
4入会金・年会費は無料です。

▶お車のトラブルの際は、
  タイムズロードサービスへ

0570-05-8109 （24時間・365日対応）お問い合わせ先

カードごとに記載されている会社名（②）、車両番号（③）、燃料油
購入区分（④）をお確かめください。
※車両番号の指定がない場合は「00000」が表示されます。

● 年会費：550円（税込み）／枚
● 以下の3点はENEOS BUSINESS Ⅱ
 とは異なります。
 ①カード発送が別送になります。
 ②請求が別々になります。
 ③ご利用明細を確認いただくID
 　は異なります。
● 紛失・盗難された場合の連絡先は
　上記と同様です。

車から離れるときは、必ず
　　ETC車載器からETCカードを
　　取り出し携帯してください。
● ENEOS BUSINESS ETCカード
 を、新たにお申し込み希望の場合は、
 インフォメーションデスクまで
 お問い合わせください。

● 24時間、365日。お電話一本でかけつけます！
● 乗用車・大型車両・バイクでのトラブルに対応します。
● 費用は、ENEOS BUSINESS Ⅱでお支払いができます。

※当ご利用のしおり記載内容は、2020年8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、ご了承ください。 2203302

https://www.eneos.co.jp/ 

※カードの裏面に会社名が未記入のままで、不正利用された場合は、損失が補償
　されないことがありますので、ご注意ください。
※商品ご購入時の売上レシートには、会社名と利用者名をご記入ください。

カードの有効期限（⑤）をお確かめください。

カード裏面の会社名ご記入欄（⑦）に、必ず会社名をご記入ください。
サインの無いもの、書き直したものはご利用になれません。

お支払い方法3
① 毎月末日締め、翌々月2日口座引き落とし
② 毎月15日締め、翌月17日口座引き落とし
※お支払日はカード送付のご案内をご確認ください。
※事務処理上の都合で、締め日までにご利用いただいても1カ月以上遅れでご利用
　代金をご請求させていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。
※お支払日が金融機関休業日の場合は、翌営業日となります。
※ENEOS BUSINESS ETCカードの場合、上記①の締め日は翌月5日、上記②の締め日は
　同月20日となります。（口座引き落とし日は変わりません。）
※締め日の変更は発券店までご連絡ください。
※お支払い方法の変更をご希望の場合は、インフォメーションデスクにご連絡ください。
　但し、一定の条件がありますので、ご希望に添えない場合がございます。

店頭価格で給油可能2
ガソリン・軽油が、店頭価格※でご利用いただけます。
もちろんオイル交換や洗車などにもご利用いただけます。
※店頭価格が表示価格と異なる場合があります。詳しくは店頭にてスタッフに
　ご確認願います。

カードをご利用になる前に

※通話は有料です。
※本サービスのご利用にかかる費用はすべてお客さまのご負担となります。
※サービス運営者または実施者が作業困難と判断した場合、サービス提供ができかねる場合がございます。
※本サービスはタイムズコミュニケーション㈱が提供します。
　詳細はこちら（https://www.timesclub.jp/about/roadservice_st.html）

（2）カードの有効期限をご確認ください。

（3）会社名を必ずご記入ください。

BUSINESS Ⅱ
BUSINESS Ⅱ

● 会社名などの変更
● ご指定金融機関口座の変更
● カードの再製（磁気不良など）
● ENEOS BUSINESS ETCカードの新規申込
● その他変更に関するお問い合わせ

BUSINESS

カードをご利用になる前に カードをご利用になる前に

お知らせ

▶紛失・盗難された場合は、まずお電話を！

もしもの時の紛失・盗難補償付き

紛失・盗難にご注意ください！

ETCカードについて

●万一、カードをなくしてしまった時は、警察署（交番）とトヨタファイナンスへ
  すぐにご連絡ください。

紛失・盗難
受付デスク

●カード入会と同時にカード紛失・盗難補償が付帯されます。
●万一不正使用された場合にも、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。
　※詳しくは、会員規約をご参照ください。

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。

各種お手続き・お問い合わせは以下までご連絡ください。
ご連絡先

名古屋 （24時間・年中無休）052-239-2811

ご利用のしおり

●ENEOS BUSINESS Ⅱの追加申込
●ENEOS BUSINESS ETCカードの追加申込
●燃料油購入区分の変更
●請求締め日の変更

カード発券店

トヨタファイナンス
インフォメーション
デスク

トヨタファイナンス
インフォメーション
デスク

東 京 受付時間／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。
名古屋

03-5617-2293
052-239-2293

1カードをご確認ください。
（1）会社名・車両番号・燃料油購入区分をご確認ください。

※購入区分は次のとおりです。

ガソリン・軽油
両方を購入可能

ガソリン専用
軽油以外の商品を
購入可能

ガソリン以外の
商品を購入可能

軽油専用

①カードコード ②会社名

③車両番号 ④燃料油購入区分※ ⑤有効期限 ⑦会社名ご記入欄

⑥カードを申し込まれた
　発券店名

忘れずに
ご記入
ください。

ＥＮＥＯＳ株式会社 ホームページ



ご利用金額の確認方法  ～法人会員さま専用WEBサービスのご案内～

ENEOS BUSINESS Ⅱのご利用金額は書面とWEBでご確認いただけます。
WEBを活用することでご利用内容の詳細をいち早く確認でき、経理処理がよりスピーディーになります。

メールのＵＲＬにアクセス・ログイン
することで、ご利用明細（利用日・利用
金額・利用店舗など）が確認できます。

＊1 暦日・事務処理・郵送事情などにより上記日程通りにならない場合がございます。
＊2 ENEOS BUSINESS ETCカードの締め日は、毎月5日締め(末日締めの方)と、20日締め(15日締めの方）となります。

15日締めの方
末日締めの方

15日締めの方
末日締めの方

（             　     ）

（             　    ）

● 今回のご請求内容 

● 今回のご利用明細 

（                ）
● 照 会
過去13カ月分の
ご利用明細を
確認できます。

・お支払日
・ご請求金額合計など

・利用日・利用金額
・利用店舗など

お支払総括書 2 0  X X 年 6 月 1  5 日  発行
いつもご利用いただきまして誠にありがとうございます。
今回のご請求金額をご案内申し上げます。

トヨタファイナンス株式会社

下記口座よりお引き落しします。ご入金はお早めにお願いいたします。

お口座の登録が未完了の際に振込用紙等をお送りしてお支払いいただく場合があります。

ご請求金額合計

TFC会員番号

お支払い方法 自動振替

下記内容はご請求金額の車両毎の小計となります。

アクセスはこちらから https://ts3card-business.jp
ご利用明細については、WEBにてご確認ください。

※ログイン画面を「お気に入り」に登録
　すると便利にご利用いただけます。

5 0 万円
名古屋支店
◯△商事株式会社

三井住友銀行
普通

金融機関

口座番号

6900-0000-0000-1234 お問合番号

支店

口座名義

お支払日

ご請求金額合計（A）

カード限度額

12345678901234

年20XX 月7 日2
円106,111

1234XXX

150
19

250
R001
R002

12609
31160
14379
27676
20287

600
1388
685

1318
967

2022

2022 4958106111

カード名称

カードコード 車両番号 ご請求金額（円）内、軽油引取税（円） 内、消費税（円） 摘 要

ＥＮＥＯＳ　ＢＵＳＩＮＥＳＳ　Ⅱ

9-123456-000-01234
9-123456-000-01235
9-123456-000-01236
9-123456-000-01237
9-123456-000-01238

裏面も開けてご確認ください。・利用日
・利用金額
・利用店舗など

● ご請求金額・ご利用明細は過去13カ月分を確認できます。
● ご利用明細はWEBからダウンロードでき、 お客さまご自身
 で保存・加工できます。

● ご登録いただくメールアドレスにご請求金額の確定をご案内
 します。
● メールでご案内するURLにアクセス（ログイン）いただくと、
 ご利用明細（利用日・利用金額・利用店舗など）が確認できます。

＊3 書面での確認が不要（WEBのみ）な会員さまは、WEB画面に従い
 お手続きください。
＊4 書面への変更をご希望の場合は、インフォメーションデスクまで
 ご連絡ください。 （             　  　　   ）

ご利用金額確認の流れ

お申し込み

カードのお届け

ご利用金額の確認方法 ご登録の手順 WEBでのご確認 書面でのご確認

初回ログイン

サービス利用者規約同意

～ ID・パスワード入力 ～

会員情報登録

仮登録完了

メール受信

～ メールアドレス入力 ～

本登録ログイン

本登録完了

～ パスワード変更 ～

ID・パスワードの
ご案内書をお届け

カードと
別送です。

ユーザー登録

メールで請求金額の
確定をご案内

ご案内時期

‥翌月14日頃
‥当月29日頃

会員さまの締め日が

＊1 ＊1

＊2

＊2

書面で請求金額を
ご発送 口座引き落とし

ご発送時期 お支払日
●末日締めの方
翌々月2日

●15日締めの方
翌月17日

‥翌月18日頃
‥当月末日頃

会員さまの締め日が
＊2

＊2

●カード発行とは別送で、ご利用明細を
　WEBで確認するために必要なID・
　パスワードのご案内書を送付します。

重要な書類ですので
大切に保管してください。

カードのご利用 ご確認 ●ご利用金額は書面とWEBにてご確認いただけます。

※ログイン用のIDおよびパスワードは別途ご案内書をご送付します。

ご
確
認
で
き
る
内
容

請求金額合計

車両毎の小計金額

WEB 書 面

詳しくは
ID・パスワードのご案内書
をご覧ください。

※ログインが必要です。

●「ログイン」画面 ●「利用明細表示」画面

●「ログイン後」画面

照会ボタンをクリックして、
利用明細表示画面へ

●ID・パスワードを入力して、
　ログインしてください。

●ページ印刷

●CSVダウンロード

（印刷をして紙面での管理もできます。）

データをダウンロードして、
保存・加工が可能です。

＊3

＊4

ここがPoint!
書面より早く確認できます！

まずは
ログインを
お願いしま

す！
● お支払日

● ご請求金額の合計

● 車両毎の小計金額

書面にてご利用金額の合計と
車両毎の小計金額をご確認で
きます。


