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ポルシェジャパン株式会社 

 
My Porsche、Porsche Connectストア、及び Porsche Connectサービス、並びにポルシェ製品に関する 取引条件 

（以下、「本取引条件」といいます） 
 
 

ポルシェジャパン株式会社（住所：〒105-6329 東京都港区虎ノ

門 1 丁目 23 番 1 号 虎ノ門ヒルズ森タワー29 階）（以下、

「 Porsche Connect」又は「当社」といいます）は、 (a)My 
Porsche（以下、「ポータル」といいます）、(b)Porsche Connect 
ストア（以下、「ストア」といいます）、(c)車両関連サービス、

特に情報サービス（以下、「Porsche Connect サービス」といい

ます）（ポータル、ストア及び Porsche Connect サービスを総称し

て以下、「本件サービス」といいます）、並びに(d)今後追加され

る可能性のある製品及びサービス（以下、「ポルシェ製品」とい

います）をお客様に提供します。 
 
本取引条件は、お客様による Porsche Connectのお客様（新車ユー

ザー、中古車ユーザー、及び本取引条件上の利害関係者）として

のポータル及びストアの利用、並びに Porsche Connect サービスの

予約及び利用、さらにポルシェ製品の購入及び潜在的利用に適用

されます。Porsche Connect は、さまざまなサービス及び製品を提

供します。場合により、追加の条件が適用される場合があります。 
 

1. ポルシェ ID 契約 
 

1.1 本件サービス及び選択されたポルシェ製品をお客様に提供するた

めには、お客様と Porsche Connect の間で、ポルシェ ID 契約を締

結することが必要となります。ポルシェ ID 契約は、(a)車両購入の

際に本取引条件を個別の車両購入契約に組み込むことにより、 (b)
ポータルでの登録を通じた承諾により、又は(c) ストアにおける 1
つ若しくは複数の Porsche Connect サービスの予約時の承諾により、

本件サービスの提供、利用及び予約のための包括的合意として締

結されます。ポルシェ ID 契約だけでは（すなわち、Porsche 
Connect サービスを予約することなく、又はポルシェ製品を購入

することなく）、お客様は購入義務又は支払義務を課されること

はありません。 
 

1.2 ポルシェ ID契約の内容は、各場合において、ポルシェ ID契約締結

時点での最新版の本取引条件により決定されます。Porsche 
Connect がポルシェ ID 契約締結後に本取引条件を変更した場合、

この変更はお客様による承諾があった時点で有効となるものとし

ます。 
 

1.3 お客様は、(a)ポータルでの登録時にご自身に関する正確かつ真実

の情報を提供し、(b)それぞれの情報に変更があった場合には、当

該情報がポルシェ ID 契約の履行に必須である限り、遅滞なくポー

タルの情報を訂正する義務を負います。当該必須情報については、

ポータル及びストアでの要求時に必須情報として表示されます。  
 

2. 新車ユーザー、中古車ユーザー、利害関係者 
 

2.1 コネクテッドカー（Porsche Connect サービスが利用可能なポルシ

ェ）に関する新車ユーザーとは、(a)この車両の所有者、(b)保有者、

又は(c)Porsche Connect が新車ユーザーとして明示的に認めたユー

ザーグループの一員（特に、社用車を提供されている借主若しく

は従業員）であるお客様のことです。1 台のコネクテッドカーに

はちょうど 1 人の新車ユーザーがいます。新車ユーザーは、ポー

タル、ストア、及び予約済みの Porsche Connect サービスの機能の

全ての範囲が利用可能です。 
 

2.2 コネクテッドカーに関する中古車ユーザーとは、新車ユーザーで

はないものの新車ユーザーにより中古車ユーザーとして権限を与

えられ、ポルシェ ID 契約を締結したお客様のことです。ポータル、

ストア、及び予約済みの Porsche Connect サービスの機能の範囲は、

新車ユーザーが中古車ユーザーに許可した権利の範囲、又は中古

車ユーザーに対するシステムの範囲によって決まります。  
 

2.3 利害関係者とは、 少なくとも 1 台のコネクテッドカーに関する新

車ユーザー又は中古車ユーザーではないお客様（特にコネクテッ

ドカーの購入見込者）のことです。利害関係者がいる場合であっ

ても、利害関係者には機能の範囲が限定されたポータルしか提供

されません（特に、Porsche Connect サービスの予約及び設定はで

きません）。 
 

3. Porsche Connect サービスの予約 
 

3.1 個々の又は複数の Porsche Connect サービスは、1 台のコネクテッ

ドカーにつき個別に予約することができ、当該コネクテッドカー

に対して、本取引条件及び今後追加される可能性のある適用すべ

き利用規約に従いストアのポータルに車両リンクが存在します

（第 3 条 4 項参照）。本取引条件の規定が当該追加利用規約と矛

盾する範囲においては、追加利用規約が優先されるものとします。 
 

3.2 Porsche Connect サービスの利用可能性、概要、期間及び価格はス

トアで詳述され、追加の利用規約に明記される場合があります。

Porsche Connect  サービスの利用可能性は、各車両の装備によって

異なります。 
 

3.3 該当する新車ユーザーが予約した Porsche Connect サービスは、車

両固有のもので、別のコネクテッドカーに対する譲渡又は別のコ

ネクテッドカーでの利用はできません。この規定はまた、各コネ

クテッドカーの新車ユーザーが同時に別のコネクテッドカーの新

車ユーザーである場合にも適用されます。 
 

3.4 お客様は、車両がそのポルシェ ID 契約に関連付けられている（以

下、「車両リンク」といいます）かどうか、及びその場合にどの

車両がそのポルシェ ID 契約に関連付けられているか、並びに当該

車両リンクについて、お客様は新車ユーザー又は中古車ユーザー

のどちらとして定義されているかをポータル上で確認することが

できます。ポータル上で個別の車両リンクが新車ユーザーに対し

て表示されない場合、新車ユーザーはポータル上の各車両リンク

の設定を、ポータルで又はポルシェセンターを通じて要請するこ

とができます。各車両リンクの設定については、Porsche Connect
により、適切な証明書の提供を義務付けられる場合があり、中古
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車両の場合、第 6 条 1 項(1)に基づき従前の新車ユーザーによる該

当する車両リンクの削除が条件となる場合があります。 
 

4. 本件サービスの利用 
 

4.1 お客様は、違法な目的で本件サービスを利用することはできず、

第三者がこれを行うことを許可してはならないものとします。お

客様は、本件サービスの利用中受領したデータ及び情報を事業目

的で処理する権利を有さず、又は当該データ及び情報を事業目的

で第三者に開示する権利を有しません。 
 

4.2 お客様は、本件サービスの利用に関連して、一定のデータが（潜

在的には個人データも）お客様への本件サービスの提供のため収

集されることを認めます。例えば、予約された Porsche Connectサ
ービスにおいて必要に応じ、各 Porsche Connect サービスの提供の

ために、特定の部品の状態を把握し又は環境に関するデータを収

集し、かつ当該データを分析する場合があります。またお客様へ

の本件サービスの提供のために、他のポルシェ事業体及びこの状

況において Porsche Connectまたは他のポルシェ事業体に関わる他

の第三者にデータを提供する場合があります。 
 

5. ポルシェ製品の購入 
 

5.1 個々の又は複数のポルシェ製品は、本取引条件及び追加の利用規

約に従いストアで個別に購入することができます。本取引条件の

規定が追加の利用規約と矛盾する範囲においては、追加の利用規

約が優先されるものとします。 
 

5.2 ポルシェ製品の在庫、概要、（場合によっては）期間及び価格は

ストアで詳述され、追加の利用規約に明記される場合があります。 
 

5.3 ポルシェ製品の購入には、その他の追加的な条件が定められる場

合があることにご注意ください。この場合に限り、当社は当該条

件の達成について、購入の前に明示的に表示するものとします。 
 

6. 車両の売却又は永久譲渡、ポルシェ ID 契約の譲渡 
 

6.1 コネクテッドカーの第三者（以下、「中古車購入者」といいます）

への売却又は恒久的な譲渡を行う場合、新車ユーザーは、(1)ポー

タル上の各車両リンクを削除し、かつ(2)各コネクテッドカーに関

する既存の Porsche Connect サービスについて中古車購入者へ通知

しなければなりません。 
 

6.2 コネクテッドカーの売却又は恒久的な譲渡を行う場合、新車ユー

ザーは、第 7 条に基づく自己の解約権に加えて、(1)該当する車両

に関する全てのPorsche Connect サービスを解約でき、(2)ポルシェ

ID 契約に関連付けられる他の車両がない場合、ポルシェ ID 契約に

ついても、月末の 2 週間前までの通知をもって、全体として解約

することができます。Porsche Connect サービスが上記(1)に基づき

その期間終了前に解約される場合、 個別の支払額に対する返金は

（按分による返金についても）行われないものとします。但し、 
中古車購入者は、ポルシェ ID 契約を締結し、各 Porsche Connect 
サービスを予約した場合、残存期間を利用することができます。

新車ユーザーは、Porsche Connect サービスの残余価値の額の潜在

的対価に関して中古車購入者と自由に取り決めを行うことができ

ます。 
 

6.3 お客様が有するポルシェ ID契約は、Porsche Connectの承諾を得ず

第三者に譲渡することはできません。 
 

7. ポルシェ ID 契約及び Porsche Connect サービスの期間及び解約 
 

7.1 新車ユーザー及び Porsche Connect は、合意済み最低限度期間のな

い Porsche Connect サービス（最低限度期間について合意されてい

ない Porsche Connect サービス、下記第 7条 2項に限り参照）を、

月末の 2 週間前までの通知をもって、無償で解約できます。 
 

7.2 新車ユーザー及びPorsche Connectは、期限付きのPorsche Connect 
サービス（一定期間に当該期間の自動延長を付すことが合意され

ている Porsche Connect サービス）を、同期間終了の 2週間前まで

の通知をもって終了することができ、終了されない場合、同期間

は自動的に延長されます。各 Porsche Connect サービスの利用規約

が、これと異なる終了手順を規定する場合があります。 
 

7.3 お客様及び Porsche Connect は、ポルシェ ID 契約に関連付けられ

る車両がない場合、ポルシェ ID 契約を全体として随時解約するこ

とができます。 
 

7.4 お客様及び Porsche Connect は、ポルシェ ID 契約を、月末の 2 週

間前までの通知をもって解除することができます。Porsche 
Connect サービスは、各期間の終了まで又は第 7条 1項から第 7条

3 項までに基づき解除されるまで、いかなる場合も本取引条件の

各適用すべき条項に従い、お客様に提供されるものとします。 
 

7.5 第 6 条 2 項及び第 7 条 1 項から第 7 条 4 項までに基づく解約は、

以下の通り、書面で、電子メールで、又はポータルを利用して行

うことができます。 
第 7 条 2 項については、「自動延長の中止」機能によって 
第 7 条 3 項については、「アカウント削除」機能によって 
 

7.6 正当な理由による法定の解除権は、前述の規定による影響を受け

ません。 
 

8. 瑕疵に関する権利 
 
瑕疵に関する法律の規定が適用されます。 
 

9. 責任 
 

9.1 Porsche Connect は、第三者による本件サービスを通じて提供され

たデータ及び情報の正確性及び現実性についていかなる責任も負

いません。 
 

9.2 軽過失の場合、Porsche Connect は、重大な契約上の義務（基本的

義務）の違反に限り責任を負います。つまりこれは、契約がその

目標及び目的に基づき Porsche Connectに課しているとみなされる

義務、又は十分かつ慎重な契約の完了に必要とみなされ、正当な

理由があってお客様に恒久的に信頼されるに値するまさにその当

該義務の履行です。本責任は、契約締結時に通常予期し得る損害

に制限されます。  
 

9.3 軽過失により生じた損害に対する Porsche Connectの法定代理人、

代理人、及び従業員の個人的責任もまた、第 9 条 2 項で説明する

範囲に制限されます。 
 

9.4 上記に定める責任の制限は、故意による損害若しくは重大な過失

による損害、若しくは有罪となる人身傷害に対して、又は製造物

責任法に基づく責任に対して、及びその他の強行法的な責任に対

しては、適用されないものとします。また、当該責任の制限は、

Porsche Connect が保証を引き受けている場合は適用されないもの

とします。 
 

10. データ保護 
 
お客様は、車両リンクが存在する車両のドライバーに、Porsche 
Connectの個人情報保護方針及び Porsche Connect サービスの利用

中ドライバーの個人データが収集される可能性があることを通知

する義務を負います。 
 
詳細な情報については、個人情報保護方針 https://connect-
store.porsche.com/jp/ja/t/privacy をご覧ください。 
 
 
 

https://connect-store.porsche.com/jp/ja/t/privacy
https://connect-store.porsche.com/jp/ja/t/privacy
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11. 最終規定 
 

11.1 お客様と Porsche Connectの間で締結された契約上の合意から生じ

る全ての紛争については、東京地方裁判所が第一審の専属的裁判

地となります。 
 
11.2 本契約上の合意に起因し又はこれに関して生じる全ての紛争につ

いては、国際物品売買契約に関する国際連合条約（CISG）の適用

を排除し、日本法が適用されます。法の選択及び特にお客様が消

費者としてその常居所を有する国の制定法の適用を制限する法律

規定は、影響を受けません。 

  

 

 

 

 

 

 


