
フィールタウンカード

ご利用の手引き
フィールタウンカードは、国内はもちろん海外でもご利用いた
だけます。
ご利用の前にこの「ご利用の手引き」と同封の「総合ガイド」を
ぜひご一読いただき、カードをより有効にお役立てください。

初年度無料、次年度以降も年会費お引き落とし月の前々月の5日までの
1年間にフィールまたはティーエスキュービック、JCB、Visa各加盟店で
本人会員さまもしくはご家族会員さまのクレジットカードでのショッピ
ングのご利用が1回以上あれば次年度年会費無料。

※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）が条件となります。
　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ござい
　ますのであらかじめご了承ください。
※クレジットカードでのショッピングのご利用がない場合は本人会員さま1,375円
　（税込み）、ご家族会員さま440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
　となります。

この1年間にクレジットを
ご利用になると

○○年の1年前の
3月6日

○○年の
3月5日

○○年の
5月2日

対象期間

■年会費について

カード会員番号

カード有効期限（月/西暦）お名前

※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。

例えば・・・　　○○年5月2日に次年度年会費お引き落としの場合

年会費
お引き
落とし日

次年度
年会費無料

■ETCカード年会費 無料

■お支払い日について

※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。
※ご利用の加盟店により、事務処理上、お引き落とし月が遅れる場合もございます。

「毎月5日締切、翌月2日払い」
ご利用代金は、ご指定の口座から自動引き落としさせていただきます。

　前月6日

お支払い

　当月5日 　翌月2日

ご利用



このカードのポイント明細

前回ポイント残高

ご購入感謝ポイントとして800ポイントをプレゼント
させていただきます。

25,000

フィールタウンカード サービスのご紹介

サインいらずで、簡単お支払い！

※フィールタウンカードでのお支払いのみ割引が適用されます。
※割引除外品がございます。詳しくは各売り場にておたずねください。
〈5％割引除外品の一例〉
金券類（商品券・ビール券等）、たばこ、お酒類全般（ノンアルコール飲
料等を含む）、書籍・雑誌、銘店（催事コーナーを含む）、おせち・ケーキ
等の予約承り品、お中元・お歳暮等のギフト商品、早期割引商品、催事
コーナーの商品等、切手、郵便はがき、印紙、地域指定のゴミ袋（一部地
域）、宅配等の配送料金等

毎月「第3金曜日と翌日の土曜日」は、

フィールタウン
カードのご利用で 5％OFF

フィールのお店でのお買い物は面倒なサインの必要はありませ
ん。そのため、レジでの精算も素早くできて、お支払いも簡単です。
●2万円以上のお買い物についてはサインが必要となります。

以下の商品についてはフィールのお店でのカードのご利用は
いただけません。
※商品券・ギフト券・切手・印紙・はがき

フィールタウンカードのショッピング特典

ポイントの獲得

※ポイントは月間のショッピング利用合計額に応じて計算されます。
※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、Edyチャージ、au WALLETカードチャージ
などについてはポイント付与対象外となります。

1ポイント
自動的に

 加算されます。

200円で

国内・海外の

フィールでの
お買い物をカードでお支払い
※フィールのお店でのお支払い方法は、
　1回払いのみです。

加盟店でカードでお支払い
※お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。

フィールポイントサービス



ご利用明細については、裏面をご覧ください。

口  　座  　名  　義

ご利用のカード名称／カード会員番号

個人情報保護の観点から、口座番号及びカード会員番号の一部を非表示としております。

口  　座  　番  　号

支　      　　　　店

金  　融  　機  　関

カード利用可能枠

金利・手数料率 合計可能枠ご利用可能枠

※お問い合わせの際はお手元にカードをご用意ください。お問い合わせ先

※ご利用可能枠は、このカードの本人会員と家族会員の合計分となります。

※金利・手数料率は、このカードの料率です。家族会員はカードローンの設定はござい

ません。

※合計可能枠は、お客さまがお持ちのすべての当社発行カードのうち最も高い可能枠を

表示しておりますのでこの範囲でご利用ください。ただし、カード毎に可能枠の設定

このカードのポイント明細

前月ポイント残高 当月獲得ポイント 還元ポイント 当月失効済ポイント ボーナスポイント 他調整ポイント ポイント残高

携帯電話やプロバイダー料金の
お支払いを、カードで!

海外旅行での
お買い物をカードで!

家族みんなで出かける
週末の夕食をカード払いに!

よく行くスーパーやコンビニ
でのお買い物をカードで!

毎日のお買い物から日々のお支払いまで、使えば使うほどポイントがたまります。

高速道路やガソリン代の
お支払いに!

※ETC TS CUBIC CARDは、ETC専用カードです。ETC以外ではご利用いただけませんので、ご注意ください。

（V：VISA、M：Master Card、J：JCB）

ご請求に関するお問い合わせ先

※お問い合せは本人会員さまからお願いします。

各種お問い合わせ先

カードの紛失・盗難のご連絡　＜24時間・年中無休＞　TEL 052-239-2811

＜24時間・年中無休＞

A0110020B

111000

××××××××－××××××××－××－××－××　××××××××

トラベルセンター

［東京 ］０３－３４３１－２５６６

有名ホテルからビジネスホテル、旅館まで国内約２
，８００軒のホテル・旅館が５％割引でご予約いた
だけます。ぜひ、この機会にご利用ください。
お問い合わせ・お申し込みは、トラベルセンターま
で。

国内ホテル・旅館のご予約は
「トラベルセンター」をご利用ください。

お気軽にお問い合せください。

トラベルセンター

［東京 ］０３－３４３１－２５６６

有名ホテルからビジネスホテル、旅館まで国内約２
，８００軒のホテル・旅館が５％割引でご予約いた
だけます。ぜひ、この機会にご利用ください。
お問い合わせ・お申し込みは、トラベルセンターま
で。

国内ホテル・旅館のご予約は
「トラベルセンター」をご利用ください。

お気軽にお問い合せください。

ご購入感謝ポイントとして800ポイントをプレゼント
させていただきます。

他調整ポイントが200ポイントございます。
詳細は上記のお問い合わせ先までお電話ください。

失効予定
ポイント 00＊＊＊＊＊＊

1月5日12月5日11月5日

関東財務局長（7）第００７３１号

トヨタファイナンス株式会社
460-0003
名古屋市中区錦2丁目　17番21号　
NTTデータ伏見ビル別館

山田　太郎

ＴＯＹＯＴＡ　ＴＳ　ＣＵＢＩＣ　ＣＡＲＤ　ゴールド／Ｖ

1234-56XX-XXXX-1234

三井住友銀行
名古屋支店

普通 1234XXX

100万円
100万円
10万円
20万円

100万円
100万円
10万円
20万円

9.6％
26.4％
13.2％

　　内リボルビング

　　内キャッシング

カードローン

このカードのポイントは切替後のカードに移管しています。 下記の表は、右上記載の発行月を当月とした表記となっております。

25,000 2,030 -5,000 0 0 0 ＊＊＊＊＊＊

●ゴールドデスク TEL 0800-700-XXXX

●資料請求サービス フリーコール

http://ts3card.com

携帯電話・PHSからはこちら

TEL 0800-700-XXXX

TEL 052-239-XXXX

［ホームページアドレス］

［自動音声応答サービス］

（一部ご利用いただけないお電話・機種がございます。）

＜9：00～17：30年中無休（年末年始除く）＞

今回獲得ポイント 還元ポイント 今回失効ポイント ボーナスポイント 他調整ポイント ポイント残高

ご購入感謝ポイントとして800ポイントをプレゼント
させていただきます。

他調整ポイントが200ポイントございます。
詳細は上記のお問い合わせ先までお電話ください。

このカードのポイントは切替後のカードに移管しています。

2,030 -5,000 0 0 0 ＊＊＊＊＊＊

■ご利用代金明細書やお電話・インターネット（TS CUBIC 
　CARDモール）でポイント確認

●ご利用代金明細書の表面記載の「ポイント明細表」でポイント残高を
ご確認ください。

※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。
　お手元にフィールタウンカードをご用意ください。

ご利用代金明細書

ポイントのご案内

https://tscubic.com/

獲得ポイントの確認

TS CUBIC 
WEBサイト

（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0800-700-2722ポイント照会・
受付サービス

■お問い合わせ

ポイントの交換商品と交換方法

●500ポイントからでも商品券に交換できます。

■フィール商品券
1,000ポイントで1,000円分

●1,000ポイントから商品をご用意しております。
獲得したポイント数に応じてご希望の商品と交換できます。
●フィールタウンカードのポイントは2年間有効です。

以下の方法でたまったポイントの交換ができます。
　①郵送でのお申し込み
　　「フィールタウンカードポイント還元手続書」を使用してお申し込み
　いただけます。

　　・「フィールタウンカードポイント還元手続書」はインターネット会員専用ページ
　　  「各種サービスメニュー」の「資料請求」からご請求いただけます。
　　・フィール店頭にも設置されておりますので、そちらもご使用いただけます。
　※「フィールタウンカードポイント還元手続書」の到着をもって、
　　お申し込みの受付にかえさせていただきます。
　②インターネットでのお申し込み（https://tscubic.com/）
　　インターネット会員専用ページ「ポイント交換手続き」よりお申し込みいただけます。
　③お電話でのお申し込み（自動音声応答サービス）
　　TEL:0800-700-2722（通話料無料）24時間・年中無休
　　・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。
　　・お手元にフィールタウンカードをご用意ください。

お申し込み受付後、約1～2ヶ月で商品のお届けをいたします。
　・商品のお届け先は、ご利用代金明細書の送付先と同一とさせていただきます。
　・複数の商品を同時にお申し込みの場合には別々のお届けとなります。

■トヨタファイナンス ポイントサービス商品

■ ポイントの交換手続

■商品のお届け

見　　　　　本

確認



受付時間／9：00～17：30（年中無休　年末年始を除く）

　名古屋 052-239-2500

●電話番号はお間違いのないようおかけください。

本誌に掲載されている情報は、特に記載のない限り2022年12月現在のものです。
内容に変更が生じる場合がございますのでご了承ください。

　東　京 03-5617-2500

■フィールタウンカードについてのお問い合わせ先

トヨタファイナンス
インフォメーションデスク

受付時間／24時間（年中無休）

（海外からはコレクトコールで81-52-239-2822）
　名古屋 052-239-2811

■カードの紛失・盗難の際のご連絡先

紛失・盗難受付デスク

お問い合わせ電話番号

2022年12月版 1206218

フィールタウンカード サービスのご紹介

「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。

ご契約者さま専用サイトMY TS CUBIC

■はじめてご利用される場合のログイン方法

ご注意
「TS CUBIC WEBサイト」、「MY TS CUBIC」ではフィールタウンカード会員さま
にはご利用いただけないサービス、ご利用条件の異なるサービスもご案内して
おります。ご了承のうえご利用ください。

※ホームページ上でログインIDの設定・変更・確認やパスワードの変更もできます。
※ここで設定いただくパスワードはオンラインショッピング認証サービスの
　パスワードとしてもご利用いただけます。

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。

お手続きに必要なもの

MY 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

下記のいずれか一つ
●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

3

※MY TS CUBICは本人会員さまのみのご利用となります。
※会社や施設などからアクセスされる場合（プロキシサーバー経由など）には、
ご利用いただけない場合もありますのでご了承ください。

2

ご契約時に
ご登録の電話番号メールアドレス

1

スマートフォン
からはこちら


