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活用BOOK

［ご注意］当活用BOOKの記載内容は、2023年3月現在のものです。
これらは予告なく変更されることがございますのであらかじめご了承ください。

●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。
●電話番号はお間違いのないようおかけください。

パンフレットのご請求や、各種ご案内はこちらから

自動音声応答サービス［24時間・年中無休］

ETCカード追加申込受付サービス 0800-700-2700

 9：00～17：30
（年中無休 年末年始を除く）

最新情報をご覧いただける他、ご利用実績などの照会、ポイント商品交換手続
（キュービックプレミアム）、各種資料の請求などもご利用いただけます。

ご利用実績照会サービス 0800-700-2711

ポイント照会・受付サービス 0800-700-2722

資料請求サービス 0800-700-2733

リボ・分割変更受付サービス 0800-700-2788

お問い合わせ電話番号
カードの紛失・盗難の際のご連絡先［24時間・年中無休］

TS CUBIC WEBサイト

https://tscubic.com/
※家族会員、法人会員など一部の会員の方はご利用いただけない場合がございますのでご了承ください。

ゴールド会員の方は、カード裏面に記載の
専用電話番号をご利用ください。

電話番号はお間違いのないようおかけください。

TS CUBIC CARDに関するお問い合わせ

インフォメーションデスク

　 052-239-2511名古屋　 03-5617-2511東京

GOLD

紛失・盗難受付デスク 052-239-2811名古屋

81-52-239-2822海外からはコレクトコールで

※詳しくは、P25～P26をご覧ください。

（通話料無料）

（通話料無料）

（通話料無料）

（通話料無料）

（通話料無料）

携帯電話からもご利用いただけます。

携帯電話からもご利用いただけます。

携帯電話からもご利用いただけます。

携帯電話からもご利用いただけます。

携帯電話からもご利用いただけます。

※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。
※音声の案内にしたがって、カードに関するお問い合わせの「1」を押してください。



○ショッピング補償保険（動産総合保険）

はじめに
ショッピングや旅行、カーライフなど、
さまざまなシーンでご利用いただける
「TS CUBIC CARD」の
サービスをわかりやすく
ご紹介いたします。
ご一読のうえ、レジャーに、毎日の暮らしに、
ぜひお役立てください。

○ポイントプラス

基本サービス
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○ドライバーズサポート24
○ETC TS CUBIC CARD
○ガソリン割引サービス
○ジェームスでのピットメニュー優待
○国内レンタカー優待 ［トヨタレンタカー］
○海外レンタカー優待 ［ハーツレンタカー］
○トヨタ関連施設優待
○自動車教習所紹介
○駐車場紹介

カーライフ
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○自動音声応答サービス（24時間・年中無休）
○お問い合わせ先電話番号一覧

○カードご利用の注意とお願い

インフォメーション

24

27

各種お問い合わせ

○引っ越し優待
○ホームセキュリティ優待
○高級店優待サービス
○会員情報誌「Harmony」
○GAZOOショッピング優待
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24h 左記マークのついているサービスについては、さらに詳しい資料をご用意しております。
ご希望の方はP25の資料請求サービスをご利用ください。

ゴールド会員さまのみご利用いただけるサービスです。
セレクト・レギュラー会員さまも、会費等を別途お支払いいただくことで
ご利用いただけるサービスもございます。

○各サービスについて専用のお問い合わせ窓口があるものは、本誌の最後に電話番号を記載
　いたしましたのでご利用ください。また、インフォメーションデスクでも承ります。

○有料サービスのお支払いは、通常のカードご利用代金と同様に自動引き落としさせていただきます。

○ご案内の各サービスならびに電話番号、金額、各種料金、インターネットなどの情報につきましては、
2023年3月現在のものです。これらは、予告なく変更となる場合がございますのであらかじめ

　ご了承ください。

お持ちのカードによっては、本誌に掲載されている商品・サービスが異なりご利用いただけない場合がございます。
詳しくは、インフォメーションデスクへお問い合わせください。

※スマートフォンからもTS CUBIC CARDの専用サイトへアクセスしていただけます。
　詳しくはP24をご覧ください。

お手持ちのカードと同じ上記マークの加盟店でご利用いただけます。

GOLD

掲載されているマークのご説明

TS CUBIC WEBサイトでは、キャンペーン情報やカ
ードライフをサポートする機能をご紹介しております。
WEBサイトの詳しいサービス内容などはP24をご覧
ください。

最新情報はホームページで
基本サービス

https://tscubic.com/

○ポイントプラス
キュービックプレミアム

○カード付帯保険



毎月のご利用金額合計1,000円につきポイントがたまります。
・個人会員さま　10ポイント
・法人会員さま 5 ポイント

TS CUBIC CARDをご利用いただくと、ご利用金額に応じてポイントがたまる“ポ
イントプラス”。たまったポイントは、「キャッシュバック」やすてきな商品と交換できる
「キュービックプレミアム」にご利用ください。

たまったポイントはトヨタ販売店、レクサス販売店、ダイハツ販売会社、日野販売会社、ジェーム
スで商品ご購入時（カードご利用時）にキャッシュバックできます。5,000ポイント以上たまるとキ
ュービックプレミアムの中からご希望の商品に交換することができます。

JR東日本の駅のみどりの窓口や、各種券売機のご利用は1,000円で10ポイント、JR東日本
の駅のATM「VIEW ALTTE（ビューアルッテ）」、多機能券売機でのSuicaへの入金（チャー
ジ）、My Suica（記名式）やSuica定期券等へのオートチャージ、モバイルSuicaのご利用は
2,000円で5ポイントとなります。

※一部ポイント付与率が異なる場合、もしくは付与対象外がございます。
　詳しくはQRコードからご覧ください。
※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

原則ご利用代金明細書上
でカードご利用金額と相殺
されます。

※MY TS CUBICの詳しいサービス内容などにつきましてはP24をご覧ください。

※家族カード、ＥＴＣカードのご利用分は本人カードに合算してポイントが計算されます。

お支払い方法
1回払い
2回払い

ボーナス1回払い

ポイントがたまるタイミング
ご請求月

1回目ご請求月
ご請求月

お支払い方法
ボーナス2回払い
回数指定分割払い
リボルビング払い

ポイントがたまるタイミング
1回目ご請求月
1回目ご請求月
1回目ご請求月
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ポイントの交換
国内・海外の加盟店など、1カ月分のご利用金額の合計に応じて対象金額を確定いたします。
なお、1,000円未満は切り捨てとなります。

ポイントの計算方法

有効期間は2年間（ただし、ゴールドカード会員は3年間）。
獲得月から有効期間が経過すると順次1カ月分ずつポイントは失効します。

ポイントの有効期間

毎月のご利用代金明細書でご確認いただけます。また、トヨタ販売店、レクサス販売店、ダイハツ
販売会社、ジェームスではご来店の際にカードをご提示いただくとその場でポイントをご確認いた
だけます（一部の店舗ではポイントのご確認はできません）。また、下記TS CUBIC WEBサイト
のMY TS CUBICや自動音声応答サービスでもご確認いただけます。

たまったポイントの確認方法

ポイントがたまるタイミング

ポイント
プラス “ポイントプラス”

■ポイントの計算方法（具体例）
TS CUBIC CARDでお支払い

ポイントがたまる

キャッシュバック

キュービックプレミアムキャッシュ
バック

ご希望の
商品を
GET!

トヨタ販売店・レクサス販売店・
ダイハツ販売会社・日野販売会社・
ジェームスで商品ご購入時

（カード利用時）にキャッシュバック

いろいろなアイテムの中から
ご希望の商品を選び交換

（5,000ポイントからお申し込みいただけます）

○○デパート（衣料代）
◆◆レストラン（飲食代）

1,000円未満切り捨て

30,500円
9,800円

合計40,300円
合計40,000円

40,000円÷1,000円×10ポイント

国内・海外の加盟店ご利用分

400ポイント

TS CUBIC WEBサイト https://tscubic.com/

お問い合わせ

ポイント照会・
受付サービス

0800-700-2722
携帯電話からもご利用いただけます。

通話料無料 ２４時間・年中無休

※個人・本人会員さま向けのサービスとなります。
※ご利用には「会員番号（16桁）」と「暗証番号（4桁）」または「生年月日（西暦で8桁）」が必要です。

ポイントに関するお問い合わせは

インフォメーションデスク

TS CUBIC WEBサイト https://tscubic.com/ 9：00～17：30
年中無休
年末年始休み

   03-5617-2511東　京

   052-239-2511名古屋
・電話番号はお間違いのないようおかけください。

特約店

ゴールド会員の方は、カード裏面に記載の専用電話番号をご利用ください。GOLD

個人会員さま 法人会員さま

https://www.ts3pum.com/

お手元にカードをご用意ください。

●ショップの一例

専用サイトのアクセスはこちらから！

●ポイントプラス特約店一覧

その他
400店舗
以上！

ご利用金額合計1,000円につき

個人会員さま 15ポイント
法人会員さま 10ポイント

ポイントプラス特約店で
カードをご利用いただくと、
お得にポイントがたまります。

ご利用金額合計1,000円につき

個人会員さま

20ポイント以上
専用サイトを経由してインターネット
ショッピングでカードをご利用いただくと、
お得にポイントがたまります。

※1 インターネットでのご利用が対象となります。 
※2 詳しくはENEOSでんき/都市ガス ホームページをご覧ください。 

※ ポイントアップマーケットＷＥＢについて、一部対象外のカードやショップ、ボーナスポイントが加算されない場合など除外条件があります。
　 ホームページより「ご利用上の注意」、各ショップの「このショップの注意事項」をよくお読みのうえ、ご利用ください。

※2 ※2※1 

基本サービス

国内・海外の加盟店でたまる！

お得にためる！

VIEW ご利用のポイントについて（TS CUBIC VIEW CARDをお持ちのお客さまが対象です）

基本サービス



※個人本人会員さまのみご利用いただけます。
※詳しくは、24ページをご覧ください。

※還元手続書のご請求方法は、25ページをご覧ください。
※一部商品によっては還元手続書ではお申し込みいただけない場合がございます。

新車※1のご購入・リース契約/トヨタホームのご購入
「新車※1のご購入・リース」または「住宅の購入」の場合は、お持ちのポイントを1.5倍でキャッシュバック
できます。
※1 新車とは、販売店ごとの正規取扱車種となります。
※お持ちのポイントをキャッシュバックされる場合、カードでお支払いされない場合でも、キャッシュバックできます。
※カードでのお支払いをしなかった場合は専用の還元手続書でお手続きください。
※リース契約のお支払いにはカードはご利用できません。
※同居のご家族が新車をご購入された場合、お持ちのポイントがあれば、還元手続書にてキャッシュバックでき
ます。

車検・サービス会員制度のご利用
お持ちのポイント範囲でご指定のポイント数をキャッシュバックできます。
※カードのご利用はキャッシュバックの条件となりません。
※サービス会員制度とは、オイル交換などのボトルキープを含む、前払いのメンテナンスパック商品をさします。
※同居の家族が車検・サービス会員制度をご利用された場合、お持ちのポイントがあれば、還元手続書にてキ
ャッシュバックできます。

上記以外の商品・サービス※2のご利用
上記のお店で代金のお支払いにTS CUBIC CARDをご利用いただくと、お持ちのポイント範囲でご
指定のポイント数をキャッシュバックできます。なお、キャッシュの金額はカードご利用金額が上限とな
ります。
※2 法定点検/オイル交換/カー用品全般/携帯電話／トヨタレンタカーなど
※カードのご利用がキャッシュバックの条件となります。
※保険商品はキャッシュバックの対象となりません。

基本サービス 基本サービス

トヨタ・レクサス・ダイハツ・日野・ジェームスのお店などで、サービスや商品購入時に
お持ちのポイントがキャッシュバックできます。

たまったポイントを、
キャッシュバックやいろいろな商品に交換。
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サービスや商品購入時にポイントをキャッシュバック

キャッシュバックのお手続方法

キュービックプレミアム（ステキな商品と交換できます！）

JALマイルへの移行について

キュービックプレミアムの交換手続

他ポイントへの移行

ポイント
プラス

登録手数料はかかりません

■ キャッシュバックの代わりにＪＡＬマイル移行

24時間・年中無休

【ご注意】商品の発送には2～4週間を要します。商品の在庫状況によりましては、
さらに時間を要することもございますのであらかじめご了承ください。
商品発送はご利用代金明細書の送付先宛てとなります（国内限り）。

※マイルへの移行にはJALマイレージバンクお得意様番号が必要です。
※マイルへの移行は本人会員さまとJALマイレージバンクにご登録の名義が同一の場合に限ります。
※ポイントプラスの詳しい資料をご用意いたしております。

https://tscubic.com/

https://tscubic.com/point-plus/use/return/

0800-700-2722
携帯電話からもご利用いただけます。

通話料無料

インターネット

1ポイント=1.5円

1ポイント=1.0円

■キャッシュバックができるお店

●トヨタ販売店（車両販売店、レンタリース店、ホーム店、L&F店、モビリティーパーツなど）
●レクサス販売店  ●ダイハツ販売会社  ●日野販売会社  ●ジェームス

24h 12151

MY TS CUBICへログイン　▶　ポイント残高照会　▶　ポイント交換手続き

還元手続書（ご郵送）
還元手続書に必要事項をご記入のうえ、トヨタファイナンスまでご郵送ください。

ポイント照会・受付サービス

1,000ポイントからTOYOTA  Wallet残高にポイントチャージ、5,000ポイントから
ご希望の商品と交換いただけます。ホームページの商品一覧からお選びください。

電話の自動音声応答サービス（通話料無料）

上記アドレスの「キュービックプレミアムWEB」からご希望の商品をお選びいただき、
音声案内に従ってお手続ください。

資料請求サービス
携帯電話からもご利用いただけます。（詳しくはP25参照）
0800-700-2733 通話料無料

トヨタ・レクサス・ダイハツ・日野・ジェームスなどキャッシュバックができるお店で

※専用の還元手続書でのお手続きになります。

中古車の購入・リース契約
商品購入時 2ポイント=1マイル

マイル換算率 新車のご購入・
リース、住宅のご購入

4ポイント=3マイル

マイル換算率

２４時間・年中無休

ポイントに関するお問い合わせは

インフォメーションデスク

ゴールド会員の方は、カード裏面に記載の専用電話番号をご利用ください。

TS CUBIC WEBサイト https://tscubic.com/ 9：00～17：30
年中無休
年末年始休み

   03-5617-2511東　京

   052-239-2511名古屋
・電話番号はお間違いのないようおかけください。

カードのご利用がない場合のキャッシュバックや商品購入時にお手続きをされなかった場合
●還元手続書に必要事項をご記入いただき、トヨタファイナンスへご郵送ください。
＜商品ご購入日の翌月末日必着＞※商品をご購入されたお店の捺印が必要となります。

還元手続書で

販売店の専用クレジット端末で　その場でお手続き完了
○トヨタ販売店○レクサス販売店○ダイハツ販売会社○ジェームス ※一部対象外の店舗もございます。
●カー用品等をご購入の際にTS CUBIC CARDでお支払いいただくと、同時にキャッシュバックのお手続き
ができます。

※1回にキャッシュバックできるポイントの上限は20万ポイントとなります。
※キャッシュバックについては原則ご利用代金明細書上でご請求金額と相殺になります。

中古車のご購入・リース契約
中古車のご購入・リースの場合は、お持ちのポイントを1.0倍でキャッシュバックできます。
※お持ちのポイントをキャッシュバックされる場合、カードでお支払いされない場合でも、キャッシュバックできま
す。
※中古車のご購入時などのTS CUBIC CARDのご利用については、ご利用可能金額を個別に定めている
販売店、もしくはご利用いただけない販売店もございますので、事前に各販売店にご確認ください。
※リース契約のお支払いにはカードはご利用できません。
※同居の家族が中古車をご購入された場合、お持ちのポイントがあれば、還元手続書にてキャッシュバックで
きます。

<1,000ポイント以上から1,000ポイント単位>
●TOYOTA Wallet残高　　●Pontaポイント（auユーザーさま限定）
<5,000ポイント以上から1,000ポイント単位>
●JALマイル、ANAマイル　　●がずポイント
＜6,000ポイント以上から2,000ポイント単位＞
●Suica　（TS CUBIC VIEW CARD会員さま限定）※

※個人本人会員さまのみご利用いただけます。
※ご利用には「会員番号（16桁）」と「暗証番号（4桁）」または「生年月日（西暦で8桁）」が必要です。
※一部電話の機種によってはご利用いただけない場合がございます。
※ＡＮＡのマイル・Pontaポイント（auユーザー限定）・がずポイント・Suicaの移行、TOYOTA Wallet残高ポ
イントチャージの場合、お電話（自動音声応答サービス）ではお申し込みいただけません。

お手元にカードをご用意ください。

GOLD

※TS CUBIC VIEW CARDと記名式のSuicaをリンク設定された会員さまがお申し込みいただけます。



基本サービス
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お買い上げ商品の
破損・盗難による損害を補償
ショッピング補償保険（動産総合保険）

旅行中のケガを補償
国内旅行傷害保険

カード付帯
保険で
安心！

TS CUBIC CARDでお買い上げの商品であれば、破損・盗難・火災などによる損害を、
ご購入日から最大90日間補償いたします。

※TSCUBICCARDのご利用内容により、補償内容が変わります。
※上記は、傷害による死亡・後遺障害の保険金額を表示しています。その他に、傷害に
　よる入院・通院も補償いたします。

TSCUBIC CARDで旅行代金などを事前にお支払いいただいた場合、会員ご本人さま
の旅行中のケガによる死亡、後遺障害、その他傷害による入院・通院を補償いたします。

ゴールド会員
セレクト会員
レギュラー会員

ゴールド セレクト会員専用

国内・海外でのご利用分について年間補償限度額300万円
国内・海外でのご利用分について年間補償限度額200万円
海外でのご利用分について年間補償限度額100万円

傷害死亡・後遺障害
保険金額〈ゴールド会員〉

5,000万円限度
保険金額〈セレクト会員〉

3,000万円限度

事故の際のご連絡先
24時間
年中無休保険事故受付デスク 0800-700-8124 通話料無料

海外旅行傷害保険
ゴールド・セレクト会員の方には海外旅行傷害保険が自動付帯されています。海外旅行
中（１回の旅行につき最長90日間）の病気やケガの治療費をはじめ、携行品の盗難、ホ
テルの客室を汚してしまった場合などの損害賠償も補償の対象となります。

詳しくは「セーフティサービスのご案内̶カード付帯保険̶」をご覧ください。

カーライフ

○カーライフサポート

（※1） 一部対象外となる商品がございます。
※1回の事故の免責金額は3,000円となります。なお、全損の場合および火災、落雷、
　破裂または爆発により生じた損害の場合は、免責金額はございません。

（※1）

（※1）

傷害死亡・後遺障害

傷害治療費用

疾病治療費用
携行品損害
（1事故免責金額3,000円）

個人賠償責任

救援者費用

補償内容

保
険
金
額

5,000万円限度

5,000万円限度

300万円限度
300万円限度

400万円限度

1旅行中および補償期間中
50万円限度　

1,000万円限度

3,000万円限度

200万円限度
200万円限度

200万円限度

1旅行中および補償期間中
50万円限度　

3,000万円限度

3,000万円限度

200万円限度
200万円限度

200万円限度

1旅行中および補償期間中
50万円限度　

ゴールドカード
セレクトカード本人・家族会員

代表者・使用者会員
本人会員（代表者・
使用者会員）のご家族

（  　　   　）携帯電話からも
利用可能



緊急コールをいただくと、24時間いつでも初期アドバイスをいたします。
また、必要に応じてJAFロードサービスにお取り次ぎいたします。※
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マイカーでも
レンタカーでも

OK

※ETC TS CUBIC CARDのみの法人会員さまは対象外です。

■ご注意事項
以下の場合は、ロードサービス・付随費用補償サービスの対象外です。
●違法改造車、飲酒運転、無免許運転など法令に違反している場合
●けん引不可能な構造の車両、通常の自動車走行に不適切な場合など
●離島などロードサービスを行えない地域の場合
●故意・地震・津波・噴火の場合

※本サービスご利用の際には、会員番号またはトヨタファイナンスにご登録のお名前、お電話番号が必要となります。
　あらかじめご確認のうえ、お電話ください。

●違法改造車、飲酒運転など法律に違反している場合。
●けん引不可能な構造の車両、通常の自動車走行に不適切な場所など。

○事故・故障アドバイス

■対象者

■JAFロードサービスをお断りする場合

ご利用・お問い合わせ
24時間
年中無休ドライバーズサポート24 0800-700-0024 通話料無料（  　　   　）携帯電話からも

利用可能

万一の事故や故障の際、お電話で初期アドバイスやJAFロードサービスへのお取
り次ぎをいたします。ロードサービスを受けても自力走行が不可能な場合は、一定
の条件を満たした際にご帰宅に必要な交通費や宿泊費、修理後のおクルマ搬送
費を補償。あなたのカーライフをサポートします。

ドライバーズサポート24

個人（本人・家族）会員さま、以下を除く法人（代表者・使用者）会員さま

●自家用乗用自動車、自家用特種用途自動車※1および事業用乗用自動車（個人タクシーに限る）で
　車両重量3,000kg以下の四輪車とします。
●自家用貨物自動車で、車両重量が3,000kg以下かつ最大積載量2,000kg以下の四輪車とします。※2

●個人営業の事業用軽貨物自動車で四輪車とします。

■対象車種
対象者の方が所有あるいは使用されている車両（レンタカー含む）。

※1 自家用特種用途自動車は、キャンピング車、身体障害者運送車、入浴車、放送宣伝車または、教習車に限定
します。
※2 積み荷の積載状況によっては、車両重量・最大積載量にかかわらず、けん引できない場合もございますのでご
了承ください。

■補償内容

■費用のお支払い・精算

電話&ロードサービス※

自宅より50km以上遠方（直線距離）で事故および故障が発生し、本ドライバーズ
サポート24経由でＪＡＦロードサービスを受けても自力走行が不可能な場合、お客さま
のご自宅までの交通費や宿泊費、修理後車両の引取交通費またはご自宅までの搬
送費を補償いたします。

※離島など一部ロードサービスの提供を行えない地域がございますのでご了承ください。

※詳しくは、お電話をいただいた際にご案内いたします。

付随費用補償サービス
ク
ル
マ
の
ト
ラ
ブ
ル
発
生
！

信頼の
JAF

左記ロードサービスを受けてもおクルマが動かない場合
付随費用補償サービスがサポート

電話
ロードサービス

代替交通費 宿泊費 搬送費

※1 事前にご連絡いただき、ドライバーズサポート24経由で取引交通費の受付または提
携業者を手配した場合が対象です。
ご自身で手配された場合は対象外となります。
会員が事故・故障車両を運転または同乗されていることが条件となります。
家族会員さまが当サービスを利用される場合は、家族会員さま本人のみの補償となり
ます。

●ご利用代金はいったんお客さまに立て替えていただきます。その際、領収書を必ず受領・
保管してください。
●お客さまからの領収書をはじめ、確認書類を受領した後、付随費用の補償範囲内でお
支払いいたします。
●費用は、「ご利用代金明細書」上で他のカードご利用金額と相殺し、精算いたします。
　カードのご利用がない場合は、ご利用代金引き落とし口座にお振り込みいたします。

&

※JAF会員は無料（JAF規約内）、非JAF会員は実費負担となります。

（ＪＡＦ非会員は実費負担）

①帰宅費用サポート
　最大4名さままで  トラブル発生当日または翌日の代替交通費を補償
　（レンタカー、タクシー、バス、電車、飛行機、船舶）

ゴールド レギュラー、セレクト
上限　40，000円/人 上限　25，000円/人

※ゴールド会員さまは、スーパーシート（航空機）、グリーン車（鉄道）の利用も補償の対象となります。

②宿泊費用サポート
　最大4名さままで  トラブル発生当日に帰宅不可能な場合の予定外の宿泊費を補償

ゴールド レギュラー、セレクト
上限　30，000円/人 上限　20，000円/人

※ＴＳ ＣＵＢＩＣ ＣＡＲＤでお支払いただいた宿泊料金（室料のみ）が対象となります。

③修理後車両の引取交通費又はご自宅までの搬送費をサポート
車両引取交通費
自宅搬送費※1 上限　50，000円/回

上限　50，000円/人（片道分）

※当サービスにて手配した車両引取り交通費または自宅搬送費のどちらか一方が対象となります。
※会員ご本人さまの所有もしくは使用されている車両（レンタカー除く）が対象です。

※1

※1

※上記補償はゴールドカード入会日、または切替日が起点となります。
※JAF入会金・年会費はサポート対象外となります。
※本サービスをご利用の際は、事前に右記ドライバーズサポート24へお電話にてお申し込みください。

ゴールド会員さまがドライバーズサポート24にお電話いただき、JAFロードサー
ビスをご利用の場合に限り、レッカー費用・パンク時のタイヤ購入費用・バッテ
リー交換費用などの実費を最大13，000円（年1回）※ まで補償します。

JAFロードサービス費用サポート GOLD

カーライフ カーライフカーライフサポート カーライフサポート
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ＥＴＣカードをお持ちでない方は下記の方法でお申し込みいただけます。

ETC TS CUBIC CARD

ETC カードご利用上の注意

ガソリン割引サービス

　　個人会員さま
個人ゴールド会員さま
個人レギュラー・セレクト会員さま

無料

年会費原則無料

法人会員さま

※割引対象商品は、ハイオク・レギュラーガソリン、軽油、灯油となります
　（ただし、免税商品は割引対象外となります）。
※一部対象外のサービスステーションがございます。

年
会
費

・インターネットで　 https://tscubic.com/
・お電話で　（通話料無料/24時間・自動音声）

お電話で
・インフォメーションデスク

・ＥＴＣ専用カードはお食事やショッピング（有料道路のサービスエリアなどの売店を含む）など、通常のクレジットカード
  としてはご利用いただけませんのでご注意ください。
・ＩＣチップ（金色の部分）を水に濡らしたり、汚したりすると故障・誤作動の原因となりますのでご注意ください。
・有料道路の入口・出口では、必ずＥＴＣ車載器に同一のＥＴＣカードを確実に挿入してご利用ください。

東京　０３-５６１７-２５１１  名古屋　０５２-２３９-２５１１

個人会員さま

初年度無料。翌年以降は、年会費請求時の
直近1年間に法人契約単位でETCカードのご
利用があれば無料となります。（ETCカードのご
利用がない場合はカード1枚につき550円〈税
込み〉となります。）

全国のＥＮＥＯＳサービスステーションで、ガソリン代金を
ゴールドカードでお支払いいただくと、1 あたり2円を
ご請求時に割引いたします。

GOLD

有効期限（月／西暦）　

※クレジットカードの年会費が必要となります。

９：００～１７：３０（年中無休・年末年始は除く）
※ゴールド会員の方は、カード裏面に記載の専用電話番号をご利用ください。

法人会員さま

（　　　　　　）

・ETCカードご利用分もポイントプラスの対象となります。
・ETC専用カードのみのお申し込みはできません。TS CUBIC CARDのお申し込みが必
  要となります。
・本人会員さまがＥＴＣ専用カードを保有されていない（お申し込み中除く）場合、家族会
  員さまのＥＴＣ専用カードのお申し込みはできません。
・本人会員さま・家族会員さまとも、ＥＴＣカードの年会費は無料です。
  ※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カ月かかる場合がございます。

０８００-７００-２７００
※携帯電話からもご利用いただけます。
※サービスのご利用には、会員番号［16桁］と暗証番号［4桁］または生年月日［西暦で8桁］が必要です。
　お手元にTS CUBIC CARDをご用意ください。

▲
▲

▲
▲
▲
▲
▲

会員規約をよくお読みいただき、内容をご了承のうえ、カードをご利用ください。
ＥＴＣご利用の際には、カードの有効期限にご注意ください。
・有効期限切れのＥＴＣカードでは料金ゲートの開閉バーが開きません。
　カードの期限更新等により、新しいカードがお手元に届きましたら必ず古いカードから新しいカードへの差し替え
　をお願いします。　※古いカードはハサミを入れて廃棄願います。
走行中はＥＴＣカードのＥＴＣ車載器への抜き取り、差し込みを行なわないでください。
ＥＴＣレーンでは十分な車間距離と時速20km以下の安全な速度で走行してください。
ＥＴＣゲートの開閉バーが開かない時には絶対に車をバックさせないでください。
車から離れるときは、必ずＥＴＣカードをＥＴＣ車載器から取り出し携帯してください。
ＥＴＣゲートを通行できなかった場合には、レーンに設置されているインターホン等で係員
に連絡し、案内に従ってください。

・電話番号はお間違いのないようおかけください。

ピットメニュー

5%OFF
ジェームスでのピットメニュー優待

ジェームスは、「楽しい」「気軽」「親切」「信頼」をコンセプトに
カーメンテナンスとカー用品でお客さまのカーライフをしっかり
サポートします。

エンジンオイルやエアコンフィルター交換などの各種ピットメ
ニューを、TS CUBIC CARDのお支払いで店頭表示価格より
5%割引でご利用いただけます。
※他の割引サービスとの併用はできません。
※カー用品、取付工賃、法定費用などは割引対象外となります。

https://www.jms-car.com/

https://eneos-ss.com/search/ss/pc/top.php

■ ENEOSサービスステーション検索

■ ジェームスのHPはこちら

・ パソコン・スマートフォンからの検索

カーライフ カーライフカーライフサポート カーライフサポート
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※ご利用地域や時期により割引率は異なります。
※優待料金のご利用には事前のご予約が必要となります。 下記に記載のハーツレンタカー予約センターにお電話く
ださい。※アフォーダブル料金の適用には、ご利用の24時間以上前（ヨーロッパの場合、ご利用の48時間前）までに
日本でのご予約が必要です。ただし、混雑時やその他の条件により適用にならない場合がございます。  

レンタカー料金

10%OFF

世界145カ国、約10，300カ所の営業ネットワークを持つ「ハー
ツレンタカー」をお得なアフォーダブル料金（日本での事前予
約割引料金）からさらに10％ＯＦＦでご利用いただけます。

海外レンタカー優待［ハーツレンタカー］

ハーツレンタカー
予約センターへお電話

〈事前予約割引〉

法人・会員優待番号（CDP）ゴールド会員さまは「2001494」、
セレクト・レギュラー会員さまは「1101456」をお伝えください。

法人・会員優待番号（CDP）の欄に
ゴールド会員さまは「2001494」、セレクト・
レギュラー会員さまは「1101456」を入力

TS CUBIC
WEBサイトに
アクセス

お
電
話

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

「カーライフサポート」の
「海外レンタカー優待」へ

お進みください。

ご予約・お問い合わせ
9：00～18：00
土日祝、年末年始を除くハーツレンタカー予約センター 0800-999-1406 通話料無料

＊1

（  　　   　）

※1
快適・スピーディにレンタカーの旅をお楽しみいただける
「ハーツGoldプラス・リワーズ」（入会金・年会費無料）
にお申し込みください。
※1  21歳以上の方が対象となります。

ハーツGoldプラス・リワーズ

①事前の会員登録でスムーズにご予約
②世界各国の専用パーキングまたはカウンターで、スピーディーに手続き完了
③簡単なチェックでスムーズにご返却

■「ハーツGoldプラス・リワーズ」登録方法

TS CUBIC
WEBサイトにアクセス

「ハーツGoldプラス・リワーズ」への申し込みはこちら

https://tscubic.com/

●インターネット

●郵便　インフォメーションデスクにご連絡ください。登録契約書を
　　　　送付いたします。必要事項をご記入の上、同封の封筒で
　　　　ご返送ください。

からご登録ください。

※手続完了後、メンバーズカードをお送りいたします。メンバーズカードのお届けまでに3週間程度かかります。

全国のトヨタレンタリース店で、レンタカー料金（基本料金）が割引になります。

国内レンタカー優待 ［トヨタレンタカー］

WEBでのご予約・詳細

トヨタレンタカーWEBサイト https://rent.toyota.co.jp/

レンタカー料金
レギュラー・セレクト会員

※割引サービスを受けるには、TS CUBIC CARD会員であることをお伝えいた
　だき、ご利用時にTS CUBIC CARDでお支払いください。
※適用条件や対象クラス・車種には制限がございます。ご予約時に対象車種
　であるかをご確認のうえご利用ください。
※他の割引サービスとの併用はできません。

■ 予約方法

お電話でのご予約・お問い合わせ
8：00～20：00
年中無休（年末年始除く）

※一部つながらない電話回線があります。

ゼロハチゼロゼロ ナナセン イチバンイイ

トヨタレンタカー予約センター 0800-7000-111 通話料無料（  　　   　）

 9：00～17：30
（年中無休 年末年始を除く）

ゴールド会員の方は、カード裏面に記載の
専用電話番号をご利用ください。インフォメーションデスク

　 052-239-2511名古屋　 03-5617-2511東京

GOLD

電話番号はお間違いのないようおかけください。　※お問い合わせは本人会員さまからお願いします。

カーライフ カーライフカーライフサポート カーライフサポート

TS CUBIC CARDなら基本料金から
ゴールドカード20％ＯＦＦ、セレクト・レギュラーカード10％ＯＦＦ

ゴールド会員
レンタカー料金

20%OFF 10%OFF

携帯電話からも
利用可能

携帯電話からも
利用可能



国内サービス

○トラベル＆レジャー
○デイリーライフ

ご入館、ご精算時にTS CUBIC CARDでお支払いいただくと、
入館料・利用料が割引になります。

トヨタ関連施設優待

優待料金

■休日／月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始
■営業時間／9：30～17：00（入館は閉館30分前まで）
■入館料（税込み）／大人 1,200円　シルバー（65才以上） 700円
　　　　　　　  中・高生 600円　小学生 400円

トヨタ博物館　入館料200円（小学生100円）引き

愛知県愛知郡長久手市横道41-100    0561-63-5151
（見学お問い合わせ専用）    0561-63-5155

※入館時にTS CUBIC CARDを提示してください。

■休日／月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始
■営業時間／9：30～17：00（入館は閉館30分前まで）
■入館料（税込み）／大人（大学生含む） 500円　65才以上 300円
　　　　　　　  中・高生 300円　小学生 200円

トヨタ産業技術記念館　入館料20％割引

愛知県名古屋市西区則武新町4-1-35    052-551-6115
※入館時にTS CUBIC CARDを提示してください。
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カーライフ カーライフカーライフサポート

紹介手数料

駐車場紹介

月極駐車場紹介

無料

東京、横浜、名古屋、京都、大阪、
神戸など都市部の月極駐車場が検
索できます。

時間貸し駐車場紹介

月極駐車場と同様のエリアにある、
時間貸し駐車場の場所を、詳しい
マップ画面でご案内します。TS 
CUBIC CARDのご提示で割引サ
ービスのある駐車場もございます。

※当ページでご紹介のサービスはインターネット専用サービスです。
業務提携：日本駐車場開発（株）

お問い合わせ 平日10：00-19：00
土・日・祝日10：00-18：00
年中無休（年末年始除く）運転免許紹介センター 0120-196-129 通話料無料（  　　   　）

TSCUBICWEBサイトでは、ご自宅近くや、通勤・通学途中に通える教習所、合
宿しながらの教習所など、ご希望の条件による検索ができ、オンラインでのお申し
込みも可能です。また、TSCUBICCARDでお支払いいただくと、教習料が優遇
されます。

自動車教習所紹介

優待料金

※詳しくはTS CUBIC WEBサイトをご覧ください。

業務提携：（株）ナンバメイト

携帯電話からも
利用可能



ラウンジ

利用料
無料

国内外の主要な空港ラウンジを無料でご利用いただけます。
ご利用の際には、対象カードと当日の搭乗券または航空券をご提示ください。

〈ゴールド〉空港ラウンジ GOLD

QUALIA LOUNGE 3階 保安検査前
※写真はイメージです。

※カードのお忘れなどによりご提示いただけない場合や、スマートフォンなど、モバイルでのカード
画面ご提示ではご利用いただけません。必ず対象カードと当日の搭乗券または航空券をご提
示ください。
※一部ご利用いただけない利用条件や有料サービスがございます。
※満席時にはご利用いただけない場合がございますので、ご了承ください。
※サービス内容、営業時間は予告なく変更となる場合がございますので、あらかじめご了承くだ
さい。

「QUALIA LOUNGE」
　for TS CUBIC CARD中部国際空港

QUALIA LOUNGE 3階 保安検査前レセプション

中部国際空港では、カード会社で唯一の
弊社発行カード会員さま専用ラウンジ（保
安検査前）をご利用いただけます。

※「QUALIA LOUNGE」は、TS CUBIC 
CARDゴールド会員さまおよびレクサスカ
ード会員さまがご利用いただける専用ラウ
ンジです。

■ 中部国際空港「QUALIA LOUNGE」 for TS CUBIC CARD 保安検査前（国際線・国内線共通）

※同伴者は1名さまに限り無料
2人目からは1名さま1,100円（税込み）
　［18歳未満］無料

中部国際空港 第1ターミナル3階
（保安検査前）

7：20～20：50（年中無休）

サービス内容

所在地

営業時間

●ソフトドリンク（無料）
●おつまみ類（無料）
●フライトインフォメーション

●アルコール類（無料）
●コピー・FAX（無料）
●インターネット（無線LAN）

QUALIA LOUNGE 
（3階 保安検査前）

※プレミアムラウンジとお間違えのないようご利用ください。
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国内サービス国内サービス トラベル＆レジャートラベル＆レジャー

空港名 ラウンジ名
旭川空港
新千歳空港
函館空港
青森空港
秋田空港
仙台国際空港
成田国際空港 第1旅客ターミナル
成田国際空港 第2旅客ターミナル
羽田空港 第1ターミナル
羽田空港 第1ターミナル
羽田空港 第1ターミナル
羽田空港 第2ターミナル
羽田空港 第2ターミナル
羽田空港 第2ターミナル
羽田空港 第3ターミナル
羽田空港 第3ターミナル
新潟空港
富山空港
小松空港
静岡空港
関西国際空港
関西国際空港
関西国際空港
関西国際空港
大阪国際空港（伊丹空港）
神戸空港
米子空港
出雲空港
岡山空港
広島空港
山口宇部空港
徳島空港
高松空港
松山空港
松山空港
高知空港
北九州空港
福岡空港
福岡空港
福岡空港
佐賀空港
長崎空港
大分空港
熊本空港
宮崎空港
鹿児島空港
那覇空港
ダニエル・K・イノウエ国際空港

空港ラウンジのサービスの詳細はこちらをご覧ください。

LOUNGE 大雪（TAISETSU）
スーパーラウンジ
ビジネスラウンジA Spring.
エアポートラウンジ
ROYALSKY LOUNGE
ビジネスラウンジ EAST SIDE
IASS エグゼクティブ ラウンジ1
IASS エグゼクティブ ラウンジ2
POWER LOUNGE CENTRAL
POWER LOUNGE SOUTH
POWER LOUNGE NORTH
エアポートラウンジ（南）
POWER LOUNGE NORTH
POWER LOUNGE CENTRAL
SKY LOUNGE
SKY LOUNGE SOUTH
エアリウムラウンジ
ラウンジ らいちょう
スカイラウンジ白山
YOUR LOUNGE
KIXエアポート カフェラウンジ NODOKA
カードメンバーズラウンジ 金剛
カードメンバーズラウンジ 六甲
カードメンバーズラウンジ アネックス六甲
ラウンジオーサカ
ラウンジ神戸
ラウンジ大山
出雲縁結び空港エアポートラウンジ
ラウンジマスカット
ビジネスラウンジ もみじ
ラウンジ きらら
エアポートラウンジ ヴォルティス
ラウンジ 讃岐
ビジネスラウンジ
スカイラウンジ
ブルースカイ
ラウンジひまわり
ラウンジTIMEインターナショナル
ラウンジTIME／ノース
ラウンジTIME／サウス
Premium Lounge さがのがら。
ビジネスラウンジアザレア
ラウンジくにさき
ラウンジ ASO
ブーゲンラウンジひなた
スカイラウンジ 菜の花
ラウンジ華～hana～
IASS ハワイ ラウンジ

https://tscubic.com/media_232727



お問合せフォーム
［営業時間］9：00～17：00
（土・日・祝日および、
 年末年始事務局休業日を除く）

GAZOOショッピング事務局

https://shop.gazoo.com/shop/pages/contact.aspx
※一部のカードではご利用いただけません。
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国内サービス 国内サービスデイリーライフ デイリーライフ

美しい写真とともに、上質でゆとりある暮らしを提案する会員情報誌。毎号、旅、グ
ルメ、開発者インタビューなど、さまざまな視点でご案内する特集をはじめ、加盟店
優待情報やエンターテイメントなどの記事が満載です。ゴールド会員さまには年6
回（誌面版4回、WEB版2回）、無料でお届けいたします。セレクト・レギュラー会員
の方もぜひご購読ください。

会員情報誌「Harmony」

ゴールド会員

無料

■セレクト・レギュラー会員
お申し込みは、TS CUBIC WEBサイトもしくはインフォメーションデスクにて承ります。

※ハーモニーの年間購読料は自動引き落としさせていただきます。また、特にお申し出のない限り、翌年以降
も自動継続となります。 ※年間購読料をお払いいただいてからの途中解約による購読料の返金は承りかね
ますのでご了承ください。 ※一部対象外のカードがございます。 ※法人会員の方はTS CUBIC WEBサイト
からはお申し込みいただけません。

年間購読料 送料 無料2,200円（税込み）

お電話1本であらゆる引っ越しを優待料金で承ります。また、無料でお見積もりいたします。
引っ越し優待

最大

20%OFF

新規でホームセキュリティサービスをご契約いただき、初期費用及び月々のお支
払いをTS CUBIC CARDでお支払いただくと、キャッシュバックやプレゼントなどの
特典を受けられます。

ホームセキュリティ優待

業務提携先 お申し込み・お問い合わせフリーダイヤル 営業時間 割引率

※引っ越し料金はTS CUBIC CARDでのお支払いとなります。QUICPay（クイックペイ）™やApple Payではお支払いい
　ただけません。

＜ご注意＞   
※お申し込み、お問い合わせ、およびサービス対象地域は、直接上記の各社フリーダイヤルへお電話ください。※各社と
も、お申し込みの際は必ずTS CUBIC CARD会員であることをお伝えください。※上記フリーダイヤルでのお申し込み以
外は優待が受けられませんので、あらかじめご了承ください。※また、すでに他の方法などでお申し込みをされている場合は
割引の対象外となります。※他の割引サービスとの併用はできません。※繁忙期やサービスの内容により一部割引除外と
なる場合がございます。詳しくは、直接上記の各社フリーダイヤルへお電話ください。

※お申し込み、お問い合わせは直接下記の各社フリーダイヤルへお電話ください。
※各社とも、お申し込みの際は必ずTS CUBIC CARD 会員であることをお伝えください。
※ご契約後のお申し出は優待の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
※ご契約内容によってはカード払いができない場合もありますので、ご了承ください。
※他の特典との併用はできません。

ご契約特典

ALSOK ホームセキュリティBasic（ベーシック）

ＨＯＭＥ ALSOK Ｐｒｅｍｉｕｍ （プレミアム）

※上記の特典は、下記フリーダイヤルでのお申し込みが条件となります。

企業警備の実績に裏付けされた高品質のセキュリティサービスを、
月々3,000円台からご家庭でご利用いただけます。

5,000円キャッシュバック

10,000円キャッシュバック

特典

ご注意

■綜合警備保障（ALSOK）

40年以上の信頼のホームセキュリティ、契約件数No.1（約149万7,000件）

■セコム株式会社

お申し込み・お問い合わせ
24時間
年中無休綜合警備保障 0120-39-2413 通話料無料

お申し込み・お問い合わせ

セコム株式会社 通話料無料0120-756-892

対象ホームセキュリティサービス

●ご契約特典

・「セコム・スーパーレスキュー」スタンダード

契約・サービス提供：セコム（株）

契約・サービス提供：綜合警備保障（株）

（  　　   　）

※対象施設および、優待サービスの詳細はTS CUBIC WEBサイトにてご案内しております。
　ぜひ、ご利用ください。

■優待サービス提供先の一例

高級飲食店・ホテル・旅館などでゴールド会員さま専用の優待サービスを受けるこ
とができます。

高級店優待サービス

飲食店
青山浅田

リストランテ・サバティーニ 青山

加賀料理 名古屋浅田

リーガロイヤルホテル（大阪） 皇家龍鳳

ホテル
日光金谷ホテル
ホテルアソシア 高山リゾート
ウェスティン都ホテル京都
グランドニッコー淡路
ザ・ブセナテラス

優待
GOLD

8：00～20：00
年中無休（年末年始を除く）

基本料金の20％割引
※基本料金＝車輌費＋人件費    0120-39-0123 通話料無料アート引越センター

7：30～19：30
年中無休（年末年始を除く）

基本料金の10％割引
※基本料金＝車両費＋人件費    0120-04-2626 通話料無料アリさんマークの引越社

9：00～19：00
年中無休（年末年始を除く）

基本料金の20％割引
※基本料金＝車輌費＋人件費    0120-72-0041 通話料無料サカイ引越センター

8：00～20：00
年中無休（年末年始を除く）

基本料金の5％割引
※基本料金＝車両費＋人件費＋資材費    0120-154-227 通話料無料日本通運

9：00～18：00
年中無休（年末年始を除く）

基本料金の10％割引
※基本料金＝車両費＋人件費＋資材費    0120-154-555 通話料無料名鉄運輸

8：30～20：00
年中無休（年末年始を除く）

基本料金の15％割引
※基本料金＝車輌費＋人件費    0120-66-8100 通話料無料ハート引越センター

※ 2022年3月末現在

GAZOO（ガズー）は、トヨタ自動車（株）の運営する、総合情報
ネットワークサービスです。
GAZOOショッピングでのお買い物の際、TS CUBIC CARD
にてお支払いいただくと商品の送料が無料※になります。

※一部商品は送料が有料となる場合があります。詳しくはGAZOO Shopping
　よりご確認ください。

GAZOOショッピング優待

送料
無料

※1
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携帯電話からも
利用可能

（  　　   　）携帯電話からも
利用可能

9：00～18：00
年中無休
（年末年始を除く）
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インフォメーションインフォメーション各種お問い合わせ 各種お問い合わせ

「MY TS CUBIC」はTS CUBIC WEBサイト内のご契約者さま（クレジットカード・
自動車クレジット）専用ページです。
クレジットカードのご利用実績やポイントの照会、お支払い方法の変更などのサー
ビス機能をご用意しております。ぜひご利用ください。

クレジットカードのポイントを自動車クレジットのお支払いにキャッシュバックする
サービスをご利用の場合は、月々のポイント還元でいくらお得になったかが確認
できるようになります。

カード会員さま
●お支払い金額やご利用明細の確認
●たまったポイント確認・交換

カード・自動車クレジット両方のご契約者さま
●月々のお支払い金額をまとめて確認
●カードのポイントが還元されてお得になった、自動車クレジットのお支払い金額を
確認

お手続きに必要なもの

②画面の案内に沿って任意の「ログインID」・「パスワード」を設定してください。

①MY TS CUBICへのアクセス
https://tscubic.com/
　「MY TS CUBIC」
　「新規利用登録する」を選択

●❸以下のいずれか一つ
●トヨタファイナンス発行の
クレジットカード

●お引き落とし口座に設定いただいた
口座番号

●おクルマまわりのクレジット契約時の
契約書またはお支払い金一覧表

ご契約者さま専用サイト
［MY TS CUBIC］

■ 月々のキャッシュバック金額も確認

■ 「MY TS CUBIC」その他サービス

○ご利用明細の確認（過去6ヵ月まで）
○ご利用可能額の確認
○ポイント残高の確認　　　　　　　　　　　　　　　　 など

○Eメールアドレスの登録・変更
○明細ＷＥＢ確認サービスの登録
○住所・電話番号等お届け事項の変更
○あとリボ・あと分割のお申し込み　　　　　　　　　　　 など

○お引き落とし口座の変更
○暗証番号の変更
○カードブランドの変更　　　　　　　　　　　　　　　など

○キャンペーンエントリー
○ETCカードの追加申し込み
○QUICPayの追加申し込み
○公共料金等の支払い登録
○家族カードのお申し込み
○キュービックプレミアム ポイント商品交換のお手続き　　　など

ご利用実績照会

届出・変更

各種お申し込み

資料請求など

「サービスの詳しい資料がほしい。」「変更届の用紙が欲しい。」
そんなときにご利用ください。24時間、資料をご請求いただけます。

各種資料請求やカードのご利用実績、ポイントプラスについての専用お問い合わ
せ先電話番号をご用意しています。お手元にカードをご用意のうえ、自動音声案
内に従ってご利用ください。当サービスは個人本人会員さまのみご利用いただけ
ます。法人会員さまはインフォメーションデスクまでお問い合わせください。

■資料コード一覧

自動音声応答サービス
（24時間・年中無休）

資料請求サービス

ポイントプラス活用ガイド
ポイントプラス還元手続書
　　キャッシュバック専用
　　JALマイレージバンク専用
　　キュービックプレミアム

携帯電話からもご利用いただけます。
0800-700-2733 通話料無料

12184

12150
12151
12194

24h

サービス番号　  +下記の資料コード　　  9 5桁

  Basic メニュー コード

サービスのご利用には、会員番号〔16桁〕が必要です。

※▲のついている資料については、資料コードなしでもご請求いただけます。音声案内に従ってご利用ください。

カードローン
　　残高スライド方式
　　お支払いコース変更
　　定額方式　お支払い額変更
　　ボーナス加算のお申し込み（変更）・中止

15111

各
種
変
更
届

海外サービス活用BOOK
（海外旅行に役立つ情報をご紹介）

12127

Lifestyle メニュー コード
お届け事項
　　ご自宅住所・電話番号の変更
　　お勤め先名・所在地・電話番号の変更
　　郵便物送付先の変更
　　お支払い口座の変更
　　お名前の変更
お支払い日
　　お支払い日の変更
ご登録販売店
　　ご登録販売店の新規登録・変更
ショッピング・リボルビング払い
　　ご利用方法（国内・海外）の変更
　　残高スライド方式
　　お支払いコース変更
　　定額方式
　　お支払い額変更
　　ボーナス加算のお申し込み（変更）中止

15000▲

15002▲
15003▲

15104

15108

15110

各
種
変
更
届

Financing メニュー コード
フレックスペイパンフレット
リボ・分割パンフレット

14088
14075

キャッシング 12200

●❶メールアドレス ●❷ご契約時にご登録の
　電話番号

スマートフォン
からはこちら

初めてご利用される場合のログイン方法

MY TS CUBICサービスのご案内
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インフォメーションインフォメーション 各種お問い合わせ各種お問い合わせ

サービスのご利用には、会員番号〔16桁〕と暗証番号〔4桁〕または生年月日［西
暦で8桁］が必要です。お手元にTS CUBIC CARDをご用意ください。

ご利用実績照会サービス、ポイント照会・受付サービス

ご利用実績照会サービス

0800-700-2711 通話料無料

ポイント照会・受付サービス

0800-700-2722 通話料無料

各サービスのお申し込み・お問い合わせ先電話番号です。
電話番号はお間違いのないようおかけください。

お問い合わせ先
電話番号一覧

保険事故受付デスク

国内レンタカー優待

海外レンタカー優待

トヨタレンタカー
予約センター

ハーツレンタカー
予約センター

サービス名称 デスク名 電話番号 営業時間

カード付帯保険

9：00～17：00
土・日・祝日および、
年末年始・休業日を除く

9：00～17：30
年中無休
年末年始を除く

8：00～20：00
年中無休

9：00～18：00
土日祝、
年末年始を除く

24時間・年中無休

24時間・年中無休

24時間・年中無休

   052-239-2828名古屋
   03-5617-2828東　京

通話料無料

通話料無料

https://shop.gazoo.com/
shop/pages/contact.aspx

0800-7000-111

0800-700-8124

GAZOOショッピング事務局GAZOOショッピング優待

キャッシング ファイナンスデスク

引っ越し優待

※一部つながらない電話回線があります

ドライバーズサポート24 ドライバーズサポート24 通話料無料0800-700-0024

通話料無料0800-999-1406

携帯電話からもご利用いただけます。 携帯電話からもご利用いただけます。

紛失・盗難
受付デスク 海外からはコレクトコールで［81-52-239-2822］ 

万一、クレジットカードが不正使用された場合でも、特別な場合を除き、紛失・盗難
のお届けをいただいた日から60日前までさかのぼり、それ以降の損害額を補償い
たします。下記電話番号へご連絡いただくと同時に、最寄りの警察署（交番）へも
お届けください。

カードの紛失・盗難の際は
まずお電話を

ご利用の前に

暗証番号について

●カードをご利用いただく前に、カード裏面に必ず会員ご本人さまの
サインをしてください。

●カードには磁気ストライプが入っております。折り曲げたり、磁気に近づけたりすると
機能が低下して利用できなくなります。また、ICチップ（金色の部分）を水に濡らしたり
汚したりすると、故障・誤作動の原因となりますのでご注意ください。

●カードには暗証番号（4桁）が登録されています。これはキャッシング・
カードローンなどCD・ATMをご利用される際、また対応端末でショッピング
にご利用される際に必要となるお客さまだけの秘密の番号です。
●暗証番号入力の際に、暗証番号を盗み見られたり他人に知られたり
しないよう、十分ご注意ください。
●暗証番号が入会申込書にご記入のなかった場合は、弊社にて
設定させていただいております。弊社設定の暗証番号は、後日書面
にてお届出住所あてにご案内（郵送）いたします。
●暗証番号は生年月日や住所・電話番号など他人に簡単に知られやすい番号は避けてください。
ご自分の生年月日、電話番号、ご住所の番地の数字や4桁の同じ数字など、他人に容易に知られて
しまう危険のある暗証番号はご指定いただけません。上記条件に相当する際は、
弊社にて採番させていただく場合がございます。

●ICカード対応端末設置店でご利用の場合は、売上票へのサインの代わりに暗証番号の入力・
照合によりご本人利用の確認をさせていただきます。

●売上票のお客さま控えは必ず保管し、後日郵送されるご利用代金明細書との照合にご利用ください。

●警察や弊社社員を名乗って、暗証番号をお客さまに問い合わせる手口が横行しております。
暗証番号を問い合わせることはございませんので、他人へは絶対教えないようにご注意ください。
●登録された暗証番号が、他人に知られた事により生じた損害は会員さまにご負担いただく場合も
ございます。

※売上票にご記入されるサインと同じサインを、カード裏面のご署名欄に
ご記入ください。カードが盗難・紛失により不正使用された場合、
サインのないカードは損害額が補償されません。
※ETCカードの場合、ご利用時サインは不要の為ご署名欄はございません。

※暗証番号の入力いただけない場合、カードをご利用いただけないケースがございます。
※暗証番号がご不明な場合は以下のいずれかの方法で弊社へお問い合わせください。
1）TS CUBIC WEBサイトの暗証番号照会サービス
2）弊社インフォメーションデスク（ゴールド会員の方は、カード裏面の専用電話番号をご利用ください。）
いずれの場合も、後日書面にてお届出住所あてに郵送にてご案内いたします。
お電話ではご案内できませんのでご了承ください。

※暗証番号の変更をご希望の場合は以下のいずれかの方法で弊社へお問い合わせください。
1）TS CUBIC WEBサイトの暗証番号変更届出用紙の請求サービス
2）弊社インフォメーションデスク（ゴールド会員の方は、カード裏面の専用電話番号をご利用ください。）
いずれの場合も、後日暗証番号変更届出書をお届出住所あてに郵送にてお送りします。

カードの裏には
サインが必要です。

24時間
年中無休052-239-2811名古屋

カード利用方法について

カードご利用の注意とお願い

ホームセキュリティ優待 0120-39-2413

0120-756-892

通話料無料

通話料無料

綜合警備保障（ＡＬＳＯＫ）

セコム

・電話番号はお間違いのないようおかけください。

9：00～18：00
年中無休
年末年始を除く

通話料無料0120-154-555名鉄運輸

8：00～20：00
年中無休
年末年始を除く

通話料無料0120-39-0123アート引越センター

8：00～20：00
年中無休
年末年始を除く

通話料無料0120-154-227日本通運

9：00～19：00
年中無休
年末年始を除く

9：00～18：00
年中無休
年末年始を除く

通話料無料0120-72-0041サカイ引越センター

7：30～19：30
年中無休
年末年始を除く

通話料無料0120-04-2626アリさんマークの引越社

通話料無料0120-66-8100ハート引越センター
8：30～20：00
年中無休
年末年始を除く

https://shop.gazoo.com/shop/pages/contact.aspx

