
インターナビ・リンク（internavi LINC）会員規約書

第1章 総則
第1条（本規約の適用範囲）
本会員規約（以下「本規約」という。）は、本田技研工業株式会社（以下「Honda」とい
う。）が第3条に定めるインターナビ・リンク会員およびインターナビ・リンク プレミア
ムクラブ会員の快適なカーライフをサポートするために提供する情報サービスの総称であ
る「インターナビ・リンク」のサービス（以下「本サービス」という。）を、会員が利用
するに際しての一切に適用されます。

第2条（本規約の変更）
Hondaは、第3条に定めるインターナビ・リンク会員およびインターナビ・リンク プレミ
アムクラブ会員の了承を得ることなく本規約を変更することができるものとします。この
場合、Hondaが当該規約の変更をインターナビのホームページ（以下「本サイト」という。）
に公開した時点で、その効力が発生します。

第2章 会員
第3条（会員登録の申込み）
1. Hondaが指定する車両を所有するお客様に限り、インターナビ・リンク会員（以下「会

員」という。）への登録を申込むことができます。また、当該車両にインターナビ・
リンク プレミアムクラブ対応カーナビ（以下、「対応カーナビ」という。）が正規の
状態で装着されている場合は、インターナビ・リンク会員内組織としてのインターナ
ビ・リンク プレミアムクラブ会員（以下「プレミアムクラブ会員」という。）への登
録を申込むことができます。

2. 第1項に該当するお客様は、本規約を承認の上、必ずご本人がHondaの四輪自動車の
正規取扱事業者（以下「Honda販売会社」という。）、または本サイト上において氏
名、車両（以下「会員登録車両」という。）名、その他必要な事項を記載した申込書
によって会員登録の申込みをするものとします。この場合、お客様が会員登録の申込
みを行なった、または本サイト上において別途お客様が指定したHonda販売会社の販
売拠点を、当該お客様が会員となった場合の「Myディーラー」とするものとします。
但し、プレミアムクラブ会員については、Honda販売会社においてのみ登録申込みが
できるものとします。

3. 第1項に該当するお客様が会員登録の申込みをすることができる期間および会員登録
の有効期間は、会員登録車両を会員の登録車または届出車として道路運送車両法に基
づく自動車登録または届出をした日から、お客様が会員の退会手続きを行なうまでと
します。

第4条（会員登録の成立）
1． Hondaは、前条の申込みをされたお客様に対して、必要な審査・手続をした後に入会

を承諾する通知を発行します。この入会承諾の通知がお客様に到達した時点で会員登
録が成立するものとします。

2． 会員は、会員登録の申込みの時点において本規約の内容を承認しているものとみなし
ます。

第5条（会員登録の拒否）
Hondaは、会員登録の申込みをされたお客様が次のいずれかにあたる場合、会員登録を拒
否することがあります。
1． 第8条に定めるところにより過去に会員資格の取り消しを受けたことがある場合
2． 会員登録の申込みに際して申告事項に虚偽または重大な記入漏れがある場合
3． 未成年または被補助人のいずれかであって法定代理人または補助人の同意を得ない登

録申込みである場合、または被保佐人であって保佐人による登録申込みでない場合
4． その他Hondaが会員登録することを不適当と判断する場合

第6条（ID及びパスワード）
1． Hondaは、会員に対し第4条に定める入会承諾の通知とともに会員番号（以下「ID」

という。）およびこれに付随するパスワードを付与します。
2． 会員は、IDおよびパスワードの使用・管理に関する全責任を負わなくてはならず、故

意・過失のないことを以ってその責任を免れることはできません。また、第三者の不
正使用による不利益の一切は会員に帰属し、会員は、その不正使用に係るすべての費
用を負担しなくてはなりません。



第7条（変更の届出）
1． 会員は、住所、電話番号、会員登録車両その他Hondaに届け出ている事項に変更があ

った場合は、Hondaが指定する方法により速やかに変更の届出をしなければなりませ
ん。

2． 会員は、婚姻による姓の変更その他Hondaが承認した場合を除き、登録した氏名の変
更を行うことはできません。

3． 会員は、Hondaに届出することにより、「Myディーラー」を変更することができます。
4． 前項にかかわらず、Hondaは、会員の「Myディーラー」がHonda販売会社の販売拠

点でなくなった場合、当該会員の「Myディーラー」を変更することがあります。

第8条（会員登録の取消）
Hondaは、会員が以下のいずれかに該当する場合、なんらの通知または催告もせず会員登
録を取り消すことができます。
1． 本規約のいずれかに違反した場合
2． IDまたはパスワードを不正に使用した場合
3． 会員登録後に第5条の会員登録拒否事項に該当することが判明した場合、または会員登

録後に第5条の会員登録拒否事項に該当するにいたった場合
4． 本サービスの妨害行為その他HondaまたはHonda販売会社との信頼関係を著しく害

する行為を行った場合
5． 本サービスの利用が3年以上なかった場合

第9条（会員の個人情報等）
1． Hondaは、会員が本サービスの申込み、変更届による届け出、および本サービスの利

用によりHondaに提供する会員に関する氏名、住所、電話番号、生年月日、メールア
ドレス等の情報（以下「個人情報」という）、ならびに登録車両、走行距離、走行軌
跡、区間所要時間、警告灯標示情報等の登録車両およびその走行状況に関する情報（以
下「会員登録車両情報」といい、個人情報と会員登録車両情報を総称して「会員情報」
という）を以下の目的で利用いたします。
（1） 本サービスの実施・提供およびその改良・開発
（2） 本サイトの改良
（3） 会員のパーソナルホームページ、アプリ、または電子メール等の手段を用いた

以下の各号に関する情報提供サービス
① 本サービス
② Hondaの取り扱う商品

（四輪自動車・二輪自動車などの製品とその製品の用品・部品などをいい、
以下「Honda商品」という。）

③ Hondaが提供するアフターサービス・情報サービスなどのサービス（以下
「Hondaサービス」という。）

（4） Honda商品やHondaサービスに関するアンケート調査
（5） Honda商品やHondaサービスの企画、開発及び品質改善
（6） 本サービスに関する会員との連絡
（7） 統計的に処理したうえでの分析
（8） Honda販売会社からのメンテナンス時期のご案内、キャンペーン情報、店舗に

関する情報、広告など
2． Hondaは、前項に定める利用目的のため、Hondaが業務を委託している第三者に、会

員情報を預託します。
3． Hondaは、第１項に定める利用目的のため、会員情報をHonda販売会社に提供します。
4． 会員は、本サービスを受けるための元データとなる会員情報が対応カーナビまたはイ

ンターネット端末からインターナビ情報センターに自動送信されることを、予め承諾
します。

5． Hondaは、前項に基づき、会員の対応カーナビまたはインターネット端末からHonda
に対し送信された会員情報を、個人を識別できない形態に処理したうえで、第１項に
定める利用目的のためにHonda関係会社及びHondaが認めた第三者へ提供します。

6． Hondaは、本サービスの効果的な運用のため、会員のアクセス履歴および利用状況の
調査などの目的で、会員が本サービスのサーバーにアクセスする際のIPアドレスに関す
る情報、クッキー（Cookie）およびWebビーコン（クリアGIF）、携帯電話端末でア
クセスした場合には携帯端末の機体識別番号などを使用することがあります。会員は、
自ら使用するブラウザを設定することにより、クッキーの受取を拒否し、クッキー受
取時の警告の表示をし、またはWebビーコンを拒否することができます。ただし、会
員がクッキーの受取を拒否した場合、Hondaは、本サービスの一部または全部のサー
ビスを会員に対し提供できない場合があります。

7． 会員は、本サービスのWebサービス（携帯電話、パソコン）を利用するためにはメー
ルアドレスの登録が必須であることを予め承諾します。



第10条（退会・カーナビ情報の消去）
会員は、会員の退会を行う場合は、Honda所定の方法で速やかに退会手続きを行なわなく
てはなりません。また、会員は、対応カーナビ本体、インターネット端末に登録または記
録された個人情報およびその他情報の消去を、会員自身の責任において行なうものとしま
す。

第3章 本サービスの提供
第11条（本サービスの内容）
1． 本規約に基づき会員が利用できるサービス内容は、別表および本サイトにて公開し、

定めるものとします。
2． 前項にかかわらず、第7条第3項により、会員が「Myディーラー」の変更をHondaに

申告しない場合、当該会員は、一部のサービスを受けることができない場合がありま
す。

3． 本サービスの情報は、対応カーナビおよびインターネット端末のモデルによりご利用
いただける範囲や表示方法が異なります。

第12条（機器・通信費等）
会員は、自己の費用をもって、本サービスを受けるために必要な機器を購入し、任意のイ
ンターネットプロバイダーを選択してインターネットに接続します。また、本サービスを
受けるために必要な、データの受信および検索条件、自動転送データ等の送信などの通信
にかかる費用などはすべて会員が負担します。

第13条（本サービスの内容・変更・廃止）
Hondaは、事前に会員に通知することなく本サービスの全部または一部の内容の変更・一
時停止・廃止をすることができ、会員は、予め承諾します。

第14条（本サービスの提供エリア）
本サービスの提供エリアは、電話、インターネットサービスおよび全地球測位システム
（GPS）が実際に利用可能な日本国内のエリアとします。

第15条（本サービスの対応言語）
本サービスの提供は、日本語のみの対応とします。

第16条（情報の提供について）
1. 本サービスの中で提供する「豪雨地点予測情報」、「地震情報」および「路面凍結予

測情報」（以下「防災情報」という。）は、災害にあうリスクを減らすことを目的と
した情報であり、ドライバーの災害回避を保障するものではありません。会員は、災
害発生の可能性を認知した場合には、自己の責任において災害回避に努めてください。

2. 防災情報について、Hondaおよび情報提供元（財団法人日本気象協会、インクリメン
ト・ピー株式会社、プレミアムクラブ会員）は、情報の正確性、妥当性および有用性
については保証するものではありません。自然界には現在の技術で予測しえない事項
もあり、実際の気象状況との間には差異が発生する場合があることを会員は、あらか
じめ承諾するものとします。また、本サービスで提供される情報の内容については、
事前の予告なく変更されることがありますが、その場合も同様といたします。

3. 防災情報は、システムの保守、点検作業、天災などの不可抗力、Hondaの会員制サー
ビスの都合、その他諸般の事情により、事前の予告なく一時停止または終了すること
があります。その場合、Hondaおよび情報提供元が情報提供の一時停止または終了に
より発生した会員のいかなる損害についても責任を負わないことを、会員はあらかじ
め承諾するものとします。

第4章 費用
第17条（利用料等）
1． Hondaは、第11条に定めるサービス（本サイト記載の有料のサービスを除く）を会員

に対し無償で提供します。
2． 対応カーナビの地図データ更新サービスについて、Hondaが無償と定める時期と回数

以外に任意の地図データの更新を会員が希望した場合には、更新費用については、会
員負担となります。
※ 無償で更新できる時期と回数は機種によって異なります。
※ 地図更新サービスは「Myディーラー」でのみ申込みが可能です。



第5章 一般条項
第18条（利用上の遵守事項）
1． 会員は、本サービスを利用するにあたって、第三者の著作権、財産権もしくはプライ

バシー等を侵害する行為、または他人の誹謗中傷もしくはわいせつな情報を提供する
行為、その他法律に触れる行為をしてはなりません。

2． 会員は、本サービスにより提供される情報を、その個人的な利用目的の範囲を越えて
使用し、または複製してはなりません。また、前記の範囲内であっても、その複製し
た情報を第三者に公開したり、使用させたりしてはなりません。

3． 会員は、本サービスにより提供される情報を、営利目的に使用してはなりません。

第19条（会員と第三者との間の紛争）
会員の責めに帰するべき事由により会員が本サービスの利用に際して他の会員やその他の
第三者に損害を与えた場合には、会員は、自己の費用と責任を以って損害を賠償しなけれ
ばなりません。Hondaは、これら会員間または会員と第三者との間の紛争には一切関与せ
ず、一切責任を負いません。

第20条（権利義務の移転禁止）
会員は、本契約に基づく権利及び義務の全部または一部を第三者に移転したり、第三者の
ために担保に供したりしてはなりません。

第21条（損害賠償責任）
本サービスの利用に際して会員の責めに帰すべき事由により会員が被った損害については、
Hondaは、一切責任を負いません。

第22条（専属的合意管轄）
本規約に関する訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。

（付則）この規約は2002年10月1日から発効します。

2003年9月18日 一部改定
2004年4月20日 一部改定
2005年3月30日 一部改定
2006年4月10日 一部改定
2007年1月30日 一部改定
2008年2月 5日 一部改定
2010年2月25日 一部改定
2011年3月18日 一部改定
2012年8月 2日 一部改定
2012 年 9 月 25 日 一部改定
2013 年 9 月５日 一部改定



別表

サービスの内容
1. インターネット端末(パソコン、携帯電話等)向けサービス
ドライブプラン・会員登録車両のメンテナンス情報・Honda販売会社に関する情報その他
のコンテンツを提供するサービス
2. 車輌のメンテナンス情報サービス
会員登録車両の総走行距離、経過期間をもとに計算し、メンテナンスの時期・部品交換の
時期の到来をHondaまたはHonda販売会社が会員にお知らせするサービス
3. 道路交通情報サービス
日本道路交通情報センター、VICSセンター、およびインターナビ情報センターが独自に収
集した道路交通情報を会員からの要求に応じて提供するサービス
4. 対応カーナビ向け情報サービス
道路交通情報、天気予報、スポット情報その他の情報を提供するサービス
5. 対応カーナビ地図データ更新サービス
Hondaが定める更新時期に、「Myディーラー」において、会員登録車両のカーナビに搭載
されている地図情報を、新しい情報に無償で更新するサービス

※無償で更新できる時期と回数は機種によって異なります。

※ 上記３.の一部および４.５.のサービスは、プレミアムクラブ会員のみ利用できます。
※ 利用する端末や対応ナビの機種によって、サービス内容は異なります。
※ 会員登録車両の譲渡、転売、廃車後は、サービスの一部が利用できなくなります。
※ 本サービスの内容は、予告なく変更、廃止する事があります。
※ 最新の本サービスの内容は、本サイトをご覧ください。

本田技研工業株式会社
インターナビ情報センター

●お問い合わせは
【インターナビ情報センター サポートデスク（会員専用）】
フリーダイヤル 0120-738147
9：00～12：00、13：00～17：00（ゴールデンウィーク/夏季/年末年始休業を除く）
FAXフリーダイヤル 0120-821285
ホームページ http://www.honda.co.jp/internavi/


