T-Connect のお申込み内容について（特定商取引法に基づく表記）
T-Connect のお申込みにあたって、当書面の内容を十分お読みください。
■事業者

トヨタコネクティッド株式会社
※ T-Connectは、上記事業者（トヨタコネクティッド株式会社）がトヨタ自動車株式会社（愛知県豊田市トヨタ町1番
地）とともに提供するトヨタブランドの自動車向け情報通信サービスです。

■代表

代表取締役社⾧ 友山 茂樹

■所在地

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦一丁目11番11号

■電話番号(お問い合わせ先)

T-Connectサポートセンタ一 全国共通フリーダイヤル 0800-500-6200 受付時間9:00~18:00 年中無休

■取扱いサービス

テレマティクスサービス（T-Connect）およびこれに付随するサービス
※サービスの範囲・内容はT-Connect利用規約第4条をご確認ください。

■利用料金(消費税込み)

以下に記載

※料金はお申込日の税率で計算された金額です。
消費税に係る法律が改正された場合は、実際のお支払額とは異なる可能性があります。

（１）T-Connect 基本利用料
サービスプラン名称
T-Connect（携帯接続）

通信方法

料金(注 11)

Bluetooth®、Wi-Fi®

無料
初年度（注 6）

T-Connect DCM パッケージ

中途契約（注 7）

（注 1）

無料

13,200 円/年

継続契約（注 8）
T-Connect DCM パッケージ
（注 2）
・T-Connect DCM 単体
（注 3）

DCM 利用、
（パケット使い放題）

T-Connect for CROWN（注 4）

Wi-Fi®

3 年間（注 9）

無料

継続契約（注 8）

13,200 円/年

3 年間（注 9）

無料

継続契約（注 8）

6,600 円/年

3 年間（注 9）

無料

継続契約（注 8）

17,315 円/年

5 年間（注 10）

無料
年払い 3,630 円/年

T-Connect エントリー（注 5）
継続契約（注 8）

月払い 330 円/月
5 年間（注 10）
T-Connect スタンダード（注 5）
継続契約（注 8）

無料
年払い 3,630 円/年
月払い 330 円/月

※お支払いいただいた利用料金は、理由のいかんを問わず一切払戻しいたしません。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。
※利用料金は 2020 年 4 月 22 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。
※上記の利用料金には、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 等。以下、あわせ
て「車載機専用アプリ等」といいます。）の利用料は含まれておらず、別途利用料の支払いが必要となります。（無料期間内であっても同様です。）。利用料はサービ
スやコンテンツごとに異なりますので、各サービスやコンテンツのサイトにて確認ください。
（注 1）T-Connect DCM パッケージとは、DCM の通信を利用して T-Connect を利用する場合のうち、（注 2）から（注 5）以外の場合をいいます。
（注 2）T-Connect DCM パッケージとは、MIRAI、プリウス PHV（標準装備ナビ）、アルファード・ヴェルファイア(2017 年 12 月以降モデル)、センチュリー（2018
年 6 月以降モデル）、カローラスポーツ、プリウス（2018 年 12 月以降モデル）、RAV4(2019 年 4 月以降モデル)で T-Connect を利用する場合をいい
ます。
（注 3）T-Connect DCM 単体とは、アルファード・ヴェルファイア(2017 年 12 月以降モデル)、カローラスポーツ、プリウス（2018 年 12 月以降モデル）、
RAV4(2019 年 4 月以降モデル)で T-Connect を利用する場合をいいます。

※お申込み時からサービスプランを変更した場合、お申込書等の控えと実際のサービスプランが異なることがあります。
（注 4）T-Connect for CROWN とは、2018 年以降発売の CROWN にて T-Connect を利用する場合をいいます。
（注 5）T-Connect エントリー、T-Connect スタンダードとは、2019 年 9 月以降発売の DCM が標準装備された車両で T-Connect を利用する場合をいいます。
（注 6）初年度とは、車両に設置された車載機の種類に応じた次の期間をいいます。標準装備・メーカーオプションナビ（車載機）と DCM が設置された車両について
は車両初度登録日より初回の 12 ヶ月点検月の末日までをいいます。販売店装着オプションナビ（車載機）と DCM が設置された車両については、DCM 初
回装着日の翌月より 12 ヶ月間をいいます（＊1、＊2）。なお、当該無料期間満了後、契約は自動的に解約されます。
（＊1）無料期間内に解約または解除（以下「解約等」といいます）がなされた場合には、解約等の時点で当該無料期間は終了し、次からの契約は中途
契約（有料）となります。
（＊2）無料期間内のどの時点で利用開始手続を実施しても、契約期間の満了日は変わりません。
（注 7）中途契約とは、初年度の対象外で申し込まれた場合の契約をいいます。なお、契約期間は T-Connect 利用開始月の翌月より 12 ヶ月間となります。中途
契約の期間満了月の所定期日までに、契約者から解約を希望する旨の通知を TC にされない場合は、同期間満了をもって 1 年間自動的に更新（継続契
約に移行）されるものとします。
（注 8）継続契約とは、①初年度の無料期間の満了日の翌日から 1 年間もしくは 1 ヶ月間継続する契約、または②前回の継続契約・中途契約が自動的に更新さ
れて、その契約期間（1 年間もしくは 1 ヶ月間）満了日の翌日から 1 年間もしくは 1 ヶ月間継続する契約をいいます。
なお、①が適用されるためには、当該無料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される旨の通知を TC にする必要があ
ります。これがなされない場合には当該無料期間の満了日をもって契約終了となります。
また、②の適用を受けずに契約期間満了により終了させるためには、契約期間満了月の所定期日までに、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には契約は自動的に更新されます。
（注 9）3 年間とは、車両初度登録日より初回の 36 ヶ月点検月の末日までをいいます。ただし、MIRAI の場合は、DCM 初回装着日の翌月より 36 ヶ月間をいいま
す。（＊3）。なお、当該無料期間満了後、契約は自動的に解約されます。
（＊3）当該無料期間内のどの時点で利用開始手続を実施しても、また、当該無料期間内に一旦解約等がなされた後改めて契約がなされた場合でも、当
該無料期間の満了日は変わりません。
（注 10）5 年間とは、車両初度登録日より初回の 60 ヶ月点検月の末日までをいいます（＊4）。なお、当該無料期間満了後、契約は自動的に解約されます。
（＊4）当該無料期間内のどの時点で利用開始手続を実施しても、また、当該無料期間内に一旦解約がなされた後改めて契約がなされた場合でも、当該
無料期間の満了日は変わりません。
（注 11）情報通信端末をご利用の場合、T-Connect ご利用にかかる通信費および通話料はお客様のご負担となります。この場合、当該通信費および通話料はご
利用の携帯電話事業者が定めるとおりとなります。
（２）オプションサービスの利用料（T-Connect エントリー/T-Connect スタンダードのみ）
＜マイカーサーチ Plus（MSP）利用料＞
基本サービスプラン名称

MSP サービスプラン名称

T-Connect エントリー
T-Connect スタンダード

マイカーサーチ Plus
（注 1）

T-Connect DCM パッケージ
T-Connect DCM 単体
T-Connect for CROWN

マイカーSecurity
（注 2）

通信方法

料金
年払い 2,420 円/年（注 4）

DCM 利用（パケット使い放題）
（注 3）

月払い 220 円/月(注 5)
T-Connect 利用規約別表
の基本利用料に含まれる

※TC に支払われた MSP 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。
※MSP 利用料は 2020 年 4 月 22 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。
（注 1）マイカーサーチ Plus とは、T-Connect エントリーまたは T-Connect スタンダード契約者が、有料オプションサービスとして MSP を利用する場合をいいます。
（注 2）マイカーSecurity とは、 T-Connect DCM パッケージ、T-Connect DCM 単体または T-Connect for CROWN 契約者が、有料オプションサービスとして
MSP 利用契約の申込みをしなくても、MSP 利用規約が適用されて MSP を利用できる場合をいいます。
（注 3）情報通信端末を使用した場合、MSP の利用にかかる通信料および通話料は MSP 契約者の負担とします。
（注 4）年払いにおける契約期間は、初度登録年の場合、初度登録月から初度登録月を初月とした 12 ヶ月目の末日までの期間をいいます（手続期間によっては、
13 ヶ月目の末日までの期間となる場合があります。満了日は、ユーザーサイトで確認できます）。初度登録年の翌年以降の場合、MSP 契約日から MSP
契約日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。なお、年払いを選択した場合の MSP 利用契約は 1 年ごとに自動的に継続されま
す。
（注 5）月払いにおける契約期間は、MSP 利用契約の契約日から同月末日までの期間をいいます。なお、月払いを選択した場合の MSP 利用契約は 1 ヶ月ごとに
自動的に継続されます。また、契約日が月の途中であっても、MSP 利用料の日割り計算は行いません。
＜オペレーターサービス Plus(OSP)利用料＞
基本サービスプラン名称
T-Connect for CROWN

T-Connect スタンダード

OSP サービスプラン名称
オペレーターサービス
（注 1）
オペレーターサービス Plus
（注 2）

通信方法

DCM 利用、Wi-Fi®
（パケット使い放題）
（注 3）

料金
T-Connect 利用規約別表の
基本利用料に含まれる
年払い 6,050 円/年（注４）
月払い

550 円/月 (注 5)

※TC に支払われた OSP 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。
※OSP 利用料は 2020 年 4 月 22 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。
（注 1）オペレーターサービスとは、T-Connect for CROWN の契約者が、OSP 利用契約の申込みをしなくても、OSP 利用規約が適用されて OSP を利用できる場
合をいいます。
（注 2）オペレーターサービス Plus とは、T-Connect スタンダード契約者が、有料オプションサービスとして OSP 利用契約の申込みをしたうえで、OSP を利用する場
合をいいます。
（注 3）情報通信端末を使用した場合、OSP の利用にかかる通信料および通話料は OSP 契約者または OSP 車両利用者の負担とします。
（注 4）年払いにおける契約期間は、初度登録年の場合、初度登録月から初度登録月を初月とした 12 ヶ月目の末日までの期間をいいます（手続期間によっては、
13 ヶ月目の末日までの期間となる場合があります。満了日は、ユーザーサイトで確認できます）。初度登録年の翌年以降の場合、OSP 契約日から OSP 契
約日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。なお、年払いを選択した場合の OSP 利用契約は 1 年ごとに自動的に継続されます。
（注 5）月払いにおける契約期間は、OSP 利用契約の支払方法登録完了日当日から同月末日までの期間をいいます。なお、月払いを選択した場合の OSP 利用
契約は 1 ヶ月ごとに自動的に継続されます。また、契約日が月の途中であっても、OSP 利用料の日割り計算は行いません。
＜オペレーターサービス(OS)利用料＞
基本サービスプラン名称

OS サービスプラン名称

T-Connect（携帯接続）

料金

Bluetooth®、Wi-Fi®
オペレーターサービス
（注 1）

T-Connect DCM パッケージ

T-Connect スタンダード

通信方法

オペレーターサービス
（注 2）

DCM 利用
（パケット使い放題）
（注 3）
DCM 利用、Wi-Fi®
（パケット使い放題）
（注 3）

T-Connect 利用規約別表の
基本利用料に含まれる

年払い 3,630 円/年（注 4）
月払い

330 円/月 (注 5)

※TC に支払われた OS 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。
※OS 利用料は 2020 年 4 月 22 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。
（注 1）オペレーターサービスとは、 T-Connect（携帯接続）または T-Connect DCM パッケージの契約者が、有料オプションサービスとして OS 利用契約の申込み
をしなくても、OS 利用規約が適用されて OS を利用できる T-Connect プランを契約している場合をいいます。
（注 2）オペレーターサービスとは、T-Connect スタンダード契約者が、有料オプションサービスとして OS 利用契約の申込みをしたうえで、OS を利用する場合をいいま
す。
（注 3）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 4）年払いにおける契約期間は、初度登録年の場合、初度登録月から初度登録月を初月とした 12 ヶ月目の末日までの期間をいいます（手続期間によっては、
13 ヶ月目の末日までの期間となる場合があります。満了日は、ユーザーサイトで確認できます）。初度登録年の翌年以降の場合、OS 契約日から OS 契約
日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。なお、年払いを選択した場合の OS 利用契約は 1 年ごとに自動的に継続されます。
（注 5）月払いにおける契約期間は、OS 利用契約の契約日から同月末日までの期間をいいます。なお、月払いを選択した場合の OS 利用契約は 1 ヶ月ごとに自動
的に継続されます。また、契約日が月の途中であっても、OS 利用料の日割り計算は行いません。
＜リモートスタート（アプリ）（RS）利用料＞（T-Connect エントリー/T-Connect スタンダードのみ）
基本サービスプラン名称
T-Connect エントリー
T-Connect スタンダード

RS サービスプラン名称

通信方法

リモートスタート（アプリ）
（注 1）

DCM 利用（パケット使い放題）
（注 2）

料金
年払い 2,420 円/年（注 3）
月払い

220 円/月（注 4）

※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 利用料は 2020 年 4 月 22 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。
（注 1）リモートスタート（アプリ）とは、T-Connect エントリーまたは T-Connect スタンダードの契約者が、有料オプションサービスとして RS を利用する場合をいいま
す。
（注 2）情報通信端末を使用した場合、RS の利用にかかる通信料および通話料は RS 契約者の負担とします。
（注 3）年払いにおける契約期間は、RS 契約日から RS 契約日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。なお、年払いを選択した場合の RS
利用契約は 1 年ごとに自動的に継続されます。
（注 4）月払いにおける契約期間は、RS 利用契約の契約日から同月末日までの期間をいいます。なお、月払いを選択した場合の RS 利用契約は 1 ヶ月ごとに自動
的に継続されます。また、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。

■代金の支払時期・方法
・クレジットカード : 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。クレ
ジットカード会社からのご請求は、お客様と各カード会社との約定に基づきますので、カード会社へお問い合わせください。
※クレジットカード以外の支払方法を選択された場合、車載機専用アプリ、協業サービスおよび取次先サービスを購入できない場合があります。
※車載機専用アプリ、協業サービスおよび取次先サービスにおいて、クレジットカードによる支払いを選択された場合、T-Connect基本利用
料の支払方法はクレジットカードでの支払いに移行されます。
・預金口座振替 : TCの指定する申込書にてT-Connect利用申込みをした場合に限り、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。ご請求は、利用開始操作日（継続の場合は無料期間満了日の翌日）に属する
月の翌々月の23日となります。但し、当該金融機関が休業日の場合は翌営業日となります（ご契約プランによっては、預金口座振替による
支払いを選択できない場合があります）。
※預金口座振替による支払いの場合、TCは契約者に事前の案内（請求書または利用明細の送付等）を行いません。
※預金口座振替による支払いの場合、当月の引落しにかかる本件料金の合計が2,000円未満の場合は、別途110円（税込）の手数
料を請求いたします。
・指定口座振込 : 契約者が法人である場合、かつ、TCが契約者からの申込みを認めた場合、契約者は、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（ご契約プランによっては、預金口座振替による支払いを選択できない場合があり
ます）。

■サービスの提供時期
車載機にて利用開始のための手続き・設定を完了した日からサービスをご提供いたします。
■お申込みの撤回・解除・解約
※クーリング・オフ適用期間内にお申込みの撤回をされる場合は、「クーリング・オフについて」が優先されます。
(1) T-Connect利用規約第23条および第24条をご確認ください。
(2) T-ConnectエントリーまたはT-Connectスタンダードを申し込んだ上で、マイカーサーチPlus、オペレーターサービスPlusまたはオペレーターサービスに申し込んだ
場合には、T-Connect利用規約第23条および第24条に加えて、マイカーサーチPlus利用規約第14条および同第15条、オペレーターサービスPlus利用規
約第14条および同第15条またはオペレーターサービス利用規約第12条および同第13条をそれぞれご確認ください。
クーリング・オフについて
・法人契約以外の方で、訪問販売・電話勧誘販売による方法で本契約をお申込みされた場合、本書面の受領日から起算して8日以内であれば、書面により無条
件でお申込みの撤回をおこなうことができ、その効力は書面を発信したとき(郵便消印日付など)から発生します。
・クーリング・オフを妨害するためにTC、トヨタ自動車またはトヨタ販売店が不実告知や事実不告知をおこなったことにより申込者が誤認し、または威迫迷惑行為をおこ
なったことにより申込者が困惑し、クーリング・オフをおこなわなかった場合、TCがクーリング・オフを行使できる旨を記載した書面(クーリング・オフ妨害解消書面)を省令
に従って再交付し、その受領日から8日以内はクーリング・オフをおこなうことができ、その効力は書面を発信したときから発生します。
・クーリング・オフをすることによって、TC、トヨタ自動車またはトヨタ販売店から違約金や損害賠償、物品取引に関する費用を請求されることは一切ありません。
・クーリング・オフをすることによって、TCが既に提供をしたサーピスの対価を請求されることは一切ありません。
・クーリング・オフ期間内に代金を支払っている場合は、クーリング・オフをすることによって、そのサービス代金は速やかにその金額を返還いたします。
・TCが既に提供をしたサービスにより申込者の土地または建物その他の工作物の現状が変更された場合は、クーリング・オフをすることによって、その原状回復に必要な
措置を無償で講ずることをTCに請求できます。
■契的のお申込み年月日
利用申込書に記載のお申込み日となります。
■利用規約
(1) T-Connect利用規約を必ずご確認ください。
(2) T-ConnectエントリーまたはT-Connectスタンダードを申し込んだ上で、マイカーサーチPlus、オペレーターサービスPlusまたはオペレーターサービスに申し込んだ
場合には、T-Connect利用規約に加えて、マイカーサーチPlus利用規約、オペレーターサービスPlus利用規約またはオペレーターサービス利用規約をそれぞれ

必ずご確認ください。
■訪問担当者名『販売店記入欄』 ※店舗以外の場所でご契約される場合は、必ずご記入ください。
販 売 店 名:
店 舗 名:
ス タ ッ フ 名:

プライバシーポリシー
お客様のプライバシーを守ることは、トヨタ自動車株式会社より委託を受け T-Connect のサービス（以下「T-Connect」といいます）を運
営するトヨタコネクティッド株式会社（以下弊社といいます）にとりましても、大変重要なことと考えております。
弊社は、弊社の運営する T-Connect サービスでお客様の個人情報をどのように取得し、使用し、保護するかについて、お客様のご理
解の一助となるよう、このページにて方針を明らかにしております。

■ ご提供いただく個人情報について
弊社は、お客様に T-Connect のサービスを提供するため、お客様のお名前・住所・生年月日・性別・電話番号・email アドレスといった
個人情報を、お客様よりご提供いただきます。また弊社は、お客様のご要望に則した情報を提供する等の目的で、これら以外の個人
情報をお伺いする場合がございますが、この場合は一部の必須項目を除き、お客様ご自身の選択で情報提供いただくものとしており
ます。

■ 個人情報の利用目的について
弊社は、取得した個人情報を安全に管理し、次の目的のために個人情報を利用いたします。
（1）T-Connect 利用者への課金
（2）T-Connect 利用者へのお知らせ等の発送・発信
（3）T-Connect 利用者の個人情報を使った T-Connect のサービス提供（車両現在地の天気予報案内など）
（4）商品・サービスの企画・開発等あるいはお客様満足度向上策等の検討のための、T-Connect 利用者へのアンケート調査
（5）以上のほか T-Connect 利用者の個人情報取得の時点でウェブ上に明記された目的

■ IP アドレスおよびクッキー（Cookies）について
弊社は、当ウェブサイトの管理のために、お客様のご利用されるコンピューターがインターネットに接続するときに使用された IP アドレ
スの収集をおこなっております。
弊社が弊社ウェブサーバー上で収集した当該 IP アドレスは、不正なアクセスを防止するとともに、弊社ウェブサーバーに万一障害が
発生した場合の迅速な原因特定と 復旧を可能とし、当ウェブサイト上のサービスを適切・安全に管理・運営するためにのみ利用する
ものであり、当該 IP アドレスをお客様の個人情報と関連づけして利用 または開示することはありません。また弊社は、お客様のサー
ビス利用状況を収集いたしますが、この情報を、個人を特定して利用または開示することはありません。
ただし、当ウェブサイトまたはお客様を保護するために必要と判断した場合は IP アドレスにより個人を特定して対策を実施することが
あります。
弊社は、クッキーを利用して、より高度なサービスの実現を図る場合があります。クッキーは、お客様が再び当ウェブサイトをご利用
になる際に、当ウェブサイトの コンテンツをより便利に利用していただくためのものであり、お客様のプライバシーを侵害したり、お客
様のコンピューターへ悪影響を及ぼすことはありません。
インターネット閲覧ソフトの設定により、すべてのクッキーを受取拒否に設定することや、クッキーが送信される際にその旨表示するよ
う設定することができます。
しかし、そうした設定により当ウェブサイトを快適に利用できない場合があります。

■ SSL（セキュリティ）について
当ウェブサイト上でお客様から個人情報を送信いただく場合のセキュリティ確保のため、弊社ではお客様の個人情報を SSL（Secure
Socket Layer：インターネット上で情報を暗号化して通信する業界標準のセキュリティ機能）により保護します。お客様が SSL に準拠し
たブラウザをお使いになられることで、お客様の個人情報を自動的に暗号化して送受信いたします。

■ 第三者への提供および二次利用について
T-Connect では、お客様のご要望されたサービスの種類によっては、必要な範囲でお客様の個人情報を第三者に通知する場合があ
り、弊社は T-Connect の利用規約またはウェブサイトで、第三者への情報提供についてご案内し、これをもってお客様のご了解をい
ただいたものとします。
（例えば、カタログ請求などの際に販売店を選択された方は、この情報を該当販売店に情報提供を行うこと、弊社が行う調査目的の
ために調査会社へ情報提供を行うことや、資料発送のために発送・運送業者に住所、氏名等を通知すること等）上記の場合のほか
は、事前にお客様のご承諾をいただかない限り、弊社はお客様の個人情報を第三者に開示しません。ただし、人命や人権を保護す
るために緊急を要する場合、または司法機関、警察等の公共機関による法令に基づく要請に協力する場合、その他法令に従う場合
には、お客様にお断りすることなく情報開示することがあります。

■ 個人情報の管理について
弊社は、T-Connect のご利用にあたってお客様からご提供いただいたお客様の個人情報を、紛失、毀損することのないよう、厳重な
データ管理を実施しています。
また、お客様の個人情報は、弊社の T-Connect サービス管理者のみアクセス可能な環境下に保管し、第三者に漏洩、または外部か
ら改変されることのないよう、厳重なセキュリティ対策を実施しています。
弊社は、当ウェブサイトの運営にかかる業務、またはお客様の個人情報の利用・管理等にかかる業務を社外に委託する場合は、当
該委託先による個人情報の取り扱いについて厳正に監督・管理いたします。

■ お客様の責任について
当ウェブサイトは、他のウェブサイトへリンクを設定していることがありますが、リンク先サイトでの個人情報の取り扱いについては、
当該リンク先サイトにてご自身でご確認ください。当ウェブサイトのご利用は、お客様の責任において行われるものとします。当ウェブ
サイト及び当ウェブサイトにリンクが設定されている他のウェブサイトから、 お客様の契約 ID その他の個人情報を用いて取得された
各種情報の利用によって生じたあらゆる損害に関して、弊社は一切の責任を負いません。

弊社は以上の方針について適宜見直しを行い、改訂することがあります。すべての改訂はこのページでお知らせいたします。
トヨタコネクティッド株式会社の個人情報保護方針は、こちら
（http://www.toyotaconnected.co.jp/etc/privacy.html）からご確認いただけます。

