キャッシュバック

キュービック
プレミアム
（商品交換）

キャッシュバックで
カーライフの充実を！

5,000ポイントからお気に入りの
商品をGET!

※写真はイメージです。

ポイントプラスとは？
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」やいろいろな商品と交換できる
「キュービックプレミアム」
をご利用ください。

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に
キャッシュバック手続
（カードご利用）

TS CUBIC
CARDで
お支払い

ポイントが

たまる

キャッシュバック

いろいろ
選べます
いろいろなアイテムの中から
お好きなものを選び交換手続
（5,000ポイントからお申し込みいただけます）

ご希望の
商品を

GET！

キャッシュバック
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。

キュービックプレミアム

○ ポイントプラスとは？
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● ポイントをためる
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● ポイントをつかう キャッシュバック 「サービスや商品ご購入時にキャッシュバック」、
「キャッシュバックのお手続き方法」、
「 使ってバック」
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● ポイントをつかう キュービックプレミアム（商品交換）「キュービックプレミアムの交換手続」

P6

● ポイントをつかう 他ポイントへの移行
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● ポイントをつかう 法人カード・法人ETCカードのポイント交換
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ポイントをためる
どこでもたまる！
カードのご利用金額に応じて、国内・海外の加盟店で1,000円ごとに10ポイントがたまります。

国内・海外の加盟店で

●1，
000円のご利用ごとに

10ポイント

※年会費、
キャッシング、
カードローンなどのご利用分、au PAY残高へのカードチャージ、TOYOTA Wallet残高への
カードチャージ、各種手数料についてはポイント付与対象外となります。
※Edyチャージ、PiTaPaのご利用などについては2,000円で5ポイントとなります。
※TS CUBIC VIEW CARDをお持ちのお客さまは、JR東日本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ポイントが
たまります。

おトクにためる！

下記のポイントプラス特約店・ポイントアップマーケットWEBをご利用いただくと、通常のポイント付与率
（カードご利用合計1,000円につき10ポイント）
より高い付与率で、
おトクにポイントをためることができます。
たとえば

いつでもポイント

1.5倍

1ヶ月のご利用金額

合計10,000円で

いつでもポイント

2倍以上!

獲得ポイント

150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、通常の

1.5倍（1,000円につき15ポイント）ポイントがたまります。
●ポイントプラス特約店一覧

ポイントアップマーケットWEBを 経由して
ご利用いただくとネットショッピングで
ポイントが最大10倍たまります。
●ショップ一例

＊1

＊2

その他

＊3

※一部対象外となる店舗・商品・サービスがございます。
＊1 インターネットでのご利用が対象となります。＊2 沖縄電力管内・離島を除きます。
＊3 東京ガス
（株）
の供給エリアのうち、
「東京地区等」
と規定しているエリアとなります。

専用サイトの
アクセスはこちらから！

400店舗以上！

ポイントアップマーケット

または

https://www.ts3pum.com/

※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。

カードのご利用以外でもポイントがたまります

●三井住友信託銀行

●大垣共立銀行

定期預金など三井住友信託銀行とのお取り引きでポイントが付与されます。
（無通帳）
を開設、
※TS CUBIC CARD会員の方で三井住友信託銀行のユアパートナー総合口座
「TS CUBIC CARD・すみしんマネークラブ」
に入会していることが条件となります。

大垣共立銀行でのお取り引きに応じて自動付与される
ポイント
（サンクスポイント）
をポイントプラスのポイントに
移行することができます。

■三井住友信託マネークラブ専用デスク
0120-923-195
（通話料無料）
9：00〜17：00
（土・日・祝日および12月31日〜1月3日はご利用いただけません。）

ポイントプラスに
ついて詳しくは

TS CUBIC WEBサイト

https://tscubic.com/point-plus/save/

インフォメーションデスク
東京 203-5617-2511

名古屋

2052-239-2511

【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。

本ガイドの記載内容は2022年2月現在のものです。記載内容は予告なしに変更する場合がございます。

ポイントの計算方法
① 国内・海外の加盟店利用時

付与されるポイント

カードご利用金額合計÷1,000円×10ポイント

② 一般加盟店利用時
電子マネーへのチャージ等＊利用時

付与されるポイント

カードご利用金額合計÷2,000円×5ポイント

※上記①、②を分けて計算します。なお、
それぞれの1カ月のご利用金額合計が1,000円単位
（②は2,000円単位）
に
満たない部分は切り捨てとなります。
＊Edyチャージ、PiTaPaのご利用などが対象となります。

ポイントの有効期間とポイントがたまるタイミング
有効期間はセレクトカード・レギュラーカード会員
は2年間、レクサスカード・ゴールドカード会員は
3年間です。
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。

お支払い方法

ポイントがたまるタイミング

1回払い

ご請求月

2回払い

1回目ご請求月

ボーナス1回払い

ご請求月

ボーナス2回払い

1回目ご請求月

回数指定分割払い

1回目ご請求月

リボルビング払い

1回目ご請求月

フレックスペイ

１回目ご請求月

たまったポイントの確認方法
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
3
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 やレクサスファイナンシャルサービス
ホームページのマイページの他、自動音声応答サービスでもご確認いただけます。
■ご利用代金明細書でポイント残高を確認
ご請求時にお届けするご利用代金明細書の「ポイント
明細表」に獲得ポイントが表示されます。
※キャッシュバック・交換手続きの前には、必ずポイント
残高のご確認をお願いいたします。
※右記イメージと異なるご利用代金明細書もございます。

■専用のクレジット端末で
トヨタ販売店、
レクサス販売店、
ダイハツ販売会社、
ジェームスなど
※一部対象外のお店がございます。

■ホームページ
■TS CUBIC WEBサイト

ht t p s : / / t s c u b i c .c o m /
■レクサスファイナンシャルサービスホームページ

ht t p s : / / l e x u s - f s .j p /

個人
会員さま
専用
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■通話料無料 自動音声応答サービス
（ポイント照会・受付サービス）

0800-700-2722

通話料無料 （24時間・年中無休）

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

個人
会員さま
専用

※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。
お手元にカードをご用意ください。

ポイントをつかう（キャッシュバック）
キャッシュバック
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キャッシュバックのお手続きができます。
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 、部 品 共 販 店など）
●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

◎サービスや商品購入時にポイントをキャッシュバック
※レギュラー・セレクト会員さまは1回にキャッシュバックできるポイント数は20万ポイントが上限になります。
ゴールド会員さま、
レクサスカード会員さまは１回
にキャッシュバックできるポイント数の上限はありません。
※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。
※新車・中古車・住宅ご購入時などのTS CUBIC CARD（レクサスカードを含む）
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。
※キャッシュバック手続の対象となる車両の名義は、個人会員の場合はご本人、
もしくは同居のご家族名義のみとなります。
法人会員の場合は法人名義のみとなり、個人名義は対象外です。
（ただし、法人会員でも法人格のない個人事業者の場合は、代表者個人名義のみ対象となります。）

1 ポイント

1ポイント＝1.5円でキャッシュバック

1.5

円

■ 新車＊のご購入・リースご契約／トヨタホームのご購入

＊新車とは、販売店ごとの正規取扱車種となります。

「新車の購入・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ポイント1.5円でキャッシュバックできます。
※リース契約のお支払いにカードはご利用いただけません。お持ちのポイントがすべてキャッシュバックとなります。
※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。

1 ポイント

1ポイント＝1円でキャッシュバック

1.0

円

■ 中古車のご購入・リースご契約
中古車・リースの場合は、お持ちのポイントを1ポイント1.0円でキャッシュバックできます。
※リース契約のお支払いにカードはご利用いただけません。お持ちのポイントすべてがキャッシュバックとなります。
※同居のご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。

■ 車検・サービス会員制度のご利用
お持ちのポイント内でご指定のポイント数をキャッシュバックできます。
※カードでお支払いされない場合でも、専用の還元手続書でキャッシュバックできます。
※サービス会員制度とは、
オイル交換のボトルキープなどを含む、前払いのメンテナンスパック商品を指します。

■ 上記以外の商品・サービス＊のご利用

上記のお店で代金のお支払いにTS CUBIC CARD（レクサスカードを含む）をご利用いただくと、お持ちのポイント内で
ご指定のポイント数をキャッシュバックできます。なお、キャッシュバックの金額はカードご利用金額が上限となります。
＊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
※保険商品は、
キャッシュバックの対象商品となりません。

キャッシュバックの代わりにJALマイルへ移行
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
新車のご購入・リースご契約、住宅のご購入
マイル換算率

4ポイント＝3マイル

12151

中古車のご購入・リースご契約、他のサービスや商品購入時
マイル換算率

2ポイント＝1マイル

※マイルへの移行は、
すでにJALマイレージバンク日本地区会員であることが条件となります
（JMBお得意様番号が必要です）
。
また、
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。
※専用の還元手続書でのお手続きになります。 ※法人会員さまはご利用いただけません。

■マイル移行のタイミング
還元手続書がトヨタファイナンスに到着してから１〜2カ月かかります。手続書の受付をした後に
「ポイントプラス還元手続受付のご案内」
をお送りいたし
ます。マイル移行の確認につきましては、
ＪＡＬホームページ
（https://www.jal.co.jp/）
からＪＡＬマイレージバンク
（JMB）
にログインしてご確認ください。

通話料無料・24時間・年中無休 還元手続書（キャッシュバック専用）

資料
請求は

0800-700-2733

携帯電話・PHSからもご利用いただけます

サービス番号「9」▶ 資料コード12150
還元手続書（JALマイレージバンク専用） サービス番号「9」▶ 資料コード12151
還元手続書（キュービックプレミアム用） サービス番号「9」▶ 資料コード12194

キャッシュバックのお手続き方法
左記以外は還元手続書での
お手続きとなります

以下のお店ではその場で
お手続き完了！

12150

以下の場合も還元手続書でのお手続きとなります
・カードご利用がない場合のキャッシュバック
・商品購入時にお手続きをしなかった場合

・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。

●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。
〈カードご利用日
（商品ご購入日）
の翌月末当社必着〉

●お持ちのポイント数は
TS CUBIC CARD
（レクサスカードを含む）
を
ご提示いただくと
その場でご確認できます。

※商品をご購入された
お店の捺印が必要となります。

●車両購入・リースの場合は、
車検証の写しが必要になる
場合があります。

使ってバックとは…
TS CUBIC CARDのご利用でたまったポイントを、おクルマの
クレジットご利用期間中、1ポイント=1.5円でキャッシュバック
できるトヨタならではの商品です。

TS CUBIC CARDのご利用でたまったポイントをおクルマのクレジットご利用期間中キャッシュバック！
〈毎月充当を利用した場合のイメージ〉

※月々のご利用金額により、
キャッシュバックされる金額は変わります。
使って

P

「TS CUBIC CARD」を

￥ た まっ た ポ イ ント が

バック

おクルマのクレジットに

使って

300P

800P

500P

1.5倍に

450円

1,200円

750円

毎月ポイントが
たまる！

1ポイント =1.5円

キャッシュ
バック

月々のお支払いが
軽くなる！
※ポイント充当には、ポイント残高
が300ポイント以上必要です。

「使ってバック」のお申し込みに関するご注意
※キャッシュバックの方法は
「毎月充当」
と
「年１回のお振込み」
からお選びいただけます。※使ってバックのお申し込みには以下の条件がござ
います。①トヨタ販売店の新車
（販売店ごとの正規取扱い車種）
・中古車をご購入いただくこと②対象の新車・中古車を購入する際に、
トヨタ
ファイナンス㈱の対象クレジットをご利用いただくこと※対象クレジットの契約者は、
カード会員本人さま、
または同居のご家族に限ります。
③使ってバックお申し込み時にＴＳ ＣＵＢ
ＩＣ ＣＡＲＤに入会されるか、既に個人本人会員であること※ＴＳ ＣＵＢ
ＩＣ ＣＡＲＤのお申し込み
にはＴＦＣの所定の審査がございます。■残価設定型クレジットの再クレジット期間などは対象外となります。※一部お取扱いのない販売店
やキャッシュバック対象にならないポイントがございます。

使ってバックには適用条件があります。詳しくは下記のTS CUBIC WEBサイトをご覧いただくか、下記インフォメーション

デスクへお問合せください。

使ってバックに
ついて詳しくは

TS CUBIC WEBサイト

https://www8.ts3card.com/point/use_back.html

インフォメーションデスク
東京 203-5617-2511

名古屋

2052-239-2511

【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。

本ガイドの記載内容は2022年2月現在のものです。記載内容は予告なしに変更する場合がございます。
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ポイントをつかう キュービックプレミアム他
キュービックプレミアム（商品交換）・他ポイントへの移行
1,000ポイント単位で、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ができます。

※画像はイメージです。

他ポイントへの移行
「TOYOTA Wallet残高」
「がずポイント＊「
」Pontaポイント(auユーザー限定)」
「Suica」
へ
のポイント移行や
「JALのマイル」
「ANAのマイル」
への移行ができます
（個人会員専用）
※還元レートはP7をご確認ください。
※「他ポイントへの移行」に当たっては、
お客さまご指定のポイント
移行先の会員資格照会およびポイント登録に必要な範囲でお
客さまの情報をポイント移行先に通知いたします。
※法人会員さまはご利用いただけません。
＊
「がずポイント」
とは、
トヨタ自動車が運営するGAZOOショッピングでのお買い物でご利用できるポイントです。

※商品交換のポイント数はそれぞれ商品ごと
に異なりますのでTS CUBIC WEBサイト・
レクサスファイナンシャルサービスホームペ
ージ・インフォメーションデスクにてご確認く
ださい。
※商品は予告なく変更となる場合がございます。
※TS CUBIC VIEW CARDをお持ちのお
客さまは、ポイント交換によりSuicaへの
入金
（チャージ）
が可能です。
（詳しくはTS
CUBIC VIEW CARDご利用の手引きを
ご確認ください。）
ポイント移行できないカードもございます。
※一部、

◎キュービックプレミアムの交換手続方法

■インターネット

個人会員さま専用

TS CUBIC WEBサイト
MY TS3へログイン ▶

https://tscubic.com/
ポイント残高照会

▶ ポイント交換手続き

レクサスファイナンシャルサービスホームページ
マイページへログイン ▶

ポイント残高照会

https://lexus-fs.jp/

▶ ポイント交換手続き

■お電話（自動音声応答サービス） 個人会員さま専用
ポイント照会・受付サービス

20800-700-2722（通話料無料・24時間・年中無休）

お手元にカードをご用意のうえ、音声案内に従って下記の番号をご入力ください。
カード会員番号16桁 ▶ 暗証番号または生年月日 ▶ サービス番号「6」

※本サービスご利用の場合は、
ホームページのキュービックプレミアムWEB「商品一覧」から事前にご希望の商品をお選びいただき、商品番号をご確認のうえお手続きください。

〈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）
。
※法人会員さまは
「インターネット」
「お電話(自動音声応答サービス)」
からお申し込みいただけません。
インフォメーションデスク＊へのお電話または還元手
続書をトヨタファイナンスへご郵送ください。
※セレクト・レギュラー会員さまは1回に交換きるポイント数は20万ポイントが上限になります。
ゴールド会員さま、
レクサスカード会員さまは1回に交換できる
ポイント数の上限はありません。
＊ レクサスカード会員さまは、
レクサスファイナンスデスクで承ります。

資料
請求は

通話料無料・24時間・年中無休 還元手続書（キャッシュバック専用）

0800-700-2733

携帯電話・PHSからもご利用いただけます

サービス番号「9」▶ 資料コード12150
還元手続書（JALマイレージバンク専用） サービス番号「9」▶ 資料コード12151
還元手続書（キュービックプレミアム用） サービス番号「9」▶ 資料コード12194

他ポイントへの移行

以下のポイントへの移行ができます。

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）

＊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。

法人カード・法人ETCのポイント交換

購入商品

新車のご購入・リースご契約
住宅のご購入

1ポイント ＝ 1.5円

中古車のご購入・リースご契約
車 検
サービス会員制度

1ポイント＝ 1.0円

ご注意事項 「がずポイント」
「Pontaポイント
（auユーザー限定）」
「Suica
」への移行や「JALのマイル」
「ANAのマイル」への移行は個人会員さま
専用になります。あらかじめご了承をお願いいたします。
お手続き
方
法

お手続き
法
方

還元手続書を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まで)

5,000ポイントより
お好きな商品を申し込みください。
インフォメーションデスク＊へのお電話、
または還元手続書を
トヨタファイナンスへご郵送ください。

＊レクサスカード会員さまは、
レクサスファイナンスデスクで承ります。

※セレクト・レギュラー会員さまは1回に交換きるポイント数は20万ポイントが上限になります。
ゴールド会員さま、
レクサスカード会員さまは1回に交換できるポイント数の上限はありません。

■詳しくはホームページをご確認ください。 キュービックプレミアムはWEBでご覧いただけます。

https://tscubic.com/point-plus/use/return/
ポイントプラスを使いこなす

Q
A

家族カードの利用分もポイントはつきますか？

家族カードのご利用分にもつきます。
ただし、本人会員さまのポイントに合計され、本人会員さまのポイン
トとして蓄積されます。

Q

キャッシュバックができるお店でカードを使ったら
自動的にキャッシュバックされますか？

A

キャッシュバックにはお手続きが必要です。
詳しくは5 ページ「キャッシュバックのお手 続き
方法」をご覧ください。

Q

家族カードを持たない家族が新車を購入しましたが、
キャッシュバックできますか？

A

購入されたご家族が、
同居の方であればキャッシュバックが可能です。
その際は還元手続書で個人会員ご本人さまがお手続きください。

Q
A

Q&A

Q
A

キャッシュバック手続きには期限がございます。

Q

キャッシュバック手続きをしたら
いつキャッシュバックされますか？

A

専用のクレジット端末でお手続きいただいた場合、
下記の表の通りとなります。

キャッシュバック手続きには期限はありますか？
専用のクレジット端末でのお手続きはカードご利用当日のみです。
還元手続書をご利用になる場合は、商品ご購入日の翌月末日が
手続き期限となります。

還元手続書の場合も原則同様ですが、手続書到着時期によって
は１〜２カ月ずれる場合もございます。

キャッシュバックのタイミング
1回払い
2回払い
回数指定分割払い

車の購入にカードの利用ができますか？

リボルビング払い

カードのご利用については、
事前に各販売店にご確認ください。

ボーナス1回払い

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。

ご請求時

ボーナス２回払い
フレックスペイ

1回目ご請求時

ご請求時
1回目ご請求時

お問い合わせ一覧
○自動音声応答サービス
（24時間・年中無休・通話料無料）
※一部ご利用いただけないカードもございます。
※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。
※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。お手元にカードをご用意ください。

資料請求サービス

ポイント照会・受付サービス

■各種商品・サービスに関する
資料・パンフレットを無料でお届けいたします。

■ポイント残高の照会やポイントに関する資料、
商品交換の受付をいたします。

20800-700-2733

携帯電話・PHSも
ご利用いただけます。

メニュー

資料コード

ポイント還元手続書 キャッシュバック専用

12150

ポイント還元手続書 JALマイレージバンク専用

12151

ポイント還元手続書 キュービックプレミアム

12194

20800-700-2722

携帯電話・PHSも
ご利用いただけます。

※本サービスから
「キュービックプレミアム還元手続き」
をご選択
される場合は、
ホームページのキュービックプレミアムWEB
「商品一覧」から事前にご希望の商品をお選びいただき、商
品番号をご確認のうえお手続きください。

TS CUBIC WEBサイト

レクサスファイナンシャルサービスホームページ（レクサスカード会員専用）

https://tscubic.com/

https://lexus-fs.jp/

※家族会員、法人会員の方はポイント残高の照会などは
ご利用いただけませんのでご了承ください。

※家族会員、法人会員の方はポイント残高の照会などは
ご利用いただけませんのでご了承ください。

TS CUBIC CARDに関するお問い合わせは
■インフォメーションデスク

東京

203-5617-2511

9:00〜17:30

名古屋

2052-239-2511

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。

レクサスカード会員の方は、
カード裏面に記載の専用の電話番号をご利用ください。
GOLDカード会員の方は、
カード裏面に記載の専用の電話番号をご利用ください。

※本ガイドに掲載されている内容は特に記載のない限り2022年2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。
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