。なお、当該契約は自動更新されます。契約期間満了により終了させるために

は、RS 利用契約の契約期間満了日の属する月の所定期日までに、RS 契約者から契約期間の満了をもって終了する旨の通知を TC にする必

要があります。これがなされない場合、当該契約は契約期間満了日の翌日から 1 ヶ月間、自動的に更新されます。 

②の場合における契約期間は、RS 利用契約の契約日から当該契約日の属する月の末日までの期間をいいます。契約日が月の途中であって

も、利用料の日割り計算は行いません。なお、当該契約は自動更新されます。契約期間満了により終了させるためには、RS 利用契約の契

約期間満了日の属する月の所定期日までに、RS 契約者から契約期間の満了をもって終了する旨の通知を TC にする必要があります。これ

がなされない場合、当該契約は契約期間満了日の翌日から１ヶ月間、自動的に更新されます。 

上記①、②いずれの場合も、車載機より支払い方法を TOYOTA Wallet（Wallet QR）にて申し込んだ場合は、RS 利用契約は自動更新され

ません。契約期間満了日をもって契約終了となります。 

（注 7）3 年間とは、車両初度登録日より 36 ヶ月点検月の末日までの期間をいいます。 なお、当該契約期間の満了日が属する月の所定期日まで

に、契約者から契約の継続を希望する旨の通知が TC になされない場合、当該契約期間の満了日をもって契約終了となります。 

（注 8）4 年目以降・6 年目以降とは、（注 7）および（注 9）の各契約プランの契約期間の満了日が属する月の所定期日までに TC に OS 契約また

は RS 契約のいずれか一方または双方の継続を希望する旨の通知がなされ、引き続き OS 契約または RS 契約を継続する場合をいいます。

契約期間は、（注 7）、（注 9）の各契約プランの契約期間満了日の翌日から 1 ヶ月間です。なお、継続した OS 契約または RS 契約は自動更

新されます。契約期間満了により終了させるためには、契約期間満了日の属する月の所定期日までに、それぞれ、契約者から契約期間の満

了をもって終了する旨の通知を TC にする必要があります。これがなされない場合、OS 契約または RS 契約はそれぞれ契約期間満了日の



翌日から 1 ヶ月間、自動的に更新されます。ただし、車載機より支払方法を TOYOTA Wallet（Wallet QR）にて申し込んだ場合は、当該

契約は自動更新されません。契約期間満了日をもって契約終了となります。 

（注 9）5 年間とは、車両初度登録日より 60 ヶ月点検月の末日までの期間をいいます。 なお、当該契約期間の満了日が属する月の所定期日まで

に、契約者から契約の継続を希望する旨の通知が TC になされない場合、当該契約期間の満了日をもって契約終了となります。 

 

（2）支払方法 

支 払 方 法 支 払 区 分 課 金 方 式 

クレジットカード 
年払い 

自動継続課金（＊） 
月払い 

預金口座振替 年払い 自動継続課金（＊） 

指定口座振込 年払い 自動継続課金（＊） 

TOYOTA Wallet（TS  CUBIC） 
年払い 

自動継続課金 

※車載機の TOYOTA Wallet（Wallet QR）にて 

お申込みの場合は都度課金 （＊） 月払い 

＊預金口座振替および指定口座振込による支払いは、月払いの選択ができません。また、RS 契約者が、T-Connect 利用規約に基づき提供されるサ

ービス（以下、「基本サービス」といいます）の支払区分について月払いを選択しているときは、RS 利用料の支払区分についても月払いとなり

ます。 

＊基本サービスまたは T-Connect のオプションサービスのうち、一契約でも月払いを選択されるときは、他の全ての支払いもクレジットカードま

たは TOYOTA Wallet（TS CUBIC）のうち RS 契約者が選択したいずれか一方による支払いとなります。 

＊預金口座振替による支払いの場合、TC は RS 契約者に事前の案内（請求書または利用明細の送付等）を行わないものとし、RS 契約者はこれを

承諾します。また、当月の引落しにかかる利用料金の合計が 2,000 円未満の場合は、別途 110 円（税込み）の手数料を請求します。 

＊TOYOTA Wallet（TS CUBIC）による支払いは、T-Connect エントリー、T-Connect スタンダード、T-Connect エントリー（22）または T-Connect

スタンダード（22）をご契約の場合に限り、TC 所定の方法により選択（支払方法の変更を含みます）することができます。 

＊T-Connect のご契約プラン、申込みの時期、申込み方法、および My TOYOTA（ウェブ）または T-Connect ユーザーサイトにおいて選択してい

る支払い方法の状況によっては、TOYOTA Wallet（TS CUBIC）決済による支払いを選択できない場合があります。 

 

（3）消費税 

上記（1）（2）に記載する各料金には、消費税が含まれます（内税表記）。 

なお、消費税率が税法の改定により変動した時は、変動後の税率に各料金が自動改定されるものとします。 


