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Tesla Extended Service Agreement (延長サービス契約)‒ 保証条項 

Tesla Motors Japan 社(Tesla) は、通常の使用によって生じたModel S/Xの故障に対する保証期間内の修理を、延長
サービス契約に定める条件および制限のもとで提供します。特定のシステムまたは部品に対する保証は、保証書の中の該
当システムまたは部品に関する保証の項に定める条文およびその他の条件に従うものとします。 
 

延長サービス契約保証期間 /走行距離制限 /保証料 

MODEL S 

メーカー保証終了日から2年間 / 40,000 Kmまで / 納車日から 180日以内の加入 213,000円 

  181日以上、48か月以内の加入 264,000円 

メーカー保証終了日から4年間 / 80,000 Kmまで / 納車日から 180日以内の加入 432,000円 

  181日以上、48か月以内の加入 483,000円 

MODEL X 

メーカー保証終了日から2年間 / 40,000 Kmまで / 納車日から 180日以内の加入 244,000円 

  181日以上、48か月以内の加入 295,000円 

メーカー保証終了日から4年間 / 80,000 Kmまで / 納車日から 180日以内の加入 488,000円 

  181日以上、48か月以内の加入 539,000円 

 

A. 保証者 
 
Tesla Motors Japan 合同会社 
〒107-0052 
住所：東京都 港区 南青山 2 丁目 23－8 
電話番号：03－6890－7700 
メールアドレス：ServiceHelpAPAC@tesla.com 
 
 
B. 契約者の義務 

 
お客様は車両を適正に運転するとともに、お客様所有車両の詳細かつ正確な整備記録を受領および保管する責任がありま
す。これらの整備記録には17 桁の車両識別番号(「VIN」)、サービスセンターの名称と所在地番、走行距離、修理また
は整備の日付、および修理または整備の内容の記載が含まれます。これらの整備記録は個々の後続購入者に継承されるも
のとします。お持ちのオーナードキュメントに記載されている車両の使用および運転に関する特定の指示および推奨事項
をお客様が守らなかった場合、この延長サービス契約は無効になることがあります。これらの指示および推奨事項には以
下が含まれますが、以下がすべてではありません。 

• リコールに関する勧告に応じること 
• 乗車人数および荷物積載量の制限を守ること 
• 必要なすべての修理を行うこと 
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Tesla はお客様に対し、必要なすべての整備または修理をTesla サービスセンターまたはTesla 指定修理施設で行うよう
に要求はしませんが、保守、整備または修理が不適切だった場合、この保証は無効になることがあり、また保証対象から
除外されることがあります。Tesla サービスセンターおよびTesla 指定修理施設は、お客様の車両に関わる特別なトレー
ニングを受け、専門知識、工具および備品を備えており、お客様の車両の特定部位を修理することを許可または認定され
た人員を雇用する唯一の施設であり、また、お客様の車両の特定の部位を扱うことを許可または認定された唯一の施設で
す。延長サービス契約が無効にならないようにするため、また唯一の対象から除外されないようにするために、保守、整
備、修理をすべてTesla サービスセンターまたはTesla 指定修理施設で行うことを強く推奨します。 
 
C. ロードサイドアシスタンス  

Tesla は無料の緊急ロードサイドアシスタンスサービスを提供しており、最寄りのTesla サービスセンターまたはご自宅
まで(80 km 圏内であれば無償ですが、80 Kmを超える分については運送費がかかります。) 車両をけん引します。対象
となるのは、お客様個別の契約内容（保証期間、走行距離制限のいずれか早い方）に基づき、けん引の必要が生じたとき
に延長サービス契約の対象である車両です。また、ロードサイドアシスタンスに関する文書に記載された除外または制限
が適用されます。延長サービス契約の対象とならない車両または修理について、緊急ロードサイドアシスタンスサービス
の費用はお客様のご負担となります。ロードサイドアシスタンスは延長サービス契約のもとで提供されるサービスではな
く、Tesla 車両が操作不能になった際のご不便を最小限に抑えることを意図したサービスです。詳細については、ロード
サイドアシスタンスに関する文書を参照してください。 
 
D. 保証の対象 

 
延長サービス契約に記載されている除外と制限の規定に従い、Tesla が延長サービス契約に定める保証期間内に保証対象
の故障の通知を受けた場合は、Tesla がその故障に関連する修理または部品交換を無償で行います。修理はTesla の一存
で、新品部品もしくは再生部品を用いて行います。交換した部品またはその他のコンポーネントは、適用規則に別途の規
定がない限り、Tesla の独占的な所有物となります。特定の部品について設定された個別の保証範囲、および延長サービ
ス契約に記載されている除外と制限の規定の適用を条件に、保証期間または累計走行距離に達するまでの期間のいずれか
先に到達する期間における通常の使用のもとで発生した、Teslaによって 製造または支給された部品の材料または製造工
程の作業品質の欠陥を是正するために必要な修理もしくは交換を対象とします。Tesla は、いかなる人物または団体に対
しても延長サービス契約に関連する義務または責任を与えることはありません。修理するか部品交換するか、新品を使う
か再生部品を使うかについては、Tesla の独自裁量で決定されるものとします。お客様が受けられる保証は、対象となる
故障に関するTesla による新品の部品または再生部品の修理もしくは交換です。 
 
E. 保証請求者/保証の対象となる車両 

 
日本の法律に従って自身の名義で登録されたModel S/X の最初の購入者または後続購入者は、延長サービス契約の保証
実行を要求することができます。延長サービス契約は、Tesla Japan 保証地域内でTesla により直接販売されたModel 
S /Xに適用されます。「Tesla Japan 保証地域」とは、日本の「47 都道府県のすべて」と定めます。お客様が保証サー
ビスを受けるためには、Tesla Japan 保証地域に戻ることが条件となります。転売または譲渡により後続所有者となっ
た人が保証サービスを受けるためには、どの国で車両を購入したか、あるいはどの国に輸送したかに関わりなく、Tesla 
Japan 保証地域に戻る必要があります。 
 
F. 免責事由 

 
延長サービス契約には、通常の摩耗または劣化、もしくは以下に列記する事項を含む乱用、誤用、放置、事故、不適切な
保守整備、運転、保管または輸送を直接的または間接的な原因として発生した車両の損傷または故障は含まれません。 

• 走行距離計が不正確である、動作していない、不正に操作されている、正確な走行距離が確認できないこと 
• 保証の対象となる故障の発見後、速やかに車両を Tesla サービスセンターまたは Tesla 指定修理施設に移動しな
かったこと 

• 事故、他車両との衝突、物体の車両直撃 
• 許可または指定されていない人物または施設により、修理・改造を行った車両 
• お持ちのオーナードキュメントに記載されている液体、部品またはアクセサリーの使用を含む不適切な修理また
は保守整備をされた車両 

• 車両の牽引 
• 不適切なウインチ作業手順 
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• 窃盗、破壊行為、または暴動 
• 火災、爆発、地震、暴風、落雷、降雹(降霰)、洪水、または浸水 
• 車両をオフロード走行させた、もしくは縁石、くぼみ、未舗装路、がれき、またはその他の物体を含むがそれら
に限定されない平坦でない、荒れた、損傷したまたは危険な路面/地面の上を走行させたこと、もしくは競走、
レースまたはオートクロスで走行させたこと、もしくは車両の設計目的外の目的のために走行させたこと 

• 車両への過積載 
• 車両を定常電源代わりに使用したこと 
• 日光、空中浮遊化学物質、樹液、動物または昆虫の排泄物、路上がれき(ストーンチップを含む)、産業降灰、鉄
道ダスト、塩分、雹(霰)、洪水、暴風、酸性雨、火災、水、汚染物質、落雷、およびその他の環境条件を含むが
それらに限定されない環境または不可抗力にさらされたこと 

• 車台番号が不正に変更されている車両、読み取れない車両。 
• 解体、焼損、洪水被害、廃棄、リビルト、サルベージ、改造、修理不能または全損と表示または評価された車両 
• 保険会社より全損と評価決定された車両 

 
G. その他保証対象外事由 

 
上記の除外および制限のほか、以下の事項も保証の対象には含まれません。 

•	 Tesla が製造または供給したのではない材料の欠陥もしくは Tesla が施工したのではない仕上げの欠陥から生
じ、ボディパネルまたはシャーシに内側から外側へ向けて穴を形成させた腐食 

•	 ストーンチップまたは引っかき傷など、ボディパネルまたは車台に外側から内側へ向けて穴を形成させた表面腐
食または外観腐食 

•	 事故、車両の塗料合わせ、乱用、不手入れ、不適切な保守整備または運転、アクセサリーの取り付け、化学物質
へのばく露、もしくは不可抗力、天災、火災または不適切な保管によって生じた傷に起因する腐食および塗装傷 

•	 Tesla の純正品でない部品またはアクセサリーもしくはそれらの取り付け、もしくは使用が直接的または間接的
な原因となって生じた損傷 

•	 タイヤ、ホイール、モバイルコネクター、高出力ウォールコネクター、フューチャーコネクター、およびこれら
に関連する充電アダプターを含む車両に付随する一定の個別品目 

•	 Tesla が製造または供給したフロントガラスまたは窓ガラスの材料または仕上げの欠陥以外の原因で割れた、欠
けた、傷がついた、またはひびが入ったフロントガラスまたは窓ガラス 

•	 全体的外観またはブレーキのスキール音、ノッキング、きしみ、がたつき、および風および路面による振動を含
む通常のノイズおよび振動 

•	 標準的な 12 か月ごとの診断チェック 
•	 ホイールアライメントおよびバランス調整 
•	 塗装、外観ケア(クリーニング、ポリッシングなど) 
•	 保守整備用の消耗品(ワイパーブレード/インサート、ブレーキパッド/ライニング、フィルター、ガスケット/シ
ール類、ボルト/ナット類、など) 

•	 バッテリー、バッテリーケーブル、ドライブユニット 
•	 ショックアブソーバー、サスペンションアライメント 
•	 内外装品 
•	 シャーシ、ボディの修正 

 
H. 保証対象外の損害と費用 

 
Tesla はお客様の車両から、または車両に関連して発生したいかなる間接的、付随的、特別な、および結果的な損害また
は費用について一切責任を負いません。これらの損害または費用には以下が含まれますが、以下がすべてではありません。 

•	 車両価値の損失 
•	 時間の損失 
•	 収入の損失 
•	 使用不能損失 
•	 個人財産または商業用財産の損失 
•	 不便または精神的苛立ち、精神的苦痛、商業的損失(逸失利益または逸失所得を含むがそれらに限りません) 
•	 Tesla サービスセンターへの車両の輸送費用 
•	 Tesla サービスセンターからの車両の輸送費用 
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•	 車両牽引料金、バス乗車運賃、車両レンタル料金、修理依頼電話料金、ガソリン代、宿泊費、牽引車損傷費用、
および電話料金、ファクシミリ通信費、郵便料金などの付随的費用 

上記の制限および除外は、お客様の損害賠償請求が契約の記述に基づくものであるか、あるいは不法行為(過失および重
大な過失を含む)、義務違反または条件違反、不実告知(過失によるか否かを問わない) によるものであるかを問わず適用
されるものとし、Tesla が損害の可能性に関する通知を受けていたとしても、合理的に予見可能であったとしても適用さ
れるものとします。Tesla には損害賠償請求時点での車両の適正市場価格を超える額については、いかなる損害について
も賠償義務はありません。 
 
I. 保証請求方法 

保証サービスを受けるには、適用される保証期間内に Tesla に通知し、Tesla サービスセンターまたは Tesla Japan 保
証地域内にある Tesla の指定修理施設まで、その営業時間内に経費自己負担で車両を搬送しなくてはなりません。最寄
りの Tesla サービスセンターの所在地はサイトwww.teslamotors.com で確認できます。ただし、Tesla サービスセ
ンターの所在地は予告なく変更されることがあります。 
車両識別番号をご用意ください。車両識別番号は、車両の運転席側ダッシュボードの上部にあり、フロントガラス越しに
見ることができ、車両登録書もしくは権利書類で確認することもできます。また請求時には、契約者名、ナンバープレー
ト番号、納車日、現在の走行距離および故障の概要をお知らせください。ご住所が変わる際は、本新車限定保証書の「保
証人」の項に記載された住所または電話番号で Tesla にご連絡ください。管轄区域により、保証修理に対して税の徴収
が必要となることがあります。適用される法律が認める場合、この税の支払いはお客様のご負担となります。Tesla は修
理や整備を完了させるために適正修理期間を必要とします。Tesla より車両の修理や整備の完了をお知らせした際は、速
やかに経費自己負担で車両を回収してください。 
 
〒107-0052 
住所：東京都 港区 南青山 2 丁目 23－8 
電話番号：03－6890－7700 
メールアドレス：ServiceHelpAPAC@tesla.com 
 
J. 契約者による契約の移行と解約 

 
移行 
保証期間中に同車両の後続購入者へ延長サービス契約を移行する場合、以下の条件を満たさなければなりません。 
 

• 保証期間中に必要なメンテナンス、点検が行われていること 
• Tesla によって点検が行われていること 
• 車両販売業者またはその顧客への契約の移行ではないこと 
• 最初の購入者によって解約されていないこと 
• 以下の書類が ServiceHelpAPAC@tesla.com.へ提出されていること 
①車両が譲渡されたことが証明できる書類のコピーと、販売時点での走行距離が分かるもののコピー 
②後続購入者名義の車両登録証またはその他の証明書のコピー 
③後続購入者の運転免許証または公式な身分証明書のコピー 
 

解約 
延長サービス契約の解約には下記の条件を満たさなければなりません。また、解約をする場合は車両所有者の変更より前
に、Teslaへ知らせなければいけず、延長サービス契約の解約を申し出る場合、本保証条項に添付の解約申込書へ必要事
項を記入の上、解約申込書に記載の宛先まで書面を送付しなければなりません。また、解約の権利を契約者によって譲渡
または移行することはできません。  
 

• 解約の申込者は延長サービス契約の申込者でなければならない 
• 保証使用歴がない事 
 

解約返戻金 
1. 延長サービス契約の保証開始より前に解約の申し込みがあった場合、事務手数料として保証料の10％を差し引い
た、残りの全額をお支払いします。  
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2. 延長サービス契約の保証開始より後に解約の申し込みがあった場合、解約返戻金は下記のいずれか安いほうの計
算式で算出されます。 
 
①解約返戻金= 保証料×(1 ‒保証開始日からの既経過日数÷延長サービス契約の保証日数) ×90% 
②解約返戻金=保証料 ×(1 ‒保証開始日からの累計走行距離÷延長サービス契約における走行距離制限) ×90% 

 
 
 
 
K. Teslaによる解約 

 
無効な契約の移行、申し込みの内容や故障の内容に虚偽の申告があった場合を除いて、延長サービス契約はTeslaによっ
て解約されることはありません。 
 
L. 契約の変更と撤回 

 
Tesla 社員または正式代表者を含み、かつそれらに限定されることなく、いかなる人物および団体も、自署入りの文書に
関わらず延長サービス契約を一部たりとも変更または撤回できません。Tesla は、特定の車両モデルに対し、すでに保証
の対象から外れている修理の費用について、その一部または全額を負担することがあります。その場合は、影響の及ぶ車
両の既知の所有者全員に、Tesla が通知するものとします。また、ご所有の車両にこのようなプログラムが適用されるか
否かについては、直接Tesla にお問い合わせください。またTesla は、保証の対象とならない車両の修理費用については、
個別の状況に応じて、その一部または全額を負担することがあります。Tesla は、上記を行使する権利と、Tesla が製造
または販売する車両とその適用可能な保証に対して随時変更を施す権利を保有しています。なお、以前に製造または販売
されたTesla 車両に対して同等の支払い義務や、その適用可能な保証を変更する義務を負うものではありません。ここに
含まれる記述は、Tesla 車両に故障がないことを示唆するものではありません。 
 
M. 紛争の解決 

 
Tesla は、法律によって最大限認められる範囲で、お客様が適用法に基づいて何らかの救済措置を求める前に、かつ、お
客様がこの延長サービス契約に指定された適用保証期間中に、書面の通知によって最初に Tesla に故障を知らせ、Tesla 
に必要な修理を合理的な時間内に行う機会を与えることを求めます。 

書面の通知は以下の宛先までお送りください。 

〒107-0052 
住所：東京都 港区 南青山 2 丁目 23－8 
電話番号：03－6890－7700 
メールアドレス：ServiceHelpAPAC@tesla.com 
 
以下の情報をお知らせください。 

•	 お客様のお名前と連絡先 
•	 車両識別番号 
•	 最寄りの Tesla 販売店および/または Tesla サービスセンターの名前と所在地 
•	 納車の日付 
•	 現在までの累計走行距離 
•	 故障の概要 
•	 Tesla 販売店または Tesla 代理店とともに問題解決のために行った試みの履歴、 
または Tesla サービスセンターもしくは Tesla 認定の修理施設以外で行われた修理またはサービスの履歴 

延長サービス契約に関連してお客様と Tesla との間で紛争、意見相違、論争が生じた場合は、Tesla はあらゆる円満解
決の可能性を模索します。円満解決に至らない場合は、すべての紛争を東京地方裁判所に提起するものとします。 
 


