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InControl Touch Pro の対象機能利用規約 

効力発生日 2016年 9月 25日 

本規約における「当社」とは、会社番号が 1672070 で、Abbey Road, Whitley, Coventry, 

CV3 4LF に登記簿上の事業所を置く Jaguar Land Rover Limited及びその日本法人であるジ

ャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 のことをいいます。なお、Jaguar は、Jaguar 

Land Rover Limited の商標です。 

1. 本規約について 

下記の条項からなるこの利用規約 (以下「本規約」) は、InControl Touch Pro 搭載車両と、

InControl Touch Pro のナビゲーション機能、Gracenote メディア機能およびウェブ ブラウザ

機能 (以下「対象機能」) に適用されます。  対象機能の利用可否は、お客様の車両の形式や

製造国といった仕様に応じて異なるため、お客様の車両では、これらの対象機能のすべてを

利用できるとは限りません。  詳しくは、お近くの Jaguar ディーラーまでお問合せください

。   

対象機能の 1 つであるナビゲーション機能と Gracenote メディア機能は、当社指定の第三者

プロバイダが提供するため、  該当する対象機能には、本規約に加え、当該第三者のエンド 

ユーザーが従うべき利用規約やプライバシー ポリシー (随時更新されます) も適用されます。 

Gracenote メディアの利用規約については、車両のオーナーズ ハンドブックをご覧ください

。  

対象機能を利用すると、お客様は、本規約と、対象機能プロバイダの利用規約およびプライ

バシー ポリシーを受け入れ、これに同意したこととなりますので、 ご利用前にはこれらの定

めをよくお読みください。 特に、後述する第 2 条 (個人用 SIM カードおよびデータ通信料)

、第 5 条 (データの利用およびプライバシー) ならびに第 6 条 (責任の制限) の内容はよくお

読みください。 

重要:  

 他人に車両を使わせる場合には、お客様の責任で、本規約の内容を理解し本規約に

従って対象機能を利用するよう使用者に対し徹底してください。 

 また本規約は、お客様が対象機能を伴う車両を使用し、かつ当該車両が「フリート

」の一部である場合には、お客様が個人的に当該車両を購入もしくはリースしたり

、対象機能のサブスクリプションを取得したりしていない場合であっても、お客様

に適用されます。 フリートとは、個人または家族ではなく、企業または他の事業体

が保持、所有またはリースしている一連の車両をいいます。 具体例を挙げると、こ

のフリートには、レンタル会社がお客様にレンタルしている車両、お客様の雇用主

がお客様のために用意している車両、当社または当社の正規ディーラーがお客様に

一時的に貸与する車両が含まれる場合があります。  

本規約に関するお問合せは、お近くの Jaguar ディーラーまでお寄せください。    
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「Live」機能およびサービスに関する利用規約やプライバシー ポリシーについては、当社の 

InControl 利用規約およびプライバシー  ポリシー http://www.jaguar.co.uk/incontrol/incontrol-

support/index.html に掲載されています をご覧ください。 

 

2. 個人用 SIM カードおよびデータ通信料 

2.1 対象機能やその一部分である機能 (ウェブ ブラウザ機能など) を利用するには、お客

様専用の加入者識別モジュール (個人用 SIM) カードとデータ通信プランへの加入が

必要となります。  車両内の個人用 SIM カードは、完全に作動するものでなければな

らず、個人用 SIM カードに損傷があったり、カードが抜けている状態または正しく

挿入されていない状態であったりすると、対象機能や関連機能を利用できません。  

個人用 SIM カードについては、お客様の車両の形式や製造国といった仕様により、

車両に付属している場合と、お客様が別途購入して挿入すべき場合があります。 

2.2 購入の時点ですでに車両に挿入されていた個人用 SIM カードを他の SIM カードと交

換した場合には、お客様の責任で、交換後のカードによる対象機能の利用に伴うす

べてのデータ通信料をご負担ください。  

2.3 お客様には、お客様の個人用 SIM カードや、お客様による対象機能の利用に関連し

て生じる、あらゆるネットワーク プロバイダ料金やデータ通信プラン料金を (該当す

る、当初の無償試用期間またはデータ通信料込みプランの終了後に生じる料金を含

めて) 負担する責任があります。  この料金には、国際データ ローミングに関するネ

ットワーク プロバイダ料金が含まれます。  対象機能によるデータ通信は、車両側で

接続およびナビゲーション設定を変更することで、有効または無効にできますので

、国際データ ローミングに関する料金を回避したい場合には、この設定をご確認く

ださい。 

2.4 車両を所有または使用しなくなった場合には、個人用 SIM カードを抜いてください

。  これを怠ると、お客様には、車両上の対象機能が利用されたことに伴い何らかの

データ通信料が生じた場合にその料金を引き続き負担する責任が生じます。 

2.5 対象機能によるデータ通信は、車両側で接続設定を変更するか、個人用 SIM カード

を抜くことで、いつでも無効にできます。 

2.6 本規約は、個人用 SIM カードによる通信であるか、Wi-Fi ホットスポット経由での通

信であるかを問わないあらゆる通信手段による対象機能へのアクセスや対象機能の

利用に適用されます。 

3. InControl ナビゲーション アカウントおよびサブスクリプション 

3.1 対象機能の 1 つであるナビゲーション機能を利用するには、初めに (a) 車両

上 か 、 InControl Route Planner ウ ェ ブ サ イ ト 

(http://www.jaguar.com/incontrol/connectivity/pro-setup-market-selector.html) に て 

InControl ナビゲーション アカウントをセットアップし、(b) 最新のサブスク

リプション (サブスクリプションとは、所定の期間に限り、関連する対象機

能にアクセスしてこれを利用できる権利をいいます) を購入する必要があり

ます。 
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3.2 最初のサブスクリプション期間分の料金は、車両購入時にお支払い頂く車両または

オプション パックの代金に含まれています。  最初のサブスクリプション期間後も、

対象機能の 1 つであるナビゲーション機能を利用し続けたい場合には、該当する更

新手数料を支払ってサブスクリプションを更新する必要があります。  当初のサブス

クリプションやその更新方法の詳細については、お近くの Jaguar ディーラーまでお

問合せください。  

3.3 お客様には、(車両の売却、リース期間の満了または車両の紛失もしくは盗難といっ

た理由により) 車両を所有または使用しなくなった場合にご自身の InControl ナビゲ

ーション アカウントおよびサブスクリプションをキャンセルする責任があります。   

3.4 お客様には、ご自身の InControl ナビゲーション アカウントに関する情報を正確かつ

最新の状態に保ち、ログイン情報を安全かつ秘密の状態に保つ責任があります。  当

社では、当社に過失がない限り、お客様の InControl ナビゲーション アカウントまた

は対象機能への無断アクセスやいずれかの無断利用についていかなる責任も負いま

せん。  

3.5 当社は、お客様のサブスクリプションの期間満了後に、お客様に対しいかなる責任

も負うことなく、当社が保有または管理しているお客様に関するあらゆる記録やデ

ータを削除することができます。 

 

4. 対象機能の利用 

4.1 当社では、国内で私的な用途に利用するか、車両と関係のあるお客様の業務の範囲

内でのみ利用する場合に限り、対象機能の利用を認めています。  対象機能は、当社

が想定している用途にのみ用い、再販目的では用いないでください。  お客様が、下

記のいずれかの方法で対象機能を利用したり、第三者による当該利用を許諾したり

することは禁じられています。 

(a) お客様が対象機能を利用する予定の国または利用している国 (ドライブ レコーダ

ーの位置情報の利用が禁じられている国など) では違法となる、禁じられている

または制限されている方法。 

(b) 危険な方法、またはお客様自身や他の乗客の安全性が低下する方法。 

(c) 車両、データ、ソフトウェア、デバイス、コンピュータ システムまたはネット

ワークに損害が及ぶような方法 

(d) 当社が認めていない方法、または何らかの知的財産権 (第三者である対象機能プ

ロバイダの知的財産権を含みます) が侵害されるような方法。  具体例を挙げる

と、対象機能の 1 つであるナビゲーション機能について、お客様が下記のいず

れかを行うことは禁じられています。 

(i) 対象機能の 1 つであるナビゲーション機能またはその関連データベ

ース、コンテンツもしくはサービスに付されている、何らかの著作

権表示、商標表示または制限に関する説明を削除、修正または不明

瞭化すること。  
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(ii) 対象機能の 1 つであるナビゲーション機能用データベースのすべて

または一部分を、何らかの目的で逆コンパイル、コピー、修正、拡

張または変換すること。 

(iii) 対象機能の 1 つであるナビゲーション機能のデータまたはコンテン

ツを、何らかの形式で保存、移転または配信するか、当該機能とは

無関係な用途への利用を目的に取得すること。 

4.2 第 4.1 項の定めに加え、お客様が、下記の方法または目的でウェブ ブラウザ機能を

使うことも禁じられています。 

(a) 当社もしくはネッワーク プロバイダのシステムもしくはセキュリティに関する

損害、無効化、過負荷、毀損もしくは欠陥の原因となるかそのおそれのあるよ

うな方法、または他のネットワーク ユーザーへの干渉が生じるような方法。 

(b) ピア ツー ピア (以下「P2P」) ファイル共有、ビット トレントもしくはプロキ

シ サーバ ネットワークと関係のある目的、スパムや大量の未承諾電子メールも

しくは宣伝メッセージを送信するという目的、電子メール サーバ (その形態は問

いません) をメンテナンスするという目的、または公開 IP もしくはインターネ

ット アドレスへのアクセスを可能にするサービスの提供を含む目的。 

4.3 お客様には、対象機能の利用と関係のある、該当するあらゆる道路交通法の定めや

望ましい運転慣行に従う責任があります。   

4.4 当社では、対象機能の可用性や作動について正確を期していますが、対象機能 (また

はそのいずれかの機能) が、エラーを含んでいないものであること、継続的に利用で

きるものであること、またはいかなる国の法律の下でも利用できるものであること

については保証できません。  具体例を挙げると、ウェブ ブラウザ機能を使って車両

の画面で閲覧できるウェブサイトの中には、正確に表示されなかったり、正しく機

能しなかったりするものがあります。   

4.5 対象機能に含まれる各機能の可用性や作動は、モバイル ネットワークの通信可能エ

リアや、当社が管理できない他の要素により異なります。  具体例を挙げると、ネッ

トワーク通信は、僻地や屋内などでは利用できない場合があり、丘陵、高層ビルお

よびトンネルといった障害物の影響を受けたり、ネットワークそのものの通信能力

の影響を受けたりする場合があります。  加えて対象機能には、一時的な障害または

必須のメンテナンスもしくは修正に伴うダウンタイムの影響が及ぶ場合もあります

が、これについては、当社では、これに伴う利用不能を最低限に抑えられるよう常

に努力しています。   

4.6 当社では、対象機能のデータまたはコンテンツ (位置データ、地図情報、ドライブ レ

コーダー データ、速度制限情報または交通情報など) が正確かつ完全で最新であるこ

とを保証できません。  これらの情報は、お客様の便宜を図るために提供しているも

のですが、お客様には、これらの情報にかかわらず、道路標識や速度制限を含む道

路交通法の定めに従う責任があります。  具体例を挙げると、対象機能に含まれてい

るナビゲーション機能のデータは、時間の経過、環境の変化、使っている情報源、

また広範囲にわたる地図データを収集しているという性質などにより、不正確なデ

ータとなる場合があります。 
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4.7 当社は、対象機能またはそのいずれかの機能へのアクセス権を、予告なくいつでも

変更、中断、削除または無効化する権利を留保しています。  具体例を挙げると、こ

れらの措置は、対象機能の提供に用いているシステムにおいて必須のメンテナンス

を行う場合、セキュリティ上の理由により必要となる場合、法律が求めている場合

、または当社が、お客様の国でもしくは当社の顧客に対し対象機能もしくはそのい

ずれかの機能を提供しないこととした場合などに必要となる可能性があります。 

4.8 お客様には、所有している車両を他人に譲渡するか、レンタルまたはリースしてい

る車両を主たる所有者に返却する前に、対象機能や車両の装置上で実行可能な範囲

内で、車両に保存している可能性のあるあらゆる個人情報、ダウンロードしたコン

テンツおよび他のデータを削除する責任があります。  具体例を挙げると、ウェブ ブ

ラウザ機能が保存しているお客様のお気に入り、閲覧履歴および Cookie といった情

報は、ウェブ ブラウザ機能の設定を用いて削除できます。 

4.9 当社では、お客様がウェブ ブラウザ機能を用いインターネットを介してアクセスす

る第三者のウェブサイトやそのコンテンツまたはデータについて責任を負えません

ので、これらについてはお客様の自己責任でご利用ください。  これらのウェブサイ

トでは、Cookie または類似の仕組みを用いている場合がありますので、  訪問前に、

訪問する第三者のウェブサイトに適用されるあらゆる利用規約、プライバシー ポリ

シーおよび Cookie ポリシーを通読し、その内容についてよく理解してください。   

4.10 車両の走行中には、一部の対象機能 (ウェブ ブラウザ機能など) の利用が制限される

ことがあります。 

4.11 対象機能の 1 つであるナビゲーション機能は、基本的な経路検索にのみ利用し、正

確な位置情報が必要な状況、または誤った、不正確なもしくは不完全な位置データ

もしくは地図データにより死亡事故、人身傷害、物損事故もしくは環境破壊が生じ

る可能性のある状況では利用しないでください。 

4.12 お客様が、アメリカ合衆国政府、または通常であればアメリカ合衆国政府が請求す

るであろう権利と同等の権利を求めている他の主体に代わって対象機能の 1 つであ

るナビゲーション機能または関連データベースの利用権を取得する場合、対象機能

の 1 つであるナビゲーション機能や関連するデータベース、コンテンツおよびサー

ビスは、アメリカ合衆国連邦規則集 (C.F.R) 第 48 編に規定のアメリカ合衆国連邦

調達規則 (以下「FAR」) のセクション 2.101 に定められている市販品となりますの

でご注意ください。 

5. データの利用およびプライバシー 

5.1 当社および/またはそのサービス プロバイダは、お客様から提供を受けたか、お客様

の車両から送られてきた下記のような情報を、対象機能の提供と関係のある用途に

利用します。   

(a) アカウントのセットアップおよびサブスクリプションに関する情報。  この情報

は、お客様が対象機能を利用できるようにすること、サブスクリプションの更新

を完了すること、対象機能に関する情報 (対象機能の更新情報など) をお客様に

送ること、また対象機能に関する疑問または問題の解決などのカスタマー サー

ビスを提供することを目的に利用します。 
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(b) ログ内のデータや分析用データ。  この情報は、システムにおける問題について

調査したり、匿名の統計情報を用いた分析により対象機能や当社の製品を改良し

たりすることを含む目的に利用します。 

(c) お客様が、当社へのお問合せの際に提供する情報。  当社では、トレーニングや

品質改善を目的にお客様との通話の内容を録音する場合がありますのでご注意く

ださい。 

(d) 認証データ  

(e) 車両の位置データ (ただし、ナビゲーション機能や交通情報提供機能などの対象

機能の作動に必要な範囲内のデータのみ)。  この位置データの利用は、車両側で

接続およびナビゲーション設定を変更することで、可能または不能にできます。 

(f) 各対象機能に固有の情報 (詳しくは、第 1 条に記載の、対象機能プロバイダのエ

ンド ユーザーが従うべき利用規約やプライバシー ポリシーに定められています)

。 

5.2 前述の情報の車両から当社への転送は、車両側の接続設定にてデータ通信を

無効にするか、個人用 SIM カードを抜くことで、いつでも無効にできます。 

5.3 当社は、そのグループ内の各社 (英国法上の子会社や、英国 2006 年会社法第 1159 

条に定義されている当社の最終持株会社やその子会社、また当社が株式または議決

権の 50% 以上を保有している他社、日本会社法第２条第３号、第３号の２、第４号

及び第４号の２に規定する子会社等及び親会社等) と情報を共有する場合があります。  

また当社は、下記の場合、第三者と情報を共有することもあります。 

(a) 当社が何らかの事業または資産を売却または買収する場合。この場合に当社は

、当該事業または資産の売却先または買収元に、お客様の個人データを開示す

ることがあります。 

(b) 当社が、法規制が定めている義務または要求に基づきお客様の個人データを開

示または共有すべき場合。 

(c) 英国 1998 年データ保護法、若しくはその代替となる何らかの法律、又は日本個

人情報保護法が定めている適用例外に従い開示が認められる場合 (訴訟手続上必

要な場合、法的助言を受ける上で必要な場合、法的な権利の確保、行使または

保全に必要な場合、犯罪の防止または発見に必要な場合、犯罪者の逮捕または

起訴に必要な場合、また国防上必要な場合が含まれますが、これらに限定され

ません)。 

(d) 本規約の実施、または実在するか疑わしい違反行為について調査する上で必要

な場合。 
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5.4 当社が対象機能に関連して収集したデータは、欧州経済領域 (以下「EEA」) 加盟諸

国またはお客様の母国以外に転送され、そこで保存される場合があります。 前述の

データは、当社または当社のいずれかのサービス プロバイダに代わって EEA 加盟諸

国またはお客様の母国以外の国で業務を実施する職員 (対象機能の提供に従事する職

員を含む) が処理する場合があります。 お客様は、個人データを送信したり、対象機

能を利用したりすることで、前述の転送、保存および処理に同意したこととなりま

す。  

5.5 当社では、お客様の情報を安全に保つ上で合理的に必要なあらゆる対策を講じ、当

社の対象機能プロバイダに対しても同様の対策を講じるよう求めますが、インター

ネットや電子通信の性質上、データの送受信中に第三者が該当データにアクセスし

たり、該当データを傍受したりできないようにすることについて完全に保証するこ

とはできませんので、  ウェブ ブラウザ機能を利用する際には、この点に注意し、信

頼できるウェブサイトにのみアクセスしてください。 

5.6 別段の定めがない限り、英国 1998 年データ保護法が定めている、お客様の個

人情報の管理者は、Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF に所在する Jaguar 

Land Rover Limited (ICO 登録番号: ZA020510) となります。また、ジャガー・

ランドローバー・ジャパン株式会社は 日本個人情報保護法にいう個人情報取

扱事業者となります。 

5.7 英国 1998 年データ保護法及び日本個人情報保護法に基づいて、お客様は、当社がお

客様に関して保有する情報の照会を求める権利を有しています。 お客様の情報照会

権は、同法に従って行使することができます。 情報照会には、10 ポンド又は日本個

人情報保護法第３０条に基づく料金がかかる場合があります。  お客様は、いつでも

、当社が保有しているお客様に関する個人データの更新を当社に依頼できます。  こ

の依頼は、Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF に所在する Jaguar Land Rover 

のデータ保護担当役員又はジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社広報部ま

でお寄せください。  

6. 責任の制限 

6.1 一般消費者であるお客様には、相当の技能を駆使し相当の注意を払って提供

されていないサービス、または欠陥があるか記載どおりでないソフトウェア

について行使できる法的な権利があります。 お客様の法律上の権利に関する

助言は、英国内では、各地域の Citizens' Advice Bureau (市民相談協会) または 

Trading Standards Office (取引基準局) で、日本国内では、各地域の地方公共団体

若しくは弁護士会等の法律相談、消費者庁ウェブサイトなどで得ることができま

す。  本規約の定めは、いずれも、前述の法的な権利に影響を及ぼしません。 

6.2 本規約の定めは、いずれも、 当社の過失に起因する死亡事故もしくは人身傷害に対

する当社の責任、詐欺もしくは悪意の不実表示に対する当社の責任、または英国法

又は日本法の下では免除もしくは制限してはならない他の責任を制限または免除す

るものではなりません。 
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6.3 第 6.2 項に別段の定めがない限り、本規約および対象機能に起因するか関連して当社

がお客様に対し負うべき責任 (約定責任、不法行為責任 (過失責任を含みますが、こ

れに限定されません)、法定義務違反に伴う責任または他の責任のいずれであるかを

問いません) は、いかなる場合でも、対象機能に関してお客様が当社に支払った料金

の全額を上限とします。   

6.4 第 6.2 項に別段の定めがない限り、当社は、いかなる場合でも、下記について責任を

負いません。 

(a) 予期せぬ損失または損害。 損失または損害は、当社の違反行為に起因する

ものであることが明らかな場合、またはお客様が対象機能を含む車両もし

くはオプション パックを購入した時点でお客様や当社が予期できたものの

場合に、予期できた損失もしくは損害となります。  

(b) 本規約に起因するか対象機能に関連する業務上の損失 (逸失利益、収益機会

もしくは取引の喪失、事業中断、または事業機会の喪失を含みますが、こ

れらに限定されません)。 

(c) 間接的または二次的な損失。   

6.5 本規約は、対象機能の提供に関する当社の義務および責任のすべてを定めています

。 本規約に別段の明示的な規定がない限り、当社を拘束する保証、表明、その他の

条件は、明示または黙示を問わず、一切存在しません。 制定法、コモン ロー、その

他のいずれかにより本規約に黙示されるか、組み込まれる可能性のある、対象機能

の提供に関する条件、保証、表明または他の定めは、法律により認められる最大の

範囲で排除されます。 

6.6 当社は、当社が相当の対策を講じても管理できない措置または事象 (公的なまたは私

設の通信網またはインターネットにおける障害または混乱を含みますが、これらに

限定されません) に起因する、対象機能の提供不能またはお客様による対象機能の利

用への悪影響について、いかなる責任も負いません。  

6.7 対象機能の 1 つであるナビゲーション機能に関しては、第三者プロバイダに対し、

免責および責任の制限に関する下記の定めが適用されます。 

(a) 第三者プロバイダは、対象機能の 1 つであるナビゲーション機能のライセン

ス対象ソフトウェア、データベース、コンテンツおよびサービスを「いかな

る保証 (データベース所有者が欠陥を訂正することに関する保証を含みます) 

も付帯しない」「現状のまま」の状態で提供し、データベース所有者や第三

者サプライヤは、明示または黙示のあらゆる保証 (非侵害、商品性、納得の

品質、正確性、権原および特定目的への適合性に関する黙示保証を含みます

が、これらに限定されません) を明示的に否認します。  データベース所有者

、従業員または第三者プロバイダが口頭または書面で行う助言または情報提

供が何らかの保証となることはなく、いかなる利用者にも、当該助言または

情報に依拠する権限はありません。  

(b) 第三者プロバイダ、ソフトウェア所有者もしくはデータベース所有者、また

は各々のサプライヤは、該当する損害が生じる可能性について予告されてい

たかどうかにかかわらず、いかなる偶発的な、二次的な、特別な、間接的な

または懲罰的損害賠償の対象となる損害 (逸失利益、付保費用負担、利用機
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会喪失、事業中断または類似の損害を含みます) についても利用者に対し責

任を負いません。 

(c) 第三者サプライヤ (データベース所有者、地図プロバイダなど) やその代理人

は、お客様と、お客様にデータベースを供給する自然人または法人の間での

法的関係に基づくか関連して生じるいかなる訴因 (その形態は問いません) を

根拠とする金銭賠償責任も、利用者に対して負いません。 

 

7. 終了または停止  

7.1 お客様は、いつでも対象機能の利用を停止できます。  データ通信機能を無効にする

には、車両側の接続設定を使ってください。   InControl ナビゲーション アカウント

をお持ちの場合には、お客様のプロフィールとアカウントを車両から削除し、お客

様のアカウントを削除する必要があります。 

7.2 お客様が本規約に従わない場合、当社は、ただちに、お客様の InControl ナビゲーシ

ョン アカウント、サブスクリプションおよび/またはいずれかの対象機能へのアクセ

ス権を予告なく失効または停止させることができます。 

8. 他の重要な条件 

8.1 当社は、当社の対象機能プロバイダや、そのサービスもしくは利用規約を変更した

場合、規制もしくは法律が改正された場合、対象機能を改良もしくは修正した場合

、および/または対象機能に関する当社のプライバシー ポリシーやデータの用法を変

更した場合に、対象機能および/または本規約を随時変更できます。  当社では、いか

なる変更を行う場合でも、お客様に対し著しい不利益が及ばないよう常に努めてい

ます。  変更内容によっては、お客様がソフトウェア アップデートをダウンロードす

るおよび/または適用される可能性のある新たな規約に同意するまで、関連する対象

機能を利用できなくなる場合があります。 

8.2 お客様への連絡が必要な場合、当社は、お客様のアカウントに入力されている連絡

先 (お客様がアカウントをお持ちでない場合には、お客様が車両購入元である正規 

Jaguar ディーラーに提供した連絡先) 宛に連絡します。  

8.3 当社では、お客様が対象機能の第三者プロバイダと直接結ぶ取決めまたは契約につ

いて責任を負えませんので、これらについては、お客様の自己責任および費用負担

で締結してください。    

8.4 お客様は、当社と対象機能プロバイダ間での契約の第三受益者ではありません。 

 

8.5 対象機能に伴う知的財産権は、いずれも、当社またはその対象機能プロバイダが所

有しているか、当社または当該プロバイダに許諾されるものとなります。  対象機能

利用権は、お客様に (販売されるものではなく) 付与されるものであり、お客様は、

本規約に基づく場合を除き、対象機能に関する権利を一切有しません。  対象機能の 

1 つであるナビゲーション機能のデータベース、コンテンツおよびサービスは、デー

タベース所有者の秘密情報であるため、第三者へのデータベース開示は禁じられて

います。 
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8.6 お客様は、当社が書面により同意した場合に限り、本規約に基づくお客様の権利ま

たは義務を譲渡することができます。  当社は、本規約に基づく当社の権利および義

務を譲渡できますが、これにより、本規約に基づくお客様の権利に影響が及ぶこと

はありません。  

8.7 本規約は、お客様が対象機能を利用する限り適用されます。 

8.8 本規約の条項は、それぞれ独立して適用されます。 裁判所または関係当局が、本規

約のいずれかの条件を違法または強制不能であると判断した場合でも、本規約の他

の条項は、完全に有効に存続します。 

8.9 当社が、本規約に基づく義務の履行をお客様に求めなかった場合、またはお客様に

対する権利を行使せず、もしくは行使を遅延させた場合でも、この事実は、当社が

お客様に対する権利を放棄したことを意味せず、お客様が当該義務を遵守する必要

がないことも意味しません。 お客様が本規約に違反した場合に行使できる権利を放

棄する場合、当社は、書面によってのみこれを行います。当該放棄は、当社が、お

客様がその後に違反を犯した場合に行使できる権利を当然に放棄することを意味す

るものではありません。  

8.10 お客様が一般消費者の場合、お客様とジャガー・ランドローバー・ジャパン

株式会社間の契約は日本法に準拠します。 これは、本規約に起因または関連

するあらゆる紛争または請求が日本法に準拠することを意味します。 お客様

とジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社は、東京地方裁判所が専属

的合意管轄権を有することに同意するものとします。 お客様が一般消費者であ

っても、Jaguar Land Rover Limitedとの間の契約は英国法に準拠します。 これは、

本規約に起因または関連するあらゆる紛争または請求が英国法に準拠することを意

味します。 お客様と Jaguar Land Rover Limitedは、イングランドおよびウェールズ

の裁判所が非専属的管轄権を有することに同意するものとします。 ただし、お客様

が北アイルランドの居住者の場合は、北アイルランドで訴訟を提起することもでき、

スコットランドの居住者の場合は、スコットランドで訴訟を提起することもできま

す。 

 

8.11 お客様が法人の場合、本規約やその締結目的たる事項および成立 (ならびに契約外の

紛争または請求) は、ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社との間では日本

法に準拠します。お客様及びジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社は、東

京地方裁判所の専属管轄権に同意するものとします。お客様と Jaguar Land Rover 

Limited との契約及びこれに関連する紛争は英国法に準拠します。お客様と Jaguar 

Land Rover Limited は、イングランドおよびウェールズの裁判所の専属的管轄権に同

意するものとします。  

 

 

 


