InControl Touch Pro および Pivi Pro の対象機能利用規約
効力発生日 2020 年 8 月 7 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 およ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 および Land
Rover は、Jaguar Land Rover Limited の商標です。
本規約について

1.

以下の利用規約 (以下「本規約」) は、InControl Touch Pro または Pivi Pro 搭載車両に適用さ
れ、インフォテイメント、コネクテッド サービス、ソフトウェア アップデート機能 (すべて
のソフトウェア、画像、テキスト、データ、およびこれらの機能の一部をなす、またはそれ
らに関連するその他のコンテンツを含みます) (以下「対象機能」) を対象とします。 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、お近くの正規デ
ィーラーまでお問い合わせください。
たとえば、当社の選択した第三者プロバイダを通じて提供される対象機能、またはアプリや
オンライン コンテンツへのアクセスを可能にする対象機能 (たとえば InControl Touch Pro
「Live」サービス) などの特定の対象機能を使用する場合、エンド ユーザーが従うべき追加
の利用規約やプライバシー ポリシーへの同意を求められる場合があります。
InControl Touch Pro の場合、ナビゲーション機能と Gracenote メディア機能については、第
三者プロバイダの規約が適用されます。 その内容については、下記リンクをご覧ください。
•

https://JL0002.mapupdate.info/terms_conditions

•

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。

Pivi Pro の場合、ナビゲーション機能とモバイル ネットワークの接続機能 (公正使用に関する
ポリシーを含みます) については、第三者プロバイダの規約が適用されます。その内容につ
いては、下記リンクをご覧ください。

•

https://JL0002.mapupdate.info/terms_conditions

•

https://move.tatacommunications.com/terms-and-conditions

•

https://move.tatacommunications.com/policies/privacy

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になります。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 (SIM カードおよびデータ通信料)、第 7 条 (データの利用およ
びプライバシー) ならびに第 8 条 (責任の制限) の内容をよくお読みください。

一部の市場では、現地の法的要件を満たすため、モバイル ネットワーク プロバイダにより、
工場で装着された SIM を有効にするために電子的な本人確認プロセスを完了するように求め
られることがあります。
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。

•

本規約は、工場で装着された SIM、挿入された SIM による通信であるか、Wi-Fi 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。

本規約に関するお問合せは、お近くの正規ディーラーまでお寄せください。

2.

SIM カードおよびデータ通信料

2.1

特定の対象機能や関連機能 (Wi-Fi Hotspot 機能、InControl Touch Pro ウェブ ブラウ
ザ機能、および利用可能な場合には「Live」サービス機能など) を利用するには、お
客様専用の加入者識別モジュール (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 SIM カードは、完全に作動するものでなければならず、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ないことがあります。

2.2

SIM カードは、お客様の車両の形式や製造国といった仕様に応じて、車両と共に提
供される場合 (車両に内蔵されているか、SIM カード スロットに挿入するかのいずれ
か)、またはお客様が別途購入して提供する場合があります。

2.3

購入の時点ですでに車両に挿入されていた 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。

2.4

お客様には、お客様の 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 (該当する場合、
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
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ーク プロバイダ料金が含まれることがあります。 データ プランによるモバイル デ
ータ通信は、車両側で接続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。ソフトウェア アップデートには影響しません。
2.5

車両を所有または使用しなくなった場合には、ご自身で提供している 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。

2.6

工場で装着された SIM カードによるデータの送信は、当社の選択したモバイル ネッ
トワーク オペレータ サービスのプロバイダ (以下「MNO サービス プロバイダ」) が
提供および管理するモバイル通信ネットワークを介して直接、または MNO サービス
プロバイダの契約締結先である現地の認可を受けたプロバイダを通じて行われます。
MNO サービス プロバイダは、特定機能の通信サービス プロバイダの役割を果たし
ます。 モバイル通信ネットワークを使用するには、これらのプロバイダの利用規約
に同意する必要があります。Pivi Pro の場合、これは上記第 1 項のネットワーク プロ
バイダの利用規約を意味します。InControl Touch Pro の場合、これは、車両の SIM
カード スロットの SIM カードを登録および有効化する際に同意するネットワーク プ
ロバイダの利用規約を意味します。

3.

ユーザー アカウントおよびサブスクリプション

3.1

特定の対象機能および関連機能を利用するには、初めに (a) アカウント (InControl ア
カウントまたは Touch Pro ナビゲーション アカウントなど) 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) が必要です。

3.2

最初のサブスクリプション期間は、車両またはオプション パックを最初に購入した
時点で含まれていますが、対象機能およびお客様の車両の形式や製造国といった仕
様に応じて異なる場合があります。 当初のサブスクリプション期間後も、該当する
対象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、お近くの正規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アカウントをキャ
ンセルする責任があります。 ご自身のプロフィールとアカウントを車両から消去し、
アカウントを削除し、車両の接続設定でモバイル データを無効にする必要がありま
す。

3.4

お客様には、ご自身の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。 当社は、当社に過失がない
限り、お客様のアカウントまたは対象機能への無断アクセスや無断利用についてい
かなる責任も負いません。
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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.

ソフトウェア アップデート

4.1

本規約において、「ソフトウェア アップデート」とは、車両に直接ダウンロードで
きる InControl Touch Pro、Pivi Pro、または他の車両システムのワイヤレス ソフトウ
ェア アップデートをいいます。これは、これらのシステムを保守または修正するこ
と、あるいは改善された機能を車両に提供することを目的としたものです。

4.2

車両システムに対するソフトウェア アップデートは、車両を接続したときに随時利
用できます。利用可能なソフトウェア アップデートは「車両設定」から確認できま
す。当社により、ソフトウェア アップデートが開始されることもあります。

4.3

ソフトウェア アップデートのタイプ、車両の仕様、現地市場の要件に応じて、ソフ
トウェア アップデートは自動的にダウンロードされ、インストールされることがあ
ります。または、アップデートの日程を変更したり、アップデートを拒否するオプ
ションが提供されることもあります。

4.4

下記のソフトウェア アップデートに関する重要な条件をご確認ください。
(a)

車両の仕様に応じて、ソフトウェア アップデートは車両の内蔵 SIM または
SIM カード スロットに挿入されている SIM から、または Wi-Fi 接続を使用
してダウンロードできます。車両に内蔵されたものではない SIM を経由し
たソフトウェア アップデートでは、SIM カードのデータプランに料金が発
生することがあります。

(b)

ソフトウェア アップデートによっては、インストール中に特定の車両機能
と サ ー ビ ス ( 「 SOS Emergency Call 」 サ ー ビ ス や 「 Optimised Jaguar
Assistance」サービス、「InControl Secure Tracker / Secure Tracker Pro」
サービス、また「InControl Remote App」のいくつかの機能) が一時的に無
効になります。これらのソフトウェア アップデートのインストールは、運
転中ではなく、必ず安全な場所に駐車した上で行なってください。

(c)

お客様の車両に非標準のソフトウェアやハードウエアが搭載されている場
合は、ソフトウェア アップデートが正しくインストールされないことがあ
ります。

(d)

ソフトウェア アップデートは、車両の現行のソフトウェアに上書きされま
す。車両に第三者非標準ソフトウェアが搭載されている場合も同様です。

(e)

ソフトウェア アップデートに関してご質問やご不明な点がございましたら、
お近くの正規ディーラーまでお問合せください。

4.5

お客様の車両がフリート車両である場合、フリート所有者が、お客様がソフトウェ
ア アップデートをご利用になる際の条件やポリシー、手続きなどを定めていること
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がありますのでご注意ください。お客様がフリート車両でソフトウェア アップデー
トをご利用になる場合、その使用に関してはお客様の責任でフリート所有者にご確
認ください。
4.6

お客様にソフトウェア アップデートを提供するため、車両識別番号や位置情報など、
車両からデータを収集し、処理することがあります。これらのデータは、一般に、
お客様の市場でのソフトウェア アップデートの利用可能性や利用資格の判断に使用
されます。それ以外の場合は、リリースの一環として詳細な説明が提供されます。

5.

第三者のコンテンツおよびサービス

5.1

Pivi Pro および InControl Touch Pro を使用すると、車両の対象機能を通じて特定の
第三者のコンテンツやサービス (InControl Touch Pro の「Live」など) にアクセスで
きます。当社は、お客様に役立つ第三者のコンテンツやサービスを選択し、それら
にアクセスできるようにします。

5.2

第三者のコンテンツやサービスは、当社が選択した第三者プロバイダによって提供
されています。第三者のコンテンツやサービスには、(本規約とは別に) 該当する第三
者プロバイダの利用規約およびプライバシー ポリシーが適用される場合があります。
該当する場合、当該第三者のコンテンツやサービスにアクセスし、これらを使用す
るには、当該第三者の利用規約およびプライバシー ポリシーを通読し、これに同意
する必要があります。たとえば、ソーシャルメディア機能を使用するには、該当す
るソーシャルメディア プロバイダのお客様用アカウントが必要であり、そのプロバ
イダの利用規約とプライバシー ポリシーに同意する必要があります。

5.3

当社では、お客様が第三者のコンテンツやサービスのプロバイダとの間で取り交わ
した取り決めや合意について一切責任を負えませんので、これらについてはお客様
の自己責任と費用負担で行ってください。具体例を挙げると、お客様がダウンロー
ドまたは契約することを選択した第三者のアプリ料金の支払いについては、お客様
ご自身が責任を負うものとします。

5.4

お客様の車両で利用できる第三者のコンテンツやサービスの選択は、随時変更され
る場合があります。当社は、第三者のコンテンツやサービスへのアクセス権を、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。

5.5

当社は、第三者のコンテンツやサービスのアップデートを随時提供する場合があり
ます。この場合、お客様には、当該第三者による新規または改定された利用規約お
よびプライバシー ポリシーに同意していただくことが必要になることがあります。

6.

対象機能の利用

6.1

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
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記のいずれかの方法で対象機能を利用したり、第三者に対象機能の利用を許可した
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 (セーフティ カメラ
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。
6.2

第 6.1 項の定めに加え、お客様が、下記の方法または目的で InControl Touch Pro 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。

6.3

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。

6.4

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、InControl Touch Pro 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。

6.5

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。
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6.6

当社では、ナビゲーション データまたはコンテンツ (地図情報、セーフティ カメラ
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。

6.7

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にした場合などに必要となる可能性があります。

6.8

お客様には、所有している車両を他人に譲渡する前に、またはレンタルもしくはリ
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、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、InControl Touch
Pro 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、閲覧履歴およびクッ
キーといった情報は、ウェブ ブラウザ機能の設定を用いて削除できます。

6.9

当社では、お客様が InControl Touch Pro 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、クッキーまたは類似の仕組みを用いている場合があり
ます。 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 ポリシーおよびクッキー 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。

6.10

車両の走行中には、一部の対象機能 (InControl Touch Pro 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。

6.11

InControl Touch Pro の場合、SOS Emergency Call、Optimised Assistance、InControl
Secure Tracker/ Secure Tracker Pro の各サービスのいずれかを使用している間は、
Wi -Fi Hotspot 接 続 は 利 用 で き ま せ ん 。 SOS Emergency call お よ び Optimised
Assistance call の終了から 30 分間、または InControl Secure Tracker/ Secure Tracker
Pro のケースが開いている間は、Wi-Fi Hotspot 接続が利用できない場合もあります。

7.

データの利用およびプライバシー

7.1

当社では、個人情報を InControl プライバシー ポリシーに従って使用します。
InControl プ ラ イバシー ポリシー については、 https://incontrol.jaguar.com/jaguarportal-owner-web/about/privacy-policy/JPN または https://incontrol.landrover.com/jlrportal-owner-web/about/privacy-policy/JPN をご覧ください。
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8.

責任の制限

8.1

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も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。

8.2

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や人身傷害 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、または英国法または日
本法の下で免除もしくは制限できない他の責任を、制限または免除するものではあ
りません。
8.3

第 8.2 項に規定される場合を除き、または有効な製造元の車両保証の条件に別段の定
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。

8.4

第 8.2 項に規定される場合を除き、または有効な製造元の車両保証の条件に別段の定
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)

予見不可能な損失または損害。当社の違反行為に起因することが明らかな
損失もしくは損害、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と当社とが予見していた損失もしくは損
害は、予見可能な損失または損害となります。

(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、事業の中断、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)
8.5

間接的または派生的な損失。

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。
本規約に明示的に規定されているものを除き、当社を拘束する明示または黙示によ
る保証、表明、その他の条件は一切存在しません。制定法、コモン ロー、その他に
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、表明またはその他の規定は、法律により認められる最大の範囲で排除されま
す。

8.6

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。
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9.

終了または停止

9.1

お客様は、いつでも対象機能の利用を停止できます。ただし、車両の仕様によって
は、特定のソフトウェア アップデートは有効な状態が維持されることがあります。
データ プランに応じたモバイル データの接続性を無効にするには、車両の接続設定
を使用してください。

9.2

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。

10.

他の重要な条件

10.1

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慣行やデータの用法を変更した
場合、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 アップデートをインストールするかおよ
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、関連する対象機能の
利用ができなくなる場合があります。

10.2

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デ
ィーラーに提供した連絡先) 宛に連絡します。

10.3

お客様は、当社と対象機能プロバイダ間の契約の第三受益者ではありません。

10.4

対象機能に伴うすべての知的財産権は、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ています。 対象機能の利用権は、
お客様に (販売されるものではなく) 許諾されるものであり、本規約に基づく場合を
除き、お客様が対象機能に関する権利を取得することはありません。

10.5

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。

10.6

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。

10.7

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。

10.8

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した場合でも、このことは、当社がお
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客様に対する権利を放棄したことを意味せず、また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、当社は、書面によ
ってのみ権利放棄を行います。当該権利放棄が自動的にお客様のその後の違反に対
する権利放棄となることはありません。
10.9

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、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とすることに同
意するものとします。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。お客様と当社は、イングランドおよびウェールズの裁判所
を非専属的管轄裁判所とすることに同意するものとします。

10.10

お客様が法人の場合、本規約やその主題事項および本規約の成立 (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。お客様およびジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社は、
東京地方裁判所を専属管轄裁判所とすることに同意するものとします。お客様と
Jaguar Land Rover Limited との契約およ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
所を専属的管轄裁判所とすることに同意するものとします
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