
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（以下、「TC」といいます） 

※ T-Connectは、上記事業者（TC）がトヨタ自動車株式会社（愛知県豊田市トヨタ町1番地 代表取締役会⾧ 豊

田章男 以下、「TMC」といいます）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。なお、TCおよび

TMCが契約当事者であるT-Connectのサービスに関し、TCはTMCから、T-Connect利用契約の申込者、契約者との

間の全ての意思表示について包括的に委任を受けています（T-Connect利用規約第２条1項）。 

■代表 代表取締役社⾧ 山本 圭司 

■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 

■利用規約 契約者、TCおよびTMC間の契約関係は、T-Connect利用規約（個別サービス規程を含みます）に定められています。本

書面で使用される用語や定義も同規約に定められているものがあります。必ずご確認ください。 

■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６条をご確認ください。 

■お申込みのプラン 申し込まれたサービスプランは、「T-Connectご利用申込書」の「ご利用プラン・料金」欄にてご確認頂けます。 

■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 対象 
料金 

料金区分 金額 

T-Connect（携帯接続） 
契約者の携帯電話とナビ（車載機）を接続し、携帯電話の通
信を利用して T-Connect を利用する場合。 

無料 

T-Connect DCM パッケージ 
T-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。 

初年度（注 1） 無料 

初年度中の再契約 

（注 2） 
13,200 円/年 

2 年目以降（注 5） 13,200 円/年 

T-Connect DCM パッケージ 

T-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。 

3 年間（注 3） 無料 

4 年目以降（注 5） 13,200 円/年 

T-Connect DCM 単体 

アルファード・ヴェルファイア(2017 年 12 月～2019 年 12 月モ
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) 、プリウス
PHV(2019 年５月以降モデル)で 2018 年モデル T-Connect
ナビを非装着の状態で、DCM の通信を利用して T-Connect を
利用する場合。 

3 年間（注 3） 無料 

4 年目以降（注 5） 6,600 円/年 

T-Connect DCM 単体/携帯接続 

アルファード・ヴェルファイア（2017 年 12 月～2019 年 12 月モ
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)、プリウス PHV
（2019 年 5 月以降モデル）で、2017 年秋地図版が当初か
ら装着されている 2016 年モデルナビ（ただし、春地図版から秋
地図版に更新した場合は除外）を装着の状態で、DCM もしくは
携帯電話の通信を利用して T-Connect を利用する場合。 

3 年間（注 3） 無料 

4 年目以降（注 5） 6,600 円/年 

T-Connect for CROWN 
クラウン（2018 年６月～2022 年 7 月モデル）で DCM の通
信を利用して T-Connect を利用する場合。 

3 年間（注 3） 無料 

4 年目以降（注 5） 17,315 円/年 

T-Connect エントリー 
DCM とディスプレイオーディオが標準装備された 2019 年 9 月以
降発売の車両で、エントリーナビキットを装着またはナビキット非装
着の場合に、DCM の通信を利用して T-Connect を利用する

5 年間（注 4） 無料 

6 年目以降（注 5） 年払い 3,630 円/年 



場合。 月払い 330 円/月 

T-Connect スタンダード 
DCM とディスプレイオーディオが標準装備された 2019 年 9 月以
降発売の車両に、T-Connect ナビキットを装着し、DCM の通信
を利用して、T-Connect を利用する場合。 

5 年間（注 4） 無料 

6 年目以降（注 5） 
年払い 3,630 円/年 

月払い 330 円/月 

T-Connect エントリー（22） 

2022 年１月以降発売の車両で、ディスプレイオーディオ（コネク
ティッドナビ対応）またはディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ
対応）Plus を非装着の場合に DCM の通信を利用して T-
Connect を利用する場合。 

５年間（注 4） 無料 

6 年目以降（注 5） 月払い 330 円/月 

T-Connect スタンダード（22） 

2022 年１月以降発売のコネクティッドナビ対応車両で、ディスプ
レイオーディオ（コネクティッドナビ対応）またはディスプレイオーディ
オ（コネクティッドナビ対応）Plus を装着し DCM の通信を利用
して T-Connect を利用する場合。 

５年間（注 4） 無料 

6 年目以降（注 5） 月払い 330 円/月 

KINTO との間で対象車両に関するリース契約を締結した契約者
が、当該リース契約に付随して T-Connect スタンダード（22）
を締結し、DCM の通信を利用して T-Connect を利用する場
合。 

リ ー ス 契 約 の 契 約 期 間

（注 6） 

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。 

※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。 

※情報通信端末をご利用の場合、T-Connect のご利用にかかる通信費および通話料は契約者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。 

※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、トヨタコネクティッドカー保険、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、別途利用料や保険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。 

※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 1）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、当該無料期間の満了日をもって契約終了となります。 
（＊1）無料期間内に解約、解除等により契約が終了した（以下、「解約等」といいます）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

契約は初年度中の再契約（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 2）初年度中の再契約とは、（注 1）の無料期間内に初年度の契約を解約等した後、同期間内に改めて契約する場合をいいます。初年度中の再契約におけ
る契約期間は、契約日から当該契約日の属する月を初月とした 12 ヶ月目の末日までです。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、契約期間満了日の属する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、当該契約は契約期間満了日の翌日から 1 年間、自動的に更新され
ます。 

（注 3）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。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。なお、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する旨の通知が TC になされ
ない場合、当該無料期間の満了日をもって契約終了となります。 

（注 4）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。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。なお、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する旨の通知が TC になされない場合、当該無料期間の満了日をもって契約終了となります。 

（注 5）2 年目以降、4 年目以降、6 年目以降とは、①（注１）、（注２）、（注３）及び（注４）の各契約プランにおける無料期間満了日の翌日以降に各
契約プランを新規契約する場合、または、②各契約プランにおける無料期間の満了日が属する月の所定期日までに TC に契約の継続を希望する旨の通知
がなされ引き続き契約を継続する場合をいいます。 
①の場合における契約期間は、各契約プランの契約日から当該契約日の属する月を初月とした 12 ヶ月目の末日まで（年払いの場合）もしくは各契約プラ
ンの契約日の属する月の末日まで（月払いの場合）です。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、契約期間満了日の属する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、当該契約は契約期間満了日の翌日から 1 年間（年払いの場合）もしくは１ヶ月間（月払いの場
合）、自動的に更新されます。 
②の場合における契約期間は、当該無料期間の満了日の翌日から１年間（年払いの場合）もしくは１ヶ月間（月払いの場合）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、契約期間満了日の属する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、当該契約は契約期間満了日の翌日から 1 年間（年払いの場合）もしくは１ヶ月間（月払
いの場合）、自動的に更新されます。 

（注６）リース契約の契約期間とは、契約者と KINTO との間で締結される対象車両のリース契約の契約期間をいいます。リース契約が終了した場合、T-Connect
利用契約も当該リース契約が終了した時点で当然に終了します。対象車両は KINTO のリース契約のお申込み WEB サイトにてご確認いただけます。 
 

（2）オプションサービスの利用料 
①契約者が支払ったオプションサービスの利用料は、パックオプションをご契約の場合を除いて、理由のいかんを問わず一切払戻ししません。契約期間満了日前に途中解

約した場合も、日割り計算による払戻しは行いません。詳細は、■お申込みの撤回・解除・解約の欄をご確認ください。 

②情報通信端末を利用してオプションサービスをご使用になられる場合、オプションサービスのご利用にかかる通信費はオプションサービスの契約者のご負担となります。こ



の場合、当該通信費はご利用の携帯電話事業者が定めるとおりとなります。 
 

基本サービスプラン 
名称 

オプションサービスプラン 
名称 

対象 料金 

マイカーサーチ Plus 利用料 

T-Connect 
エントリー 
T-Connect 
スタンダード 

マイカーサーチ Plus 

T-Connect エントリーまたは T-Connect スタンダー
ドの契約者が、T-Connect のオプションサービスとして
マイカーサーチ Plus利用契約の申込みをしたうえで、
マイカーサーチ Plus を利用する場合。 

年払い 2,420 円/年（注 1） 

月払い 220 円/月(注 2) 

オペレーターサービス Plus 利用料 

T-Connect 
スタンダード 

オペレーターサービス 
Plus 

T-Connect スタンダード契約者が、T-Connect の
オプションサービスとしてオペレーターサービス Plus 利
用契約の申込みをしたうえで、オペレーターサービス 
Plus を利用する場合。 

年払い 6,050 円/年（注 1） 

月払い  550 円/月 (注 2) 

オペレーターサービス利用料 

T-Connect  
スタンダード 

オペレーターサービス 

T-Connect スタンダード契約者が、T-Connect の
オプションサービスとしてオペレーターサービス利用契約
の申込みをしたうえで、オペレーターサービスを利用する
場合。 

年払い 3,630 円/年（注 1） 

月払い  330 円/月 (注 2) 

オペレーターサービス 

T-Connect スタンダード契約者が TV・オペレーター
付 T-Connect ナビキットを購入し、オペレーターサー
ビス利用契約の申し込みをしたうえで、オペレーターサ
ービスを利用する場合。 

5 年間 
（注 3） 

TV・オペレーター付 
T-Connect ナビキットの
料金に含まれる 

6 年目以降 
（注 4） 

年払い 3,630 円/年 

月払い  330 円/月 

T-Connect  
スタンダード（22） 

オペレーターサービス 

T-Connect スタンダード（22）契約者が、T-
Connect のオプションサービスとしてオペレーターサービ
ス利用契約の申込みをしたうえで、オペレーターサービ
スを利用する場合。 

月払い 330 円/月（注 2） 

リモートスタート（アプリ）利用料 

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） 

T-Connect エントリーまたは T-Connect スタンダー
ドの契約者が、T-Connect のオプションサービスとして
リモートスタート（アプリ）利用契約の申込みをしたう
えで、リモートスタート（アプリ）を利用する場合。 

年払い 2,420 円/年（注 1） 

月払い  220 円/月（注 2） 

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
ビスとしてリモートスタート（アプリ）の申込みをしたう
えで、リモートスタート（アプリ）を利用する場合。 

1 年間 
（注 5） 

無料 

2 年目以降 

年払い 2,420 円/年 
（注１、注 6） 

月払い 220 円/月 
（注 7） 

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、T-Connect のオプシ
ョンサービスとしてリモートスタート（アプリ）利用契約
の申込みをしたうえで、リモートスタート（アプリ）を利
用する場合。 

月払い  220 円/月（注 2） 

コネクティッドナビ利用料 

T-Connect 
スタンダード（22） 

コネクティッドナビ 

無料期間対象車両におけるコネクティッドナビ対応車
両においてディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対
応）を装着している T-Connect スタンダード
（22）の契約者が、T-Connect のオプションサービ
スとしてコネクティッドナビを利用する場合。 

５年間 
（注 8） 

無料 

コネクティッドナビ対応車両においてディスプレイオーディ
オ（コネクティッドナビ対応）を装着している T-
Connect スタンダード（22）の契約者が、T-
Connect のオプションサービスとしてコネクティッドナビ
利用契約の申込みをしたうえで、コネクティッドナビを
利用する場合。 

6 年目以降 
（注 9） 

月払い 880 円/月 

コネクティッドナビ 
（車載ナビ有） 

無料期間対象車両におけるコネクティッドナビ対応車
両においてディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ
対応）Plus を装着している T-Connect スタンダー
ド（22）の契約者が、T-Connect のオプションサー
ビスとしてコネクティッドナビ（車載ナビ有）を利用す

５年間 
（注 8） 

無料 



る場合。 

コネクティッドナビ対応車両においてディスプレイオーディ
オ（コネクティッドナビ対応）Plus を装着している T-
Connect スタンダード（22）の契約者が、T-
Connect のオプションサービスとしてコネクティッドナビ
利用契約の申込みをしたうえで、コネクティッドナビ
（車載ナビ有）を利用する場合。 

6 年目以降 
（注 9） 

月払い 880 円/月 

bZ4X 
車両における T-Connect スタンダード（22）の契
約者が、T-Connect のオプションサービスとして、コネ
クティッドナビ（車載ナビ有）を利用する場合。 

 
リース契約の契約期間
（注 10） 
 

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。 

デジタルキー利用料 

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

デジタルキー 

無料期間対象車両における 2022 年 1 月以降発
売のデジタルキー（メーカーオプション）を装着した車
両における 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、T-
Connect のオプションサービスとして、デジタルキーを
利用する場合。 

３年間 
（注 11） 

無料 

2022 年 1 月以降発売のデジタルキー（メーカーオ
プション）を装着した車両における 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、T-Connect のオプションサービスとして、
デジタルキー利用契約の申込みをしたうえで、デジタル
キーを利用する場合。 

4 年目以降 
（注 9） 

月払い 550 円/月 

bZ4X 
車両における T-Connect スタンダード（22）の契
約者が、T-Connect のオプションサービスとして、デジ
タルキーを利用する場合。 

 
リース契約の契約期間 

（注 10） 
 

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。 

車内 Wi-Fi 利用料 

T-Connect 
スタンダード（22） 

車内 Wi-Fi 

T-Connect スタンダード（22）の契約者が、T-
Connect のオプションサービスとして車内 Wi-Fi 利用
契約の申込みをしたうえで、車内 Wi-Fi を利用する
場合。 

 月払い 1,100 円/月（注 2） 

運転支援アップデート（注 12） 

T-Connect 
エントリー（22） 
T-Connect 

スタンダード（22） 

トヨタセーフティセンス 

最新化１ 

Toyota Safety Sense を搭載した運転支援アップ

デート対応車両（注 13）の 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、T-Connect のオプションサービスとして、運

転支援アップデートを利用する場合。 

11,000 円（税込） 

（注 14） 

パックオプション 

T-Connect 
スタンダード（22） 

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、T-
Connect のオプションサービスとして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、オペレーターサー
ビスを利用する場合。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
象外である場合に限ってお申込みいただけます。 

３年間 

（注 15） 
10,890 円 

4 年目以降 

（注 4） 
月払い 330 円/月 

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、T-
Connect のオプションサービスとして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、オペレーターサー
ビスを利用する場合。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）のサービス提供対
象外である場合に限ってお申込みいただけます。 

５年間 

（注 16） 
18,150 円 

6 年目以降 

（注 4） 
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 ３年パック 

T-Connect スタンダード（22）契約者が、T-
Connect の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、リモートスタート（アプリ）およびオペレー
ターサービスを利用する場合。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 15） 
18,150 円 

4 年目以降 

（注 4） 

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、T-
Connect の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、リモートスタート（アプリ）およびオペレー
ターサービスを利用する場合。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）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。 

５年間 

（注 16） 
30,250 円 

6 年目以降 

（注 4） 

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 

（注 1）年払いにおける契約期間は、オプションサービス利用契約の契約日（＊1）から当該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オプションサービスの利用契約は 1 年ごとに自動的に継続されます。契約日が月の途中であっても、オプションサービスの利 
用料の日割り計算は行いません。 
（＊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、オプションサービス利用契約の契約日（＊1）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。なお、月払いを選択し
た場合のオプションサービスの利用契約は 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、オプションサービスの利用料の日割り計算
は行いません。ただし、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、オプションサービスの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。 
（＊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）5 年間とは、本ナビキットを装着後、初めて T-Connect スタンダードの利用開始操作が完了した日の属する月を初月とした 60 ヶ月目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、契約者からオペレーターサービス利用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４）4 年目以降・6 年目以降とは、（注３）、（注 15）及び（注 16）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 に各オプション
サービス利用契約の継続を希望する旨の通知がなされ、引き続き各オプションサービス利用契約を継続する場合をいいます。契約期間は、（注３）、（注
15）及び（注 16）の各契約プランの契約期間満了日の翌日から 1 年間（年払いの場合）もしくは１ヶ月間（月払いの場合）です。なお、各オプション
サービス利用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、各オプションサービス利用契約はそれぞれ契約期間満了日の
翌日から 1 年間（年払いの場合）もしくは１ヶ月間（月払いの場合）、自動的に更新されます。ただし、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、各オプションサービス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 5）1 年間とは、リモートスタート（アプリ）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、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 7）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７）の再契約（有料）と
なります。  

（注 6）2 年目以降において年払いを選択する場合、（注 5）の契約が自動的に（注 7）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 7）2 年目以降の月払いとは、①（注 5）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５）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、リモートスタート（アプリ）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、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、リモートスタート（アプリ）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、リモートスタート（アプリ）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、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、リモートスタート（アプリ）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 8）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。5 年間の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 5
年間の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。なお、引き続き当該オプションサービスを
利用するためには、契約期間満了日までに、TC に当該オプションサービス利用契約を継続する旨を通知する必要があります。これがされない場合には当該オ
プションサービス利用契約は無料期間満了日をもって契約終了となります。 

（注 9）4 年目以降・6 年目以降とは、①（注 8）及び（注 11）の無料期間満了日の翌日以降に各契約プランを新規契約する場合、または、②（注 8）及び
（注 11）の無料期間の満了日が属する月の所定期日までに TC に契約の継続を希望する旨の通知がなされ引き続き契約を継続する場合をいいます。 
①の場合における契約期間は、各オプションサービス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、各オプションサービスの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、各オプション



サービス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、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、当該無料期間の満了日の翌日から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、各オプションサービス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、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、各オプションサービス利用契約は自動更
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 10）リース契約の契約期間とは、契約者と KINTO との間で締結される bZ4X のリース契約の契約期間をいいます。リース契約が終了した場合、各オプションサ
ービス利用契約も当該リース契約が終了した時点で当然に終了します。 

（注 11）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。3 年間の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 3
年間の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。なお、引き続き当該オプションサービスを
利用するためには、契約期間満了日までに、TC に当該オプションサービス利用契約を継続する旨を通知する必要があります。これがされない場合には、当該
オプションサービス利用契約は無料期間満了日をもって契約終了となります。  

（注 12）TC および TMC は、運転支援アップデートについては動作保証、品質保証、提供情報の正確性保証その他一切の保証をするものではなく、運転支援アップ
デートの利用に関し契約者、車両利用者または権限受領者に損害・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。なお、運転支援アップデー
ト利用は車両本体の保証に影響を及ぼすものではなく、新車購入時の保証内容や保証期間が引き続き適用されます。万が一、TC および TMC が賠償責
任を負う場合、その賠償額は、運転支援アップデートの各商品の料金を上限とするものとします（TC または TMC に故意または重大な過失がある場合を除き
ます）。 

（注 13）運転支援アップデートは、Toyota Safety Sense を搭載した車両のうち、対応した一部車両においてご利用いただけます。運転支援アップデートをご利用
いただくことが可能な車種は（https://toyota.jp/safety/update/）よりご確認ください。 

（注 14）トヨタセーフティーセンス最新化 1 の購入代金であり、1 つの車両に対して同じ機能のアップデートは 1 回限りです。なお、対象機能は、T-Connect 利用契
約が解約、解除、契約期間満了等により終了した後も、継続してご利用いただけます。ただし、前方カメラの部品交換をした場合は、運転支援アップデートに
関する情報が保持された部品も交換されるため、再度ご利用いただくには T-Connect 利用契約が必要です。 

（注 15）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の期間をいいます。なお、当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 16）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。 

 

■代金の支払時期・方法 

・クレジットカード  

  TCまたはTMC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。ただし、 

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）。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が契約者に対し指定口座振込による支払いを求めた場合、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。 

※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、契約者の支払った金額がT-Connectの利用料およびTCと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。 

・TOYOTA Wallet（TS CUBIC）決済  

トヨタファイナンシャルサービス株式会社が提供するスマートフォンアプリ決済サービスにより、トヨタファイナンシャルサービス株式会社が定める条件に基づき支払うも

のとします。TOYOTA Wallet（TS CUBIC）に登録されている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。 



※TOYOTA Walletアプリ内でトヨタファイナンシャルサービス株式会社の定める決済手続きを行ってください。所定の決済手続きをしていない場合には、T-

Connect（有料オプションサービスを含みます）の利用申込み（あるいは支払方法の変更の申し出）の手続きは完了いたしません。 

※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。 

 

■サービスの提供時期 

利用開始のための手続きを完了した日からサービスをご提供いたします。 

 

■動作環境 

・T-Connectの一部サービス（オプションサービスを含みます）:T-Connectの一部サービスのご利用には、TMCが提供する専用スマートフォン用アプリケーション

（My TOYOTA+）が必要です。アプリケーションに対応するスマートフォンはGoogle PlayまたはApp Storeの対応機種情報で確認できます。その他、車種によっ

て利用できる機能は異なります。詳細はこちら（https://toyota.jp/pages/contents/tconnectservice/contents/pdf/available_car_list.pdf）より

ご確認ください。 

・デジタルキー:デジタルキーのご利用には、TMCが提供する専用スマートフォン用アプリケーションが必要です。動作確認済スマートフォン（動作確認結果を示すもの

で、完全な動作保証をするものではありません）については、こちら（https://toyota.jp/digital_key/notes.html）で確認できます。その他、車種によって利

用できる機能は異なります。詳細はこちら（https://toyota.jp/pages/contents/tconnectservice/contents/pdf/available_car_list.pdf）よりご確

認ください。 

・運転支援アップデート:運転支援アップデートは、Toyota Safety Sense を搭載した車両のうち、対応した一部車両においてご利用いただけます。運転支援アッ

プデートを利用いただくことが可能な車種は（https://toyota.jp/safety/update/）よりご確認ください。 

 

■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) お申込みの撤回・解除・解約について 

共通 T-Connect利用規約第26条、第27条および第31条をご確認ください。 

オプションサービスをお申込みの場合 

 

※T-Connect利用規約第26条、第27条および第31条とあわせて、下記の各利用規約をご確認ください。 

マイカーサーチPlus マイカーサーチPlus利用規約第13条および第14条 

オペレーターサービスPlus オペレーターサービスPlus利用規約第14条および第15条 

オペレーターサービス オペレーターサービス利用規約第12条および第13条 

リモートスタート（アプリ） リモートスタート（アプリ）利用規約第11条および第12条 

オペレーターサービス 3年/５年パック オペレーターサービス利用規約第12条および第13条 

リモートスタート（アプリ）・オペレータ

ーサービス 3年/5年パック 

リモートスタート（アプリ）利用規約第11条および第12条 

オペレーターサービス利用規約第12条および第13条 

コネクティッドナビ コネクティッドナビ利用規約第12条、第13条および第16条 

デジタルキー デジタルキー利用規約第17条、第18条および第22条 

車内Wi-Fi 車内Wi-Fi利用規約第11条および第12条 

運転支援アップデート 運転支援アップデート利用規約第9条および第10条 
 

 

(2)お申込みの撤回・解除・解約における利用料の返金について 

下記に記載のサービスを除き、契約者が支払った各サービスの利用料は、理由のいかんを問わず一切払戻ししません。契約期間満了日前に途中解約した場合

も、日割り計算による払戻しは行いません。 



オペレーターサービス 3年パック 契約期間満了日まで下記の期間を残しオペレーターサービス 3年パックの利用契約を解除または解約した場合に限り、

下記の金額を、契約者が指定した契約者名義の口座に振り込む方法により返金させていただきます。 

残期間 返金額 

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または解約した場合 550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または解約した場合 3,300円 
 

オペレーターサービス ５年パック 契約期間満了日まで下記の期間を残しオペレーターサービス ５年パックの利用契約を解除または解約した場合に限り、

下記の金額を、契約者が指定した契約者名義の口座に振り込む方法により返金させていただきます。 

残期間 返金額 

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または解約した場合 550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または解約した場合 3,300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または解約した場合 7,700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または解約した場合 11,000円 
 

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下記の期間を残しリモートスタート（アプリ）・オペレーターサービス 3年パックの利用契約を解除ま

たは解約した場合に限り、下記の金額を、契約者が指定した契約者名義の口座に振り込む方法により返金させていただ

きます。 

残期間 返金額 

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または解約した場合 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除または解約した場合 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下記の期間を残しリモートスタート（アプリ）・オペレーターサービス ５年パックの利用契約を解除ま

たは解約した場合に限り、下記の金額を、契約者が指定した契約者名義の口座に振り込む方法により返金させていただ

きます。 

残期間 返金額 

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または解約した場合 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除または解約した場合 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除または解約した場合 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除または解約した場合 20,900円 
 

 

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、書面またはTC所

定の電磁的方法（専用ウェブサイト（https://company.toyotaconnected.co.jp/cancellation_telema/）にアクセスいただき案内に従ってお手続きくだ

さい）により無条件でお申込みの撤回をおこなうことができ、その効力は書面または電磁的方法による通知を発信したとき（郵便消印日付、送信日付など）から発

生します。 

・クーリング・オフを妨害するためにTC、TMCまたは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日以内は書面またはTC所定の電磁的方法（専用ウェブサイト 

（https://company.toyotaconnected.co.jp/cancellation_telema/）にアクセスいただき案内に従ってお手続きください）によりクーリング・オフをおこなうこ

とができ、その効力は書面または電磁的方法による通知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、TMCまたは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またはTMCが既に提供をしたサービ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またはTMC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およびTMCに請求できます。 

【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 

 

■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 

共通 T-Connect利用規約を必ずご確認ください。 

オプションサービスをご利用の場合 

 

※T-Connect利用規約とあわせて、下記の各利用規約をご確認ください。 

 

マイカーサーチPlus マイカーサーチPlus利用規約 

オペレーターサービスPlus オペレーターサービスPlus利用規約 

オペレーターサービス オペレーターサービス利用規約 

リモートスタート（アプリ）/リモートエア

コン 

リモートスタート（アプリ）利用規約 

オペレーターサービス 3年/５年パック オペレーターサービス利用規約 

リモートスタート（アプリ）・オペレータ

ーサービス 3年/5年パック 

リモートスタート（アプリ）利用規約 

オペレーターサービス利用規約 

コネクティッドナビ コネクティッドナビ利用規約 

デジタルキー デジタルキー利用規約 

車内Wi-Fi 車内Wi-Fi利用規約 

運転支援アップデート 運転支援アップデート利用規約 
 

 

■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: 

 

 



地上デジタル TV の有効化サービスのお申込み内容について 

地上デジタル TV の有効化サービス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 

■代表 代表取締役社長 山本 圭司 

■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 

■利用規約 お客様と弊社の間の契約関係は、地上デジタルTVの有効化に関する約款に定められています。本書面で使用される用語や定義

も同約款に定められているものがあります。必ずご確認ください。 

■取扱いサービス 地上デジタルTVの機能を有効化するサービス 

■利用料金(消費税込み) 33,000 円  ※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。 

         ※TV・オペレーター付 T-Connect ナビキットをご購入のお客様につきましては、TV・オペレーター付 T-Connect ナ

ビキット販売価格に含まれておりますので、別途のお支払いは必要ありません。 

         ※トヨタレンタリース店で T-Connect をお申込みの法人のお客様につきましては、リース契約の利用料に含まれてお

りますので、別途のお支払いは必要ありません。 

■代金の支払時期・方法 

・クレジットカード ： 弊社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。 

・預金口座振替 ： 弊社の指定する申込書にて地上デジタルTVの有効化サービスを申し込まれた場合に限り、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、ご契約成立日の属する月の翌々月の23日となります。

ただし、当該金融機関が休業日の場合は翌営業日となります。 

※預金口座振替による支払いの場合、弊社はお客様に事前の案内（請求書または利用明細の送付等）を行いません。 

・指定口座振込 ： お客様が法人である場合、かつ、弊社がお客様からの申込みを認めた場合、お客様は、弊社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がお客様に対し指定口座振込による支払いを求めた場合、お客様は、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。 

※お客様が指定口座振込による支払いを行う場合において、お客様の支払った金額が代金およびTCと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。 

・TOYOTA Wallet（TS CUBIC）決済 ： トヨタファイナンス株式会社が提供するスマートフォンアプリ決済サービスにより、トヨタファイナンス株式会社が定める条

件に基づき支払うものとします。TOYOTA Wallet（TS CUBIC）に登録されている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。 

※TOYOTA Walletアプリ内でトヨタファイナンス株式会社の定める決済手続きを行ってください。所定の決済手続きをしていない場合には、

地上デジタルTVの有効化サービスの利用申込みの手続きは完了いたしません。 

※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 またはT-Connectユーザーサイトにおいて選択している

支払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。 

 

■サービスの提供時期 

T-Connect利用契約成立および本サービス利用料金のお支払いの確認完了後、ただちにサービスをご提供いたします。 

 

■お申込みの撤回 ※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。 

地上デジタルTVの有効化に関する約款の第12条をご確認ください。 

 



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、書面またはTC所

定の電磁的方法（専用ウェブサイト（https://company.toyotaconnected.co.jp/cancellation_telema/））にアクセスいただき案内に従ってお手続きく

ださい）により無条件でお申込みの撤回をおこなうことができ、その効力は書面または電磁的方法による通知を発信したとき(郵便消印日付、送信日付など)から発

生します。 

・クーリング・オフを妨害するために弊社、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、弊社がクーリング・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日以内は書面またはTC所定の電磁的方法（専用ウェブサイト 

（https://company.toyotaconnected.co.jp/cancellation_telema/））にアクセスいただき案内に従ってお手続きください）によりクーリング・オフをおこなう

ことができ、その効力は書面または電磁的方法による通知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、弊社、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、弊社が既に提供をしたサービ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。 

・弊社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弊社に請求できます。 

【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 

 

■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。 

 

■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、必すご記入ください。 

販 売 店 名： 

店 舗 名： 

ス タ ッ フ 名： 

 






