
DCM通信サービスに関する重要事項説明書 

 

※下記より、お申込みのサービスに対応した書面をご確認ください。 

 

 

「T-Connect DCMパッケージ」「T-Connect DCM単体」「T-Connect DCM単体/携帯接続」

「T-Connect for CROWN（2018年発売モデル）」「T-Connect エントリー（22）」 

「T-Connect スタンダード（22）」 1 

 

「T-Connect エントリー、T-Connect スタンダード」 8 

 



DCM 通信サービスに関する重要事項説明書 

 

以下のサービスプランのいずれかを申込むお客様のみご確認ください。 

「T-Connect DCM パッケージ」「T-Connect DCM 単体」  

「T-Connect DCM 単体/携帯接続」「T-Connect for CROWN（2018 年 6 月～2020年 4 月モデル）」 

「T-Connectエントリー（22）」「T-Connectスタンダード（22）」 

 

T-Connectは、KDDI株式会社（以下、「KDDI」と表記します）の通信回線による専用通信モジュール

（DCM）を利用したデータ通信および音声通話のサービスです。 

T-Connectのオプションサービスである車内Wi-Fiをご契約の場合、上記サービスに加え、Wi-Fiによ

るインターネット接続のサービスが提供されます。 

この書面は、DCM による通信サービスに関する重要なお知らせです。十分にご確認ください。 

 

電気通信事業者の名称 トヨタコネクティッド株式会社（以下、「TC」と表記します） 

電気通信事業者の連絡先 【T-Connectサポートセンター】 

全国共通フリーコール 

0800-500-6200 

受付時間 9:00～18:00 年中無休 

業務受託者の名称・連絡先 T-Connectご利用申込書、お申込み時に送付する電子メール、お申込

み時にお渡しする販売員名刺に記載していますのでそちらをご確認く

ださい。 
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サービス名称 T-Connect 

種類 仮想移動電気通信サービス（MVNOサービス） 

品質 ・DCMの通信方式は、KDDIの CDMA方式および LTE対応の au携

帯電話の通信方式と同一です。 

・回線の状況やお客様のご利用場所等により、通信速度が大幅に低下

する場合や、通信自体がご利用いただけなくなる場合があります

（DCMによる通信はベストエフォート方式を採用しています）。 

・T-Connectはデータ取得に通信を利用するため、通信環境の整わない

状況では通信を利用するサービスはすべて利用できません。 

提供を受けることがで

きる場所 

・サービスエリアについては、KDDIのホームページでご確認くださ

い。 

・トンネル内・地下・屋内・ビルの陰・山間部等の電波の届かないと

ころや、サービスエリア外ではご使用になれません。また、高地・

高層ビル等の高層階等の電波状態の悪いところおよび気象条件によ

っては、ご利用になれないことがあります。 

緊急通報に係る制限 緊急通報を利用することはできません（警察、海上保安機関、消防機

関へ直接的に通報することはできません）。 



青少年有害情報フィル

タリング 

DCM でのデータ通信は接続先限定通信であり、青少年有害情報には接

続されません。ただし、車内Wi-Fiをご契約される場合にはこの限り

ではありません。後述の車内 Wi-Fiに関する記載をご確認ください。 

その他の利用制限 ・直近 3 日間（当日は含みません）で合計 6GB以上の通信をした場

合、終日速度制限がかかることがあります。ただし、DCM通信にお

ける速度制限の対象となるデータ通信量は、KDDIにより変更され

る場合があります。 

・ヘルプネットでの緊急通報中および保守点検中は、ヘルプネットの

通信が優先されるため、その他の T-Connectサービスをご利用でき

ない可能性があります。 

・将来において、KDDIにて、停波や通信に使用する電波の割当て等

が変更になった場合、T-Connectが使用できなくなる場合があります

（その場合は事前にご連絡いたします）。 

・GPS 信号を長い間（数ヶ月間）受信していないとき、または 12V バ

ッテリーとの接続が断たれたときは、データ通信ができなくなるこ

とがあります。この場合は、GPS信号が受信できる場所に車を移動

した後、データ通信が可能となっていることを確認してください。 

通信料金、その他の料

金、期間限定の割引の

適用期間等の条件等 

・通信料金 

DCM でのデータ通信および音声通話に関する通信料金は、T-

Connect利用規約に定める T-Connectの利用料金に含まれていま

す。T-Connectの無料期間中は通信料金も無料です。 

・車載機専用アプリの利用料等 

T-Connect基本利用料には、車載機専用アプリ、協業サービスおよび

取次先サービス（個別のアプリ、トヨタコネクティッドカー保険、

ロードアシスト 24において JAFが提供するサービス等）の利用料

や保険料等は含まれておらず、別途お支払が必要となります。 

・期間限定の割引の適用期間等の条件 

下記期間は、T-Connect基本利用料が無料になります。 

T-Connect DCM パッケージ（※1）：初度登録日（新車として登録さ

れた日、以下同じです）から 12 ヶ月間。ただし無料期間内に解約等

した後、同期間内に改めて契約した場合を除きます。 

T-Connect DCM パッケージ（※2）、T-Connect DCM 単体、T-

Connect DCM 単体/携帯接続、T-Connect for CROWN（2018年 6

月～2020年 4月モデル）：初度登録日から 36 ヶ月間 

T-Connectエントリー（22）、スタンダード（22）：初度登録日から

60ヶ月間 

※1T-Connect対応ナビを装着し、DCM の通信を利用して T-Connect を利用する場合の

うち、初年度無料の T-Connect DCM パッケージの場合 



※2T-Connect 対応ナビを装着し、DCM の通信を利用して、MIRAI（2014 年 11 月以

降モデル）、プリウス PHV（2017 年 2 月以降モデル 標準装備ナビ、2019 年 5 月以降

モデル）、アルファード・ヴェルファイア(2017 年 12 月～2019 年 12 月モデル)、セン

チュリー（2018 年 6 月以降モデル）、カローラスポーツ（2018 年 6 月～2019 年 9 月

モデル）、プリウス（2018 年 12 月～2021 年 6 月モデル）、RAV4(2019 年 4 月～2020 

年 8 月モデル)で T-Connect を利用する場合。 

・bZ4Xを利用車両として T-Connectを利用する場合、T-Connect基本

利用料（通信料金を含みます）は、初度登録日から 120 ヶ月間、契

約者と TMCが別途指定するリース会社との間で締結される bZ4Xの

リース契約の利用料に含まれます。別途お支払いいただく必要はあ

りません。 

・契約者と株式会社 KINTO（以下、「KINTO」といいます）との間で

締結される対象車両のリース契約に付随して T-Connect利用契約を

締結する場合、T-Connect基本利用料（通信料金を含みます）は、当

該リース契約期間中、リース契約の利用料に含まれます。別途お支

払いいただく必要はありません。 

・T-Connectの利用料金、事務手数料、支払方法および無料期間の詳

細については、「T-Connect利用規約」の別表をご確認ください。 

【T-Connect利用規約】 

https://toyota.jp/tconnectservice/tcterms/ 

契約解除・契約変更の

連絡先及び方法 

・DCMによる通信サービスは、T-Connect利用契約を解約することに

より解約することができます。DCM による通信サービス単体で解約

することはできません。T-Connect利用契約の解約を希望するとき

は、車載機、My TOYOTA（ウェブ）または T-Connectユーザーサ

イトにて手続きを行うか、または T-Connectサポートセンターにご

連絡ください。ただし、T-Connectエントリー（22）および T-

Connectスタンダード（22）対応車両においては、T-Connectユー

ザーサイトでの解約はできません。なお、車載機での解約手続きに

は T-Connect暗証番号が必要です。My TOYOTA（ウェブ）での解

約手続きには、TOYOTA/LEXUS の共通 IDと T-Connect IDを連携

し、TOYOTA/LEXUSの共通 IDのパスワードによるログインが必

要です。T-Connectユーザーサイトでの解約手続きには、契約 ID       

（T-Connect ID）・パスワードによるログインまたは My TOYOTA

（ウェブ）と同様の方法によるログインが必要です。 

・万一、解約手続きを実施しないでお車を処分するなどした場合は、 

My TOYOTA（ウェブ）または T-Connectユーザーサイトにて解約

手続きを行うか、または T-Connectサポートセンターにご連絡くだ

さい。 
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オプションサービス名

称 

車内Wi-Fi 

電気通信役務の種類 仮想移動電気通信サービス（MVNO）（無線インターネット専用サービ

ス） 

品質 車内Wi-Fiは DCM による通信サービスを利用しており、DCM の通信

方式は、KDDIの LTE対応である au携帯電話の通信方式と同一で

す。 

提供を受けることがで

きる場所、緊急通報に

係る制限 

車内Wi-Fiにおける品質、提供を受けることができる場所および緊急

通報に係る制限は、T-Connectの場合と同様です。 

・契約者と KINTOとの間で締結される対象車両のリース契約に付随し

て T-Connect利用契約を締結する場合、当該リース契約期間中、当

該リース契約に付随する T-Connect利用契約のみの解約を求めるこ

とはできません。T-Connect利用契約の解約を希望するときは、当該

リース契約自体を解約していただく必要があります。 

契約解除・契約変更の

条件等 

・T-Connect利用契約期間中の解約であっても、支払済みの T-Connect

利用料金は返金されません。 

・T-Connect利用契約のご契約者の希望により、DCM による通信サ

ービスについての契約内容の変更をすることはできません。 

・無料期間が適用されない T-Connect利用契約は自動更新契約です

ので、契約期間満了月の所定期日までに T-Connect利用契約を更新

しない意思表示（T-Connect解約手続き）をしていただかないと、自

動的に契約が更新され、かかる場合には、DCM による通信サービス

も自動的に契約が更新されることになります。 

・T-Connect利用契約に無料期間が適用されている場合は、自動更新

されません。無料期間終了後も T-Connectおよび DCM による通信

サービスのご利用を希望される場合は、車載機、My TOYOTA（ウ

ェブ）、T-Connectユーザーサイトまたは「T-Connect継続のご案

内」に同封の継続申込書にて、所定期日までに継続手続きを行って

ください。なお、継続手続き後は、自動更新となります。ただし、T-

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

応車両においては、T-Connectユーザーサイトでの継続手続きはでき

ません。 



青少年有害情報フィル

タリング 

車内Wi-Fiを利用することで、青少年がインターネット上の青少年有

害情報を閲覧する可能性があるほか、場合によっては、青少年が違法ま

たは有害な行為に関与する可能性があります。車内Wi-Fiの契約者ま

たは使用者に 18 歳未満の青少年が含まれる場合には、青少年有害情報

フィルタリングサービスのご利用を条件として、車内Wi-Fiを提供し

ます。 

青少年有害情報フィルタリングサービスのご利用が必要な場合には、別

途、自らの責任と負担にて当該サービスをご契約ください。 

【青少年有害情報フィルタリングサービス】 

i-フィルター for マルチデバイス（デジタルアーツ株式会社提供） 

https://www.daj.jp/cs/products/multidevice/ 

（なお、上記は青少年有害情報フィルタリングサービスの一例であり、

上記サービスのご利用に限定するものではございません） 

車内Wi-Fiの契約者または使用者が青少年であるにもかかわらず、青

少年有害情報フィルタリングサービスの利用を希望しない場合には、青

少年が青少年有害情報を閲覧することがないよう、保護者において適切

に監督いただく必要があります。この場合、当社の求めに応じ、青少年

有害情報フィルタリングサービスを利用しない正当な理由等が記載され

た書面を提出しなければなりません。 

通信料金、その他の料

金、期間限定の割引の

適用期間等の条件等 

・車内Wi-Fiをご利用の場合、T-Connect基本利用料等に加え、車内

Wi-Fi利用料（1,100 円/月、税込み）のお支払いが必要です。 

・車内Wi-Fi利用料額及びお支払方法の詳細については「車内Wi-Fi

利用規約」の別表をご確認ください。 

【車内Wi-Fi利用規約】 

https://toyota.jp/tconnectservice/tcterms/ 

その他の利用制限 ・車内Wi-Fiは、T-Connect利用契約を締結のうえ、T-Connectのオプ

ションサービスとして車内 Wi-Fi利用契約を締結した場合にご利用

いただけます。ただし、T-Connectスタンダード（22）対応車両以外

の車両においては、車内Wi-Fiをご利用いただけません。 

・直近 3 日間（当日は含みません）で合計 6GB以上の通信をした場

合、終日速度制限がかかることがあります。ただし、DCM通信にお

ける速度制限の対象となるデータ通信量は、KDDIにより変更される

場合があります。 



契約解除・契約変更の

連絡先及び方法 

・車内Wi-Fiは、車内Wi-Fi利用契約を解約する旨の届出が TCに到達

した日の属する契約期間の満了日をもって解約することができます。

お車の車載機、My TOYOTA（ウェブ）その他当社所定の手続きに

て、車内Wi-Fiサービスの解約手続きを実施してください。車載機

またはMy TOYOTA（ウェブ）での解約手続きには、

TOYOTA/LEXUS の共通 IDと T-Connect IDを連携させたうえ、

TOYOTA/LEXUS の共通 IDのパスワードによるログインが必要で

す。 

 

契約解除・契約変更の

条件等 

・T-Connect利用契約が解約その他理由のいかんを問わず終了した場

合、車内Wi-Fi利用契約も T-Connect利用契約が終了した時点で自

動的に終了します。 

・車内Wi-Fi利用契約期間中の解約であっても、原則として支払済み

の車内Wi-Fi利用料金は返金されません。 

・車内Wi-Fi利用契約は自動更新契約ですので、所定の期日までに車

内Wi-Fi利用契約を継続しない意思表示（車内 Wi-Fi解約手続き）

が TCに届かない限り、自動的に契約が更新されます。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、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。 

・車内Wi-Fi利用契約のご契約者の希望により、DCM による通信サー

ビスについての契約内容の変更をすることはできません。 

初期契約解除に関する事項 ・DCMによる通信サービスおよび車内Wi-Fiサービスは、初期契約解

除制度の対象です。T-Connectまたは車内Wi-Fiサービスについて

はお手元に届く「DCM 通信サービスに関するご説明書」または「車

内Wi-Fiの通信サービスに関するご説明書」（以下、あわせて「契約

書面」と表記します）を受領した日から起算して 8日を経過するま

での間、書面により DCM による通信サービスおよび車内Wi-Fiサ

ービスの利用契約の解除を行うことができます。詳細は、契約書面

をご確認ください。 

・なお、DCM による通信サービスのみを解約することはできません。

DCM によるデータ通信サービスの全てを解約する場合、T-Connect

利用契約の全てを解除することになります（この場合、車内 Wi-Fi

利用契約も解除となり、T-Connectサービスおよび車内Wi-Fiサービ

スの一切が利用できなくなります）。 

利用規約に関する情報提供 DCM による通信サービスを含めた T-Connect利用契約および車内Wi-

Fi利用契約は、T-Connect利用規約および車内Wi-Fi利用規約を契約

の内容とします。TCは、T-Connect利用規約および車内Wi-Fi利用規

約の定めに従って、契約内容を変更することがあります。 



T-Connect利用規約および車内Wi-Fi利用規約 

https://toyota.jp/tconnectservice/tcterms/ 

電磁的方法による契約書面

の交付 

・電気通信事業法に基づいて契約締結後にお渡しする契約書面につい

ては、当該書面の交付に代えて、toyota.jpにおいて PDF形式

（Adobe Reader で閲覧可能な状態）で掲載する方法により提供いた

します。 

https://toyota.jp/tconnectservice/tcterms/ 

・当該書面の交付をご希望の方は、T-Connectサポートセンターにご連

絡ください。 

（付則）2023年 5月 22日改訂 



DCM 通信サービスに関する重要事項説明書 

 

以下のサービスプランを申込むお客様のみご確認ください。 

「T-Connect エントリー、T-Connect スタンダード」 

 

この書面は、トヨタコネクティッド株式会社（以下、「TC」と表記します）が別に定める DCM を用いて

提供する T-Connect サービス（以下「T-Connect」と表記します）の利用開始の申し込みをされた場合

に、同時にお客様がお申込みいただいたことになる KDDI 株式会社の「カーテレマティクス向けモジュ

ールに関する通信特約」に定める通信サービス契約の内容についてご説明するものです。十分にご確認

ください。 

 

 

電気通信事業者の名称 KDDI 株式会社(以下、「KDDI」と表記します) 

電気通信事業者の連絡先 

 

 

 

 

 

 

 

【KDDI お客さまセンター】 

全国共通フリーコール 

0077-7-111 

受付時間 9:00～20:00(年中無休) 

お問い合わせは以下のような通信契約に関するお問い合わせに関する

連絡先です。 

【例】・通信回線の契約回線数に関するお問い合わせ 

・通信契約の契約条件・契約内容に関するお問い合わせ 

 

なお、T-Connect に関するお問い合わせについては、T-Connect 利用規

約に記載されている下記お問い合わせ先等にご連絡ください。 

【T-Connect サポートセンター】 

全国共通フリーコール 

TEL : 0800-500-6200  

受付時間：9:00～18:00 年中無休 

【例】・ヘルプネットのご利用方法に関するお問い合わせ 

    ・オプションサービスの申し込み方法に関するお問い合わせ 

電
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内

サービス名称 T-Connect 向け au 通信サービス 

なお、適用される約款は「利用規約に関する情報提供」をご確認下さ

い。 

種類 au 通信網を利用した車載通信サービス（施行規則別表 十三に相当） 

品質 ・回線の状況やお客様のご利用場所等により、通信速度が大幅に低下

する場合や、通信自体がご利用いただけなくなる場合があります

（DCM による通信はベストエフォート方式を採用しています）。 

・TC の提供する T-Connect はデータ取得に通信を利用するため、通信



容 環境の整わない状況では通信を利用するサービスはすべて利用でき

ません。 

提供を受けることがで

きる場所 

・サービスエリアについては、KDDI のホームページでご確認くださ

い。 

・トンネル内・地下・屋内・ビルの陰・山間部等の電波の届かないと

ころや、サービスエリア外ではご使用になれません。また、高地・

高層ビル等の高層階等の電波状態の悪いところおよび気象条件によ

っては、ご利用になれないことがあります。 

緊急通報に係る制限 緊急通報を利用することはできません（警察、海上保安機関、消防機

関へ直接的に通報することはできません）。 

青少年有害情報フィル

タリング 

DCM でのデータ通信は接続先限定通信であり、青少年有害情報には接続

されません。 

その他の利用制限 ・直近 3日間（当日は含みません）で合計 6GB 以上の通信をした場

合、終日速度制限がかかることがあります。ただし、DCM 通信におけ

る速度制限の対象となるデータ通信量は、KDDI により変更される場

合があります。 

・ヘルプネットでの緊急通報中および保守点検中は、ヘルプネットの

通信が優先されるため、その他の T-Connect サービスをご利用でき

ない可能性があります。 

・将来において、KDDI にて、停波や通信に使用する電波の割当て等が

変更になった場合、T-Connect が使用できなくなる場合があります

（その場合は事前にご連絡いたします）。 

・GPS 信号を長い間（数ヶ月間）受信していないとき、または 12V バッ

テリーとの接続が断たれたときは、データ通信ができなくなること

があります。この場合は、GPS 信号が受信できる場所に車を移動した

後、データ通信が可能となっていることを確認してください。 

通信料金、その他の料金、

期間限定の割引の適用期間

等の条件等 

・通信料金 

DCM でのデータ通信および音声通話に関する通信料金は、T-Connect

利用規約に定める T-Connect の利用料金に含まれており、TC と T-

Connect 契約を締結している場合にはお客様において料金の支払いは

要しません。 

T-Connect 基本利用料には、車載機専用アプリ、協業サービスおよび

取次先サービス（個別のアプリ、トヨタつながるクルマの保険プラ

ン、ロードアシスト２４において JAF が提供するサービス等）の利

用料や保険料等は含まれておらず、別途お支払が必要となります。 

・期間限定の割引の適用期間等の条件 

初年度登録日（新車として登録された日）から 5年後の応当日の前

日が属する月の末日まで、T-Connect 基本利用料が無料になります。 



・なお、T-Connect の利用料金、事務手数料、支払方法および無料期間

については、「T-Connect 利用規約」の別表に記載していますので、

そちらをご確認ください。 

【T-Connect 利用規約】 

 https://toyota.jp/tconnectservice/tcterms/ 

契約解除・契約変更の連絡

先及び方法 

・DCM による通信サービスは T-Connect 利用契約を解約することにより

解約することができます。DCM による通信サービス単体で解約するこ

とはできません。T-Connect 利用契約の解約を希望するときは、車載

機、My TOYOTA（ウェブ）または T-Connect ユーザーサイトにて手続

きを行うか、または T-Connect サポートセンターにご連絡くださ

い。なお、車載機での解約手続きには T-Connect 暗証番号が必要で

す。My TOYOTA（ウェブ）での解約手続きには、TOYOTA/LEXUS の共通

ID と T-Connect ID を連携し、TOYOTA/LEXUS の共通 IDのパスワード

によるログインが必要です。T-Connect ユーザーサイトでの解約手続

きには、契約 ID（T-Connect ID）・パスワードによるログインまたは 

My TOYOTA（ウェブ）と同様の方法によるログインが必要です。 

・万一、解約手続きを実施しないでお車を処分するなどした場合は、

My TOYOTA（ウェブ）または T-Connect ユーザーサイトにて解約手続

きを行うか、または T-Connect サポートセンターにご連絡くださ

い。 

契約解除・契約変更の条件

等 

・T-Connect 利用契約期間中の解約であっても、支払い済みの T-

Connect 利用料金は返金されません。 

・T-Connect 利用契約のご契約者の希望により、DCM による通信サービ

スについての契約内容の変更をすることはできません。 

・無料期間が適用されない T-Connect 利用契約は自動更新契約ですの

で、契約期間満了月の所定期日までに T-Connect 利用契約を更新し

ない意思表示（T-Connect 解約手続き）をしていただかないと、自動

的に契約が更新され、かかる場合には、DCM による通信サービスにつ

いても自動的に契約が更新されることになります。 

・T-Connect 利用契約に無料期間が適用されている場合は、自動更新さ

れません。無料期間終了後も T-Connect 及び DCM による通信サービ

スのご利用を希望される場合は、車載機、My TOYOTA（ウェブ）、T-

Connect ユーザーサイトまたは「T-Connect 継続のご案内」に同封の

継続申込書にて、所定期日までに継続手続きを行ってください。な

お、継続手続き後は、自動更新となります。 

利用規約に関する情報提供 適用される約款は以下のとおりです。 

・au(LTE)通信サービス契約約款 

内容は以下のリンクでご確認いただけます。 



https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/conditions/ 

KDDI は、au(LTE)通信サービス契約約款を、民法の定めに従い変更する

ことができます。この場合、au(LTE）通信サービスの提供条件は変更

後の約款によります。なお、KDDI は、変更後の約款及びその効力発生

時期を、あらかじめ所定のＷＥＢサイトその他相当の方法で周知する

ものとし、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力

を生じるものとします。 

 

・カーテレマティクス向けモジュールに関する通信特約 

内容は以下のリンクでご確認いただけます。 

https://biz.kddi.com/service/iot/car-telematics2/ 

KDDI はカーテレマティクス向けモジュールに関する通信特約を、民法

の定めに従い変更することができます。この場合の特約プランの内容

は、変更後のカーテレマティクス向けモジュールに関する通信特約に

よります。なお、KDDI は、変更後のカーテレマティクス向けモジュー

ルに関する通信特約およびその効力発生時期を、あらかじめ所定のウ

ェブサイトにおいて周知するものとし、変更後のカーテレマティクス

向けモジュールに関する通信特約は、当該効力発生時期が到来した時

点で効力を生じるものとします。 

その他特記事項 ・同一名義での大量不正契約の防止を図るため、KDDI では原則として個

人契約の同一名義におけるスマートフォン・携帯電話の契約回線数を

累計 5 回線までに制限させていただいております。DCM による通信サ

ービスで利用される回線も 1 回線としてカウントの対象となります。

なお、お申し込みいただける回線数は、お申し込み内容により異なる

場合がございます。 

（付則）2023 年 5月 22 日改訂 


