
2021年3月23日

平素は格別のお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

WEBサイト関連規約の統合についてご案内します。

なお、本ご案内は、規約等に定められた規約変更手続きに則り、お客さまとの間のTS CUBIC WEBサイト(旧TS CUBIC CARDモール)利用に係る契約を変更させていただくものです。

１．対象

　　　TS CUBIC WEBサイト(旧TS CUBIC CARDモール)ご利用のお客さま

2．効力発生日

　　　2021年3月23日(火)

３．改定内容

　　主な改定内容は以下のとおりです。

　　なお、改定後の規約(全文)につきましては、 https://tscubic.com/kiyaku/ でご確認いただけます。

　　　(１)TS CUBIC WEBサイトリニューアル前のTS CUBIC CARD モール関連規約等の統合

　　　　　　次のものを１つの規約に統合しました。

　　　　　　　　①個人会員専用WEBサービス利用規約

　　　　　　　　②TS CUBIC CARDモール利用規約

　　　　　　　　③リンク先のご利用について

　　　(２)TS CUBIC WEBサイトの所定のサービスを利用いただくために登録いただくメールアドレス、ID及びパスワードの取扱いに関する規定の見直し

　　　(３)TS CUBIC WEBサイト利用にあたっての禁止事項の見直し

TS CUBIC WEBサイトへのリニューアルに伴う、WEBサイト関連規約の統合について

https://tscubic.com/kiyaku/


改定後

個人会員専用ＷEBサービス利用規約 TS CUBIC CARD モール利用規約 リンク先のご利用について　免責事項 TS CUBIC WEBサイト利用規約

第1条（利用者規定）

1．本規約は、トヨタファイナンス株式会社（以下「当

社」）がインターネット上で提供するサービス（以下「本

サービス」）を利用する者（以下「利用者」）に対して適

用されるものとします。

第1条　規約の適用

本規約は、トヨタファイナンス株式会社（以下「当社」）が

インターネット上で運営するTS CUBIC CARD モール

（以下「当サイト」）にアクセスするすべてのユーザーに適

用されるものです。当サイトを利用するにあたっては、利用

時の本規約が契約内容となります。

第1条　(規約の適用)

１．本規約は、トヨタファイナンス株式会社（以下「当社」

といいます）がインターネット上で運営するTS CUBIC

WEBサイト（以下「当サイト」といいます）にアクセスする

すべての利用者(以下、「利用者」といいます)に適用される

ものです。当サイトを利用するにあたっては、利用時の本規

約が契約内容となります。

3．利用者は、本規約のほか、TS CUBIC CARD

MALL規約及び当社が発行し、利用者が保有するカード

の会員規約その他の注意事項等を遵守するものとします。

第12条（本規約の優越等）

1．本規約に定めがない事項については、当社が別に定め

る会員規約およびTS CUBIC CARD MALL規約等が適

用されるものとします。

2．本サービスに関し、前項の規約と本規約の内容が一

致しない場合は、本規約が優先されるものとします。

第１条(利用者規定)

2．前項の利用者となることができる者は、当社が発行す

るカード（以下「カード」）の貸与を受けた会員のうち、当

社が承認した会員とします。ただし、当社が特に認めた場

合は、この限りでないものとします。

第２条　(本サービスの利用)

１．カードを保有する利用者のうち、当サイトのMY TS3

等で提供するサービスを「本サービス」といいます。なお、本

サービスの内容は、当社が当サイトその他当社のウェブサイ

ト等(以下「当サイト等」といいます)で別途提示します。

２．本サービスを利用するために、当社が定める方法によ

り、MY TS3の登録を行った者を「MY TS3会員」といいま

す。

第3条（サービス）

1．利用者は、本規約の内容に従って、当社所定の

WEBサイトにログインすることにより、当社所定のサービスを

受けることができるものとします。ただし、利用者は、利用者

が保有するカードの種類により、サービスが制限される場合

があることを、異議なく承諾するものとします。

３．MY TS3会員は、本規約の内容に従って、当サイト

にログインすることにより、当社所定のサービスを受けること

ができます。ただし、MY TS3会員は、自らが保有するカー

ドの種類により、本サービスの利用が制限される場合がある

ことを、異議なく承諾します。

2．当社は、WEBサイトに公開するなどの所定の方法で

利用者に周知することにより、前項のサービスを任意に追

加、変更または中止することできるものとします。

４．当社は、当サイト等に公開するなどの所定の方法で

MY TS3会員に周知することにより、本サービスを任意に

追加、変更または中止することできるものとします。

改定前

２．利用者は、本規約の他、当社が発行し、利用者が

保有するカード(以下「カード」といいます)の会員規約及び

その他注意事項等を遵守します。なお、本規約と異なる定

めがある場合は、本規約が優先して適用されます。



改定後

個人会員専用ＷEBサービス利用規約 TS CUBIC CARD モール利用規約 リンク先のご利用について　免責事項 TS CUBIC WEBサイト利用規約

第2条（ID及びパスワード）

1．利用者は、本規約を承認のうえ、当社所定の方法に

従い、利用者を特定する番号（以下「ID」）とパスワード

を設定するものとします。なお、ＩＤ及びパスワードを設定

済みの利用者は、必要に応じて当社所定の手続きにより

ＩＤもしくはパスワードを変更することができるものとします。

第３条（ID及びパスワード）

1．利用者のうち、MY TS3会員になろうとする者は、本

規約を承認のうえ、当社所定の方法に従い、IDとパスワー

ドを設定します。なお、ID及びパスワードを設定済みのMY

TS3会員は、必要に応じて当社所定の手続きによりID又

はパスワードを変更することができるものとします。

２．利用者は、ID及びパスワードについて、生年月日及

び電話番号等、他人に推測されることのないものを設定し

ます。

2．利用者は本サービスを利用する場合、ID及びパスワー

ドを入力することにより、当社所定のWEBサイトにアクセス

するものとします。当社は、ID及びパスワードの一致を確認

することによりアクセスした者を利用者本人とみなします。

３．MY TS3会員は本サービスを利用する場合、ID及び

パスワードを入力することにより、当社所定のWEBサイトに

アクセスします。当社は、ID及びパスワードの一致を確認す

ることによりアクセスした者をMY TS3会員本人とみなしま

す。

3．利用者は、自己のID及びパスワードが第三者に無断

使用されていること、またその恐れがあることが判明した場

合、直ちに当社所定の届出を行うものとします。また届出

がないことにより利用者ならびに第三者に不利益や損害が

発生した場合にも当社はその責任を負わないものとしま

す。

４．MY TS3会員は、自己のID及びパスワードが第三者

に無断使用されていること、またその恐れがあることが判明

した場合、直ちに当社所定の届出を行うものとします。

５．MY TS3会員が複数のカードを保有する場合には、

ID及びパスワードを全て又は一部のカードに共通して利用

するか、カード毎に指定するかを選択できます。ただし、複

数のカードを保有する場合であっても、ID及びパスワードを

共通して利用することができないカードのみを保有する場合

は、ID及びパスワードをカード毎に指定するものとします。

改定前



改定後

個人会員専用ＷEBサービス利用規約 TS CUBIC CARD モール利用規約 リンク先のご利用について　免責事項 TS CUBIC WEBサイト利用規約

第4条（オンラインショッピング認証サービス特約）

1．利用者がパスワードを設定した場合、利用者の貸与を

受けたカードにより、VISA認証サービス「VerifiedBy

VISA」、MasterCard認証サービス「SecureCode」もし

くはJCB認証サービス「J／Secure」（以下、総称して「オ

ンラインショッピング認証サービス」という）が自動的に適用

となります。

第4条（オンラインショッピング認証サービス特約）

1．MY TS3会員がパスワードを設定した場合、MY TS3

会員がカードにより、VISA認証サービス「VerifiedBy

VISA」、MasterCard認証サービス「SecureCode」又

はJCB認証サービス「J／Secure」（以下、総称して「オン

ラインショッピング認証サービス」という）が自動的に適用と

なります。

2．利用者は、オンラインショッピング認証サービスに対応し

た加盟店で電子商取引を行う場合、所定の認証情報を

専用画面に入力することにより、オンラインショッピング認証

サービスを利用することができます。この場合、利用者はパ

スワード等が電子商取引におけるオンラインショッピング認証

サービスの認証に利用されることを予め承諾するものとしま

す。

2．MY TS3会員は、オンラインショッピング認証サービスに

対応した加盟店で電子商取引を行う場合、所定の認証

情報を専用画面に入力することにより、オンラインショッピン

グ認証サービスを利用することができます。この場合、MY

TS3会員はパスワード等が電子商取引におけるオンライン

ショッピング認証サービスの認証に利用されることを予め承

諾します。

3．利用者は、オンラインショッピング認証サービスを任意に

中止することができないことをあらかじめ承諾するものとしま

す。

3．MY TS3会員は、オンラインショッピング認証サービスを

任意に中止することができないことを予め承諾します。

4．当社は、WEBサイトに公開するなどの方法で利用者

に通知することにより、オンラインショッピング認証サービスを

任意に中止することができるものとします。また、これにより

利用者が不利益を被った場合も当社は一切責任を負わ

ないものとします。

4．当社は、WEBサイトに公開するなどの方法でMY TS3

会員に通知することにより、オンラインショッピング認証サービ

スを任意に中止することができるものとします。また、これに

よりMY TS3会員が不利益を被った場合も当社は一切責

任を負わないものとします。

改定前



改定後

個人会員専用ＷEBサービス利用規約 TS CUBIC CARD モール利用規約 リンク先のご利用について　免責事項 TS CUBIC WEBサイト利用規約

第5条(電子メールアドレス)

1. 本サービスに利用する電子メールアドレスには、当社が

不適切と認めたメールアドレスは登録できません。

第5条(電子メールアドレス)

1. MY TS3会員は、本サービスに利用する電子メールアド

レスとして、第三者と共有して利用する電子メールアドレス

は登録できず、その他当社が不適切と認めた電子メールア

ドレスは登録できません。

2. 本サービスに利用する電子メールアドレスは、正確に登

録するものとします。

2.  MY TS3会員は、本サービスに利用する電子メールア

ドレスは、正確に登録するものとします。

3. 利用者は電子メールアドレスの変更を行った場合には、

遅延なく当社ホームページのサービスメニューから変更の手

続きを行うものとします。

3. MY TS3会員は、電子メールアドレスの変更を行った場

合には、遅滞なく当社ホームページのサービスメニューから

変更の手続きを行うものとします。

4. 電子メールの管理を行うプロバイダーのコンピューターシ

ステムの事故、利用者の責に帰すべき事由、利用者が電

子メールアドレスの変更を行ったにも関わらず変更後の電

子メールアドレスの届出を行わなかった場合は、最終届出

の電子メールアドレスにあてて当社が諸通知の内容を送信

した時をもって利用者に到達したものとみなします。

4. MY TS3会員が、電子メールの管理を行うプロバイダー

のコンピューターシステムの事故、MY TS3会員の責に帰す

べき事由、MY TS3会員が電子メールアドレスの変更を

行ったにもかかわらず変更後の電子メールアドレスの届出を

行わなかった場合は、最終届出の電子メールアドレスにあ

てて当社が諸通知の内容を送信した時をもってMY TS3

会員に到達したものとみなします。

5. 当社は、当社からの諸通知が受信できないことにより、

利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、

一切責任を負わないものとします。

5. 当社は、当社からの諸通知が受信できないことにより、

MY TS3会員又は第三者に対して損害が発生した場合

にも、一切責任を負いません。

第6条（利用者の管理責任）

1．利用者は、自己のID及びパスワードについて善良なる

管理者の注意をもって管理するものとし、その使用、管理

について一切の責任を負うものとします。また、そのID及び

パスワードを用いてなされた一切の行為について、自己が

行ったものとみなされることを承諾するものとします。

第6条（MY TS3会員の管理責任）

1．MY TS3会員は、自己のID及びパスワードについて善

良なる管理者の注意をもって管理するものとし、その使用、

管理について一切の責任を負います。また、そのID及びパ

スワードを用いてなされた一切の行為について、自己が行っ

たものとみなされることを承諾します。
2．利用者は、自己のID及びパスワードが使用された場

合、その利用代金は利用者において負担するものとしま

す。
3．ID及びパスワードが第三者に使用されたことによる損

害は、利用者の故意過失の有無にかかわらず、当社は一

切責任を負わないものとします。

２．ID及びパスワードが第三者に使用されたことによる損

害は、MY TS3会員の故意過失の有無にかかわらず、当

社は一切責任を負いません。

4．利用者は、自己のID及びパスワードが使用されて第

三者に対して損害を与えた場合、自己の責任においてそ

の損害を賠償しなければならないものとします。

３．MY TS3会員は、自己のID及びパスワードが使用さ

れて第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任にお

いてその損害を賠償しなければなりません。

改定前



改定後

個人会員専用ＷEBサービス利用規約 TS CUBIC CARD モール利用規約 リンク先のご利用について　免責事項 TS CUBIC WEBサイト利用規約

第7条（利用者の禁止事項）

第7条（禁止事項）

利用者は、当サイト(本サービスを含み、以下同じとします)

の利用にあたって、次の行為を行ってはなりません。

1．利用者は、利用者として有する権利を、第三者に譲

渡もしくは行使させてはならないものとします。

(1)利用者として有する権利を第三者に譲渡し、又は第

三者に行使させる行為

2．利用者は、本サービスの利用によって取得した情報を

私的範囲で利用するものとし、商業的に利用してはならな

いものとします。

(2)本サービスの利用によって取得した情報を、商業的に

利用する行為

(3)コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、当サイトを

通じて、又は本サービスに関連して使用又は提供する行為

(4)当社の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのあ

る行為

(5)当サイトの運営を妨げる行為、又はそのおそれのある行

為

第5条　パスワード保護エリアへのアクセス

当サイトのパスワード保護エリアへのアクセスは許可を受け

た者に限られます。無許可でこれらのエリアへアクセスした場

合、訴追されることがあります。

(6)他人のID及びパスワードで認証して、本サービスを利

用する行為、又は当サイトのパスワード保護エリアへ当社の

許可なくアクセスする行為

第4条　当サイトへのリンク

当社は、当サイトへの無許可のハイパーリンク、および当サ

イトの掲載情報の枠を変更することを禁止します。また当

社は、当サイトにリンクされた他のインターネット・サイトに提

供されている内容に対し、責任を負いません。

(7)当サイトへの無許可のハイパーリンクの掲載、及び当サ

イトの掲載情報の枠を変更する行為

(8)法令又は公序良俗に反する行為

(9)その他当社が不適用と判断する行為

改定前



改定後

個人会員専用ＷEBサービス利用規約 TS CUBIC CARD モール利用規約 リンク先のご利用について　免責事項 TS CUBIC WEBサイト利用規約

第2条　著作権・商標

当サイトに表示された商標、ロゴ及びサービスマーク（以下

「商標等」）は、当社及びその他関係者の所有に帰属し

ます。ユーザーは商標等に関し当社及び権利を有する第

三者の書面による許可なく使用することを禁止されていま

す。また、当サイトに掲載されているすべての情報、及び当

サイト上であるいは当サイトを経由して入手できるソフトウェ

アを含む、当サイトの内容は、著作権により保護されていま

す。

第８条(知的財産権等)

「当サイトに表示された商標、ロゴ及びサービスマーク」、並

びに「当サイトに掲載されている全ての情報及び当サイト上

で又は当サイトを経由して入手できるソフトウェアを含む、

当サイトの内容」等、当サイトに関する全ての商標権、著

作権その他の知的財産権は、全て当社その他の権利者に

帰属します。利用者は、当該権利を侵害し又は侵害する

おそれのある行為を行ってはなりません。

第8条（本サービスの利用中止）

1．当社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、利

用者の承諾なくして、利用者のIDを無効とすることができる

ものとします。同様に以降の当該利用者の本サービス利用

に制限を行うことができるものとします。

(1)カード会員資格を喪失した場合（利用者がカードの家

族会員である場合は除く）

(2)本規約のいずれかに違反した場合

(3)本サービスの利用に際し必要とされる債務支払または

義務の履行を行わなかった場合

(4)その他当社が利用者として不適当と判断した場合

第９条（本サービスの利用中止）

1．当社は、MY TS3会員が次のいずれかに該当する場

合、MY TS3会員の承諾なくして、MY TS3会員のIDを

無効とすることができます。同様に以降の当該MY TS3会

員の本サービス利用に制限を行うことができます。

(1)カード会員資格を喪失した場合

(2)本規約のいずれかに違反した場合

(3)本サービスの利用に際し必要とされる義務の履行を行

わなかった場合

(4)その他当社がMY TS3会員として不適当と判断した場

合

2．利用者がカードの家族会員である場合は、当該カード

の本人会員が前項各号のいずれかに該当する場合も、前

項と同様とします。

2．MY TS3会員がカードの家族会員である場合で、当

該カードの本人会員が前項各号のいずれかに該当するとき

も、前項と同様とします。なお、カードの家族会員である

MY TS3会員が、前項各号のいずれかに該当したとして

も、当該カードの本人会員であるMY TS3会員は継続し

て本サービスを利用できるものとします。

第7条　規約の違反

当社は、この規約の違反に対して、特定のインターネットア

ドレスから当サイトへのアクセス制限を含む、あらゆる対策を

実施する権限を有するものとします。

３．当社は、本規約の違反に対して、特定のインターネッ

トアドレスから当サイトへのアクセス制限を含む、あらゆる対

策を実施する権限を有するものとします。

改定前



改定後

個人会員専用ＷEBサービス利用規約 TS CUBIC CARD モール利用規約 リンク先のご利用について　免責事項 TS CUBIC WEBサイト利用規約

第9条(免責）

1．当社は、本サービスの利用に関し、その内容、情報等

の完全性、正確性、有用性その他いかなる保証も行わな

いものとします。また、本サービスにおいて、当社が採用する

暗号技術は、当社が妥当と判断する限りのものであり、そ

の完全性、安全性等に関していかなる保証も行わないもの

とします。

第3条　免責

当社はユーザーが当サイトへアクセスしたことにより発生する

損害に対し、一切の責任を負いません。また、ユーザーがサ

イトの利用によって第三者に対して損害を与えた場合、自

己の責任を持って解決し、当社に損害を与えないものとし

ます。

1.弊社は、システムの障害等によるいかなる原因に基づき

生じた損害を賠償する義務を一切負わないものとします。

第10条(免責）

1．当社は、当サイトの利用に関し、その内容、情報等の

完全性、正確性、有用性その他いかなる保証も行わない

ものとします。また、当サイトにおいて、当社が採用する暗

号技術は、当社が妥当と判断する限りのものであり、その

完全性、安全性等に関していかなる保証も行いません。

5.弊社は、本サービスの運営に関し、遅滞、変更、停止、

または廃止、及び本サービスを通じて登録提供される情報

等の消失、その他本サービスに関連して発生した損害につ

いて、一切の責任を負わないものとします。

2．当社の故意または重大な過失による場合を除き、当

社は本サービスの利用に起因して生じた利用者または第

三者の損害について、一切責任を負わないものとします。

2．当社の故意または重大な過失による場合を除き、当

社は当サイトの利用に起因して生じた利用者または第三

者の損害について、一切責任を負いません。

第4条　当サイトへのリンク

当社は、当サイトへの無許可のハイパーリンク、および当サ

イトの掲載情報の枠を変更することを禁止します。また当

社は、当サイトにリンクされた他のインターネット・サイトに提

供されている内容に対し、責任を負いません。

３．当社は、当サイトにリンクされた、提携企業等のその

他の企業のWEBサイト(以下「リンク先サイト」といいます)

に提供されている内容に対し、一切責任を負いません。

2.弊社は本サービスを通じて行われた第三者との売買等

の交渉、取引に関する債務の履行など、取引によって生じ

る一切の責任を負わないものとします。

4.弊社は、本サービスを通じてアクセスし、掲載企業サイト

及びその他企業サイトからのダウンロード等により発生したコ

ンピューターその他機器の損害や、コンピューターウィルス感

染等による損害については一切の責任を負わないものとし

ます。

４．当社は、当サイトを通じてアクセスし、リンク先サイトか

らのダウンロード等により発生したコンピューターその他機器

の損害や、コンピューターウィルス感染等による損害について

は一切の責任を負いません。

6.弊社は掲載企業サイトからの情報提供により発生ある

いは誘発された損害、あるいは当該情報の利用により得た

成果、または、その情報自体の合法性や道徳性、著作権

の許諾、正確さについての責任を負わないものとします。

５．当社は、リンク先サイトからの情報提供により発生若

しくは誘発された損害、当該情報の利用により得た成果、

又はその情報自体の合法性や道徳性、著作権の許諾、

正確さについての責任を負いません。

改定前



改定後

個人会員専用ＷEBサービス利用規約 TS CUBIC CARD モール利用規約 リンク先のご利用について　免責事項 TS CUBIC WEBサイト利用規約

第10条（本サービスの一時停止・中止）

1．当社は、次のいずれかに該当する場合、利用者への

事前通知または承諾なくして、本サービスを一時停止また

は中止することができるものとします。

(1)システム保守その他本サービス運営上の必要がある場

合

(2)天災、停電その他本サービスを継続することが困難に

なった場合

(3)その他当社が必要と判断した場合

第11条（当サイトの一時停止・中止）

1．当社は、次のいずれかに該当する場合、利用者への

事前通知または承諾なくして、当サイトの一部又は全部を

一時停止又は中止することができるものとします。

(1)システム保守その他当サイト運営上の必要がある場合

(2)天災、停電その他当サイトを継続することが困難になっ

た場合

(3)その他当社が必要と判断した場合

2．当社は、本サービスの一時停止または中止に起因して

生じたいかなる損害についても、一切責任を負わないものと

します。

3.弊社は本サービスの中断や停止、サービス内容の変更

や追加又は停止によって受ける損害責任を一切負わない

ものとします。

2．当社は、当サイトの一時停止又は中止に起因して生

じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。

第11条（本規約の変更）

当社は、社会情勢もしくは経済・金融状況の変動、ブラン

ド所定ルールもしくは法令の変更、カード決済スキームの進

展に対応するためその他の必要があるときには、民法に定

めるところに従い、本規約を変更する旨、変更後の本規約

の内容およびその効力発生時期を、予め当社WEBサイト

に公表する方法その他の相当な方法によって周知すること

により、本規約を変更することができるものとします。

第6条　規約の変更

当社は、必要に応じて本規約を変更できるものとします。

第12条（本規約の変更）

当社は、社会情勢もしくは経済・金融状況の変動、ブラン

ド所定ルールもしくは法令の変更、カード決済スキームの進

展に対応するためその他の必要があるときには、民法に定

めるところに従い、本規約を変更する旨、変更後の本規約

の内容およびその効力発生時期を、予め当社WEBサイト

に公表する方法その他の相当な方法によって周知すること

により、本規約を変更することができるものとします。

第13条(準拠法)

本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、全て日

本法が適用されます。

第8条　合意管轄

ユーザーは、この規約の違反に関して訴訟の必要が生じた

場合には、東京地方裁判所および名古屋地方裁判所を

管轄裁判所とすることに合意します。

第14条(合意管轄)

利用者は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のい

かんにかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支

社、支店若しくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判

所及び地方裁判所を専属の管轄裁判所とすることに同意

します。

改定前


