●キャッシング・カードローンは、お近くの金融機関やイーネット
ATM設置のコンビニエンスストアでご利用いただけます。
ティーエス キュービック

このマークが目印です

キャッシング・
カードローンの
ご案内

《金融機関》
三菱UFJ銀行

三井住友銀行

みずほ銀行

ゆうちょ銀行

りそな銀行

セブン銀行

イオン銀行
全国の信用金庫（一部ご利用いただけない信用金庫がございます）

ご 利 用 に あ た って

※機種または店舗によりご利用いただけない場合がございます。

●キャッシング・カードローンのご利用可能枠の上限は
下記のとおりとなります。

■お問い合わせ

《イーネットATM設置のコンビニ》
ファミリーマート

●お電話で ［ファイナンスデスク］ 受付時間／9：00〜17：30（年中無休 年末年始を除く）

ミニストップ

ポプラ

生活彩家

デイリーヤマザキ

スリーエフ

セイコーマート

など

東

京

03-5617-2828

名古屋

052-239-2828

※カードをお手元にご用意のうえ、お問い合わせください。
※プラチナ（レクサス）
・ゴールド会員の方は、カード裏面に記載の専用番号をご利用ください。

https://ts3card.com/
※MY TS 3からログインID・パスワードを入力してログイン。

■カードローンの「ご利用可能枠・残高」
の確認
●お電話で ［自動音声応答サービス］

ご負担となります。
ご利用サービス

0800-700-2711（24時間・年中無休）
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

ご利用金額
2万円以上

キャッシング（国内）
・カードローン
1万円

CD／ATM手数料

220 円（税込）
110 円（税込）

※上記CD／ATM手数料は、お借り入れ時のご負担となり、
ご返済時の手数料のご負担はございません。
※上記CD／ATM手数料は1回のご利用の都度、ご負担いただきます。
※上記CD／ATM手数料は、カードご利用代金と合わせてご請求
いたします。手数料やお支払い日は、ご利用代金明細書などで
ご確認ください。

海外キャッシング

カードローン

5万円

5万円

0万円

※新規にキャッシングをお申し込みされる場合や、ご利用可能枠の引き
上げの場合は審査が必要です。上記を超えるご利用可能枠の設定は
できません。あらかじめご了承ください。
※カードローンにつきましては、新規でのお申し込みはできません。
また、ご利用可能枠の引き上げも承れませんので、あらかじめご了承くだ
さい。
※現在、キャッシングのご利用可能枠がなく、今後ご利用を希望されるお
客さまは、別途、お申し込みが必要となりますので、カード裏面に記載
のインフォメーションデスクまで、お問い合わせください。

●インターネットで ［TS CUBIC CARD モール］

●お借り入れ時のCD／ATMの手数料はお客さまの

国内キャッシング

電話番号は、お間違いのないようおかけください。

キャッシング・カードローンのご利用可能枠の確認方法

キャッシング・カードローンの返済等でお悩みの方は
日本貸金業協会
（相談・苦情受付窓口）
0570-051-051
（受付時間 9：00〜17：00 休：土、
日、
祝日、
12/29〜1/4）
●電話番号は、お間違いのないようおかけください。

貸付条件の確認をし、
借りすぎに注意しましょう。
本パンフレットの記載内容は2019年10月現在のものです。
これらは予告なく変更される場合がございますのであらかじめご了承ください。

東海財務局長（11）第00172号
2019年10月 1220030

「カード送付のご案内」

「ご利用代金明細書」

「TS CUBIC CARDモール」
（https://ts3card.com/）

●ご利用可能枠の設定や引き上げをご希望される場合は、
下記書類のご提出が必要となります。
本人確認書類

所得証明書類

運転免許証または
運転経歴証明書＊のコピー

下記のいずれか1点のコピー

※上記書類の交付を受けていない場合
健康保険証・パスポートなど
＊2012年4月1日以降に交付されたもの

※その他、所得証明書・支払調書・
青色申告決算書・収支内訳書・納税通知書・
年金証書・年金通知書など

源泉徴収票・確定申告書（控）

商 品 のご 案 内

キャッシング
ご利用いただける方

ご利用可能枠

＊

＊
利率（実質年率）

お支払い方法

＜カードローンお支払い方法のご説明＞

ご利用可能枠の設定がある
本人会員さまと家族会員さま

残高スライド方式

カード送付時の「カード送付のご案内」、
「ご利用代金明細書」またはTS CUBIC CARDモール
にてご確認ください。

17.95％以下
※お客さまのキャッシングの利率（実質年率）につきま
しては、
「カード送付のご案内」
「
、ご利用代金明細書」
、
または「TS CUBIC CARDモール」にてご確認ください。

Aコース

Bコース

Cコース

Dコース

Eコース

10万円
以下

5千円

1万円

1万円

1万5千円

2万円

10万円
超過ごとに

5千円
加算

5千円
加算

1万円
加算

1万5千円
加算

2万円
加算

ご利用残高毎の
毎月の元利金
お支払い額

元利一括払い

＊ 毎月5日締切り 翌月2日払い（1回）、
お支払い期間（回数）
毎月20日締切り 翌月17日払い（1回）

定額方式

5千円以上
5千円単位で設定
（当社所定の場合は、
これと異なる
金額となります。
）

※カードローンのお支払い方式、コースは変更できます。※ご利用可能枠に応じて最低設定金額がございます。
＜カードローン貸付種類とご返済期間＞

● 担保不要

● 遅延損害金19.90％
（実質年率）

ただし海外キャッシングについては6.00%（実質年率）

貸付の種類

返済回数・期間＊

返済例

カードローン
ご利用可能枠の設定がある本人会員さまのみ
※家族会員の方はご利用いただけません。
ご利用いただける方
※新規でのお申し込み、ご利用可能枠の
引き上げはできません。
ご利用可能枠

＊

＊
利率（実質年率）

お支払い方法

＊

カード送付時の「カード送付のご案内」、
「ご利用代金明細書」またはTS CUBIC CARDモール
にてご確認ください。

プラチナ（レクサス）
・ゴールド会員
……………15.00％以下
セレクト・レギュラー会員
……………17.95％以下
※お客さまのカードローンの利率（実質年率）につきま
しては、
「カード送付のご案内」
「
、ご利用代金明細書」
、
または「TS CUBIC CARDモール」にてご確認ください。

リボルビング払い
（残高スライド方式、または定額方式）

● 担保不要、
遅延損害金19.90％（実質年率）

プラチナ・
ゴールド
・毎月1回返済
但し、返 済期間・返 済回数は、利用
残高および返済方式に応じた返済
元 金と 利 息を 完 済 するま で の 期
間・回数

カードローン

セレクト・
レギュラー

・貸付金額550万円を残高スライドAコー
スにより返 済した場合の返 済期間、返 済
回数 114カ月／114回
・貸付金額100万円を残高スライドAコー
スにより返 済した場合の返 済期間、返 済
回数 71カ月／71回
・貸付金額20万円を残高スライドAコース
により返 済した場合の返 済期間、返 済回
数 36カ月／36回
＊残高スライドAコースはご利用残高10万
円までの返 済 額が5千円、以降ご利用残
高10万円加算毎に5千円を加算した金額
を返済額とする返済方式です。

＊一部の提携カードでは該当のないお支払い方法、
返済回数・期間、カード種別がございます。お客さまのご契約内容についてはご利用代
金明細書でご確認ください。
■ご注意
※キャッシング（国内の場合）およびカードローンのご利用は1万円単位となります。
※キャッシングはATMからお支払いいただけませんので、あらかじめご了承ください。
※キャッシングおよびカードローンをご利用いただいた場合は、貸金業法に基づきご利用内容を記載した書面をお送りします。

