
ご利用の手引き

ENEOSカードの魅力をご紹介
サービスなど詳細はこちらから

https://tscubic.com/lineup/eneos-merit/

すべてのカードに、安
心の

『ENEOSロードサ
ービス』付き！

毎日のお買い物は
ENEOSカードで！



ガソリン・軽油※1

月間利用額※2

7万円以上

5万円～7万円未満

2万円～5万円未満

1万円～2万円未満

1万円未満

7円/ℓ引き
5円/ℓ引き
4円/ℓ引き
2円/ℓ引き
1円/ℓ引き

値引き単価（ご請求時）

灯　油

キャッシュバックサイクル

いつでも1円/ℓ引き
※1 免税ガソリン・免税軽油は、値引き対象外です。
※2 ENEOSサービスステーション（SS）とENEOS以外のご利用金額合計
 （ENEOSの場合：毎月1日～末日のご利用分
  ENEOS以外の場合：毎月6日～翌月5日のご利用分/
  Apple Pay・QUICPay™・ETC・家族カードご利用分含む）
※入会後の当月と翌月のガソリン・軽油のご利用金額については、2円/ℓ引きです。
※値引き単価の適用は本人・家族カードでのガソリン・軽油のご利用の合算で毎月150ℓまでです。
※値引き単価決定の対象には各種手数料・年会費などの金額は含まれません。

年会費（税込み） 本人会員／1,375円（初年度無料）　家族会員／無料

キャッシュバック特典は、カードショッピングのご利用からキャッシュバックまで
4カ月のサイクルです。

ガソリン・軽油
でのご利用

当　月 1カ月後 2カ月後 3カ月後

（値引き単価の適用） カードご利用※1
★値引き単価のご案内 ★キャッシュバック

値引き単価の適用期間は
翌月のみです。

※1 ENEOSサービスステーション（SS）とENEOS以外のご利用金額合計
※当月のカードご利用金額に応じて1カ月後に値引き単価をご案内し、2カ月後のガソリン・
軽油のご利用金額に対し3カ月後のご請求時に値引きします。※事務処理の都合上、
上記スケジュールの通り値引き単価・ご請求に反映されない場合があります。※カードの
サービス特典について一部対象外のENEOSサービスステーション（SS）もあります。

ENEOSカード ラインアップ

円/ℓ引き�ガソリン･軽油が
最大

キャッシュバックタイプ
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初年度は無料です。次年度以降は、年会費お引き落とし月の前々月の5日
までの１年間に、ENEOSカード Sでの給油・ETC・ショッピングなどのご利用
が１回以上あれば、次年度の年会費は無料です。
※年会費引き落とし月についてはカード送付時の「カード送付のご案内」をご確認ください。
※対象期間内に弊社にてご利用が確認できること（売上確定）が条件です。期間終了直前
のご利用は、売上確定が遅れることがあり、対象外となる場合がありますのでご了承ください。
※ENEOSカード Sでの給油・ETC・ショッピングなどのご利用がない場合は、本人会員さま
に1,375円（税込み）の年会費がかかります。※年会費、キャッシング・カードローンなどの
ご利用・各種手数料のご請求は対象外です。

年会費について（ENEOSカード S）

※Apple Pay・QUICPay™・ETC・家族カードご利用分もポイント付与となります。

※1 免税ガソリン・免税軽油は、値引き対象外です。
※2 ENEOSサービスステーション（SS）でのガソリン・軽油・灯油以外のご利用

年会費（税込み） 本人会員／1,375円（初年度無料）　家族会員／無料

ENEOSならご利用1,000円ごとに ��ポイント
ENEOS以外でもご利用1,000円ごとに �ポイント

※年1回以上のカード（Apple Pay・QUICPay™･ETC含む）のご利用で次年度の年会費は無料。

年会費（税込み） 本人会員／1,375円※（初年度無料）　家族会員／無料

ガソリン・軽油※1

いつでも�円/ℓ引き
灯　油

ENEOS以外でのご利用

いつでも�円/ℓ引き
カーメンテ商品※２なら

1,000円ごとに��ポイント 1,000円ごとに�ポイント

ENEOSなら
最大

％
ポイント
還元�ポイントタイプ

ガソリン･軽油は
ずっと

円/ℓ引き�スタンダードタイプ
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カードのご利用シーン

お支払い日・お支払い方法

ご利用とお支払い日

※ENEOSサービスステーション（SS）でご利用の場合、毎月1日～末日
ご利用分を「翌々月2日」にお引き落としいたします。※ご利用の加盟店に
より、お引き落とし月が遅れる場合があります。※お支払い日が金融機関
休業日の場合は、翌営業日となります。※ETCカードのご請求は、事務処
理上、ご利用日からお引き落としまでに2～3カ月かかる場合があります。

毎月5日に締切、「翌月2日」に引き落とし

2日払い

ENEOSサービスステーション（SS）で！
給油をはじめ、洗車・オイル・タイヤ・バッテリーなど、
カーメンテナンス時のお支払いや、全国のENEOS
サービスステーション（SS）でご利用いただけます。

公共料金でも！ 
月々のお支払いにご利用いただけます。

ENEOS以外（国内・海外）でも！

https://tscubic.com/use/lifesupport/payment/

〈一例〉

詳細はこちら

SS検索は
こちら

例えばこんなお店で
使える！〈一例〉

コンビニ・
スーパー

ネット
ショッピング

飲食店

電話 電気 ガス 放送料金 新聞

このマークのあるお店でご利用いただけます。
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ENEOSサービスステーション（SS）でのお支払い方法

一般加盟店でのお支払い方法

●ENEOSサービスステーション（SS）でのお支払い方法は1回払い、２回払い、ボーナス1回払い、
　回数指定分割払い（3・6・10・20）、リボルビング払いのみです。
●燃料油（灯油含む）は、1回払いのみです。ご了承ください。
●サービスステーションによっては、指定できるお支払い方法が異なり、ご利用いただけない
　場合もありますので、あらかじめ店頭にてご確認ください。

1回払い

2回払い

手数料お支払い方法
ご利用代金をお支払い日に一括してお支払い
※海外でのご利用は、原則として1回払いのみです。

ご利用代金を翌月と翌々月の2回に分けてお支払い

リボルビング
払い※2

ボーナス
2回払い

ボーナス
1回払い

不要

会員規約
にて※1

夏または冬のボーナス月に全額お支払い
12月21日～6月20日ご利用分▶8月のお支払い日
7月21日～11月20日ご利用分▶翌年1月のお支払い日

夏・冬のボーナス月、2回に分けてお支払い
12月21日～6月20日ご利用分▶8月と翌年1月のお支払い日
7月21日～11月20日ご利用分▶翌年1月と8月のお支払い日

①残高スライド方式
ご利用残高に応じて決められた金額（元金＋手数料）をお支払い
②定額方式
ご利用残高にかかわらず一定金額（元金＋手数料）をお支払い
［①残高スライド方式］
ご利用残高に応じて、お支払い金額が変わります。
ご利用残高が10万円を超えると、10万円加算ごとに
選択されたコースに応じた額が加算されます。

回数指定
分割払い

あとリボ・
あと分割

支払回数：3・5・6・10・12・15・18・20・24・30・36回
（ボーナス併用払い※3もあり）
ご利用金額と手数料をご希望の分割回数にてお支払い

カードご利用のあとからでも「リボ払い」・「分割払い」へ。
ショッピング1回・2回払い、ボーナス1回払いをリボ払い、
分割払いに変更できます。
WEBサービス（ENEOSカードアプリ・パソコン）
からお手続きいただけます。

［②定額方式］
ご利用残高にかかわらず、毎月のお支払い金額は一定です。
5,000円以上 5,000円単位で任意の金額となります。
（弊社所定の場合は、これと異なる金額となります。）

※カードご利用代金明細書に記載されますご利用可能枠のうち
カード割賦枠とはリボルビング払い、回数指定分割払い、2回払い、
ボーナス1回払い、ボーナス2回払いでのご利用となります。

※会員さま専用ページにログインのうえ、お手続きください。
※設定方法は7ページをご覧ください。
※「あとリボ・あと分割」は、ファイナンスデスク（11ページ）でも承ります。
※毎月受け付け期限があります（インターネット、ご利用代金明
細書、ファイナンスデスクでご確認ください）。

ご利用残高 Aコース

10万円以下 5,000円

以降10万円
ごとの加算額 5,000円

Bコース

10,000円

5,000円

Cコース

10,000円

10,000円

Dコース

15,000円

15,000円

Eコース

20,000円

20,000円

手数料率
（実質年率）
15.00％

※1 手数料についてはカード送付時の会員規約をご覧ください。
※2 リボルビング払いのお支払い方式・コースの変更をご希望の場合は11ページ記載のファイ
 ナンスデスクまでお問い合わせください。リボルビング払いをご利用の際、カード割賦枠を超え
 た場合には、超過分を一括でご請求させていただきます。また、定額方式でお支払い手数料が
 月々のお支払い金額を超える場合は、手数料金額をお支払いいただきます。
※3 ボーナス月（1月と8月）にご利用代金の50%分をお支払い金額として、自動的に計算のうえ、
 ご請求いたします。
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会員さま専用WEBサービス 「MY TS CUBIC」

ENEOSカード ポイントプログラム

スマートフォン（ENEOSカードアプリ）や
パソコンから会員さま専用ページにログインすると、
各種手続きもご利用いただけます。

ENEOSカード P ・ ENEOSカード Sで
たまったポイントはご希望の商品と交換いただけます。
※1,000ポイント以上1,000ポイント単位でご利用いただけます。

〈対象〉
ENEOSカード P
ENEOSカード S

①ポイントの有効期間
●ポイントの有効期間は2年間です。
●ポイントの有効期間はポイント獲得月から2年間経過すると順次1カ月分ずつ失効します。

②ポイント付与
●年会費、キャッシング・カードローンのご利用、各種手数料、Edyチャージ、au PAY残高へのチャージ
　などはポイント付与対象外です。
●ENEOSカード SはENEOSサービスステーション（SS）での燃料油のご利用にはポイントは
　付与されません。
●ポイントはENEOSサービスステーションの月間ご利用金額合計（税込み）および、ENEOS
　以外の月間ご利用金額合計（税込み）ごとに1,000円未満切り捨てにて計算されます。
●ポイントはご利用分のご請求時に付与されます。回数指定分割払い、リボルビング払いを
　ご利用の場合は初回お支払い月に一括してポイント付与します。
●家族カードのご利用分にもポイントが付与され、本人会員さまのポイントに合算されます。

ポイントプログラムについて
商品・各種お手続き方法はこちらでご確認いただけます

https://tscubic.com/file/pdf/point.pdf

ご利用代金明細の照会

ポイントの照会・交換手続き

ガソリン・軽油 値引き単価の確認

キャンペーンのエントリー

カードの追加・切替・再発行

暗証番号の照会・変更
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ご利用前に
ログインのお手続きをお願いします

会員さま専用ページのご利用には
「ログインID・パスワード」の設定が必要です。

ENEOSカード お届けの電話番号 メールアドレス

ENEOS
カードアプリ

から

パソコンから

より ENEOSカードアプリ

ENEOSカードアプリをダウンロードし、「新規利用登録する」をタップ。
以降は画面に従って操作してください。

https://www.eneos.co.jp/ ENEOS 検索

個人のお客様 ENEOSカード（C・P・S）サービスステーション

上記URLにアクセスし、

以降は画面に従って操作してください。

マイページログインはこちら 新規利用登録する をクリックし、

事前に以下の3点をご準備ください

ENEOSカードアプリの詳細・
ダウンロードはこちら

1

ENEOSサイトへアクセス1

ENEOSカードアプリから
ログインID・パスワードを設定

2

パソコンから
ログインID・パスワードを設定

2

設定方法

または
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スマートフォン（ENEOSカードアプリ）や
パソコンから会員さま専用ページにログインすると、
お支払い金額・ご利用代金明細の確認ができます。

ご利用代金明細イメージ
アプリなら、ひと目で確認できるのでおすすめです。

お支払い金額・
ご利用代金明細を表示します。

この画面をタップすると、
適用値引き単価の詳細が
ご確認いただけます。

お支払い金額・
ご利用代金明細を表示します。

この画面をタップすると、
合計保有ポイントや、
直近の有効期限が切れる
ポイントを表示いたします。

お支払い金額・ご利用代金明細の確認
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その他のサービス

［お問い合わせ先］
カーコンコールセンター 24時間受付中

    0120-0120-55

環境支援

森を守る活動に貢献
ENEOSでは、ENEOSカード会員さまがENEOSサービスステーション（SS）で
ENEOSカードをご利用いただいた金額の一部を（社）国土緑化推進機構へ
寄付し、大切な森を守る活動に役立てています。

レンタカー優待10％OFF！！
全国約1,000箇所のオリックスのレンタカーネットワーク
〈オリックスレンタカー、レンタカージャパレン、エックスレンタカー〉で！

（平日／8：00～20：00　土日祝／8：00～17：00　年中無休）
※一部対象外の車種があります。

※割引対象は鈑金塗装作業（キズ・ヘコミ修理）の工賃のみです。部品代などは対象となりません。
※一部割引サービスが受けられない店舗があります。※「カーコンビニ倶楽部」でのお支払い時、
ENEOSカードが利用できない店舗があります。※詳しくは「メンテナンス料金割引サービス利用
規定」をご覧ください。※サービスをご利用の際はENEOSカードのご提示をお願いします。

メンテナンス料金割引サービス

「カーコンビニ倶楽部」で愛車のキズ・ヘコミの修理費用が5％割引。

●割引サービスの流れ

https://www.carcon.co.jp/Eneos/

カーコン
コールセンター

カーコンビニ
倶楽部

ENEOSカード
提示で特典が
受けられます。

カーコンビニ倶楽部
ホームページ

クルマのキズ
を直したいけ
どどうしたら
いいの？

最
寄
り
の
カ
ー
コ
ン
ビ
ニ
倶
楽
部

店
舗
の
ご
紹
介

［要電話予約］

    0120-30-5543

① ②

③

①
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ENEOSロードサービス

サービス項目 サービス内容 ENEOSロードサービス
レッカーサービス※1 レッカー車による移動 10kmまでは無料

路上修理（30分以内）

キー閉じ込み開錠サービス

バッテリージャンピング

タイヤパンク時の交換作業

落輪時の引き上げ作業※2

ガス欠時給油作業

その他30分以内の作業

30分以内は無料

※部品交換時の部品代実費など、有料（お客さまのご負担）となる場合があります。※日本国外、
道路以外の場所、通行禁止場所などサービスが提供されない場合があります。※詳しくは
「ENEOSロードサービス利用規定」をご覧ください。※年間に利用するロードサービスが3回目以
降となるときの出動費用実費はお客さまのご負担となります。※サービス提供前に、運転免許証
およびＥＮＥＯＳカード（現物）の提示が必要です。※スマートフォンなど、モバイルでのカード画面
の提示ではご利用いただけません。必ずＥＮＥＯＳカード（現物）をご提示ください。
※1 自力走行が不可能な場合が対象（キーを紛失した車両は対象外）
※2 落差1m以内でタイヤ1本までが対象

ENEOSカードなら、
もしもの時にお電話1本でかけつける
安心のロードサービス。

●全国約8,500箇所（2021年10月末時点）の出動
　拠点とネットワーク。30分～1時間でかけつけます。
●24時間、365日受付。

ロードサービス内容
•対象車両：車両総重量3t未満の自家用4輪車•対象地域：日本国内全域（一部離島を除く）

●ロードサービスの流れ

●無料サービスの範囲
③サービスのご提供

②ENEOSロードサービス　 
　センターから出動依頼。
　会員番号、氏名、住所、
　生年月日を確認します。①ENEOSロードサービス　

　センターにお電話ください。

HELP！

レッカー車など

ENEOSロードサービスセンタ－

その他の案内サービス
お客さまのご要望に応じ、レンタカーの案内、代替交通手段の案内、宿泊先の案内、
24時間サービスステーションの案内。（実費はお客さまのご負担となります）

もしもの時は、下記までお電話ください。携帯電話やPHSからもご利用いただけます。

ENEOSロードサービスセンター
お手元にENEOSカードをご用意ください

0120-125-775 24時間
365日受付

ENEOSカード
アプリからも
連絡できます！
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各種お問い合わせ

ENEOSカードに関するお問い合わせは

カードのお支払い方法の変更などに関するお問い合わせは

トヨタファイナンス インフォメーションデスク
平日9：00～17：00（土・日・祝日・年末年始を除く）

●電話番号はお間違いのないようおかけください。

03-5617-2577東　京

052-239-2577名古屋

※はじめにプッシュ信号を確認しますので、「＊」ボタンを2回押してください。
※お問い合わせは本人会員さまからお願いいたします。
※ご自宅住所、お電話番号、お勤め先などのお届け事項の変更がある場合はご連絡ください。

トヨタファイナンス ファイナンスデスク
9：00～17：30　年中無休（年末年始を除く）

●電話番号はお間違いのないようおかけください。

03-5617-2828東　京

052-239-2828名古屋

※お問い合わせは本人会員さまからお願いいたします。

海外からはコレクトコールで［81-52-239-2822］
●電話番号はお間違いのないようおかけください。

トヨタファイナンス 紛失・盗難受付デスク　24時間・年中無休

052-239-2811名古屋

カードの紛失・盗難の際のご連絡先

その他のお問い合わせ
各種お問い合わせについてご案内いたします

https://tscubic.com/inquiry/
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紛失・盗難にご注意ください！
盗んだカードを不正に使用する犯罪が発生しています。
カードは車内などに保管せず、必ずご携帯ください。

［ご注意］当ご利用の手引き記載内容は、2022年6月現在のものです。
これらは予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。


