リゾートトラストメンバーシップカードについて
・リゾートトラストメンバーシップカードは「 Vi s a 」
ブランド 、
「 ゴールド 」グレードのカードです 。
・カード表面にはリゾートトラスト会員番号が刻字されて
いますので 、ご 確 認ください 。
（ ※クレジットカードの 会員番 号〈 16 桁 〉とは異なります ）

お名前

リゾートトラスト
会員番号

カード有効期限

会員番号〈16桁〉

※家族カードの場合は、
刻字されません。

■年会費
年会費は無料です。

■有効期限
カード券面に刻印されている有効期限月の末日までです。

■リゾートトラストメンバーシップカードのお問い合わせ

トヨタファイナンス
ゴールドデスク

0800-700-0800 通話料無料

※有効期限前に、自動的に更新カードをお送りしますので、期限が終了した
古いカードはハサミで切断のうえ破棄してください。

■お支払い日について

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
受付時間／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。

毎月５日締切、翌月２日にご指定の預金口座から自動引き落としさせていただきます。
前月6日
●

本誌に記載されている情報は、特に記載のない限り2021年1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。

ご利用

当月5日
●

翌月2日
● お支払い

※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。
※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。
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②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

ポイントサービス

（携帯電話・PHS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。お手元にリゾートトラストメンバーシップカードをご用意ください。
※本サービスは、個人会員さまのみのサービスとなっております。
法人会員さまは、
カード裏面に記載の専用電話番号をご利用ください。

ポイント獲得
国内・海外の加盟店で、ショッピングやお食事などをカードでお支払
いいただくと、1,000円ごとに5ポイントを自動加算いたします。

③TS CUBIC CARDモール
https://ts3card.com/

ご利用にあたって

1.月間利用金額に応じてポイントは計算されます。
（1,000円未満切捨）
2.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、ティーエスキュービックJCBギフト
カードのご購入などについてはポイント付与対象外となります。
3.ボーナス払い時のポイントは、お引き落とし月のご利用代金明細書
でポイントを加算いたします。
・夏のボーナス【8月2日引き落とし】
： 7月20日頃 明細書着
・冬のボーナス【1月2日引き落とし】
：12月20日頃 明細書着
4 .分割 払い 時 のポイントは 、初 回お支 払い月にご 利 用 金 額 分 の
ポイントを加算します。
（分割払手数料はポイントの対象とはなりません）
5 .ポイントは2年間有 効です。

■ポイントの交換方法
還元手続書の郵送やお電話・インターネット
（TS CUBIC CARDモール）
でポイント交換
①郵送でのお申し込み
「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。
・
「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」または自動音声応答サービス「サービス番号3」か
らご請求いただけます。
②インターネットでのお申し込み（https://ts3card.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）
0800-700-2722（通話料無料）24時間・年中無休

ポイントの還元メニュー

■商品交換コース

※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。お手元にリゾートトラストメンバーシップカードをご用意ください。
※本サービスは、個人会員さまのみのサービスとなっております。
法人会員さまは、カード裏面に記載の専用電話番号をご利用ください。

1 グッズに交換

プレゼントグッズは、1,000ポイントから各種商品メニューをご用意
しております。

0800-700-2722（通話料無料）

※商品メニューは、都合により変更する場合がございます。

携帯電話・PHSからもご利用いただけます

2 ギフトカードに交換

＊
ご利用の電話機の■ボタンを2回押してください。
本サービスをご利用いただけるプッシュ信号を確認いたします。
カード券面の会員番号（16桁）と暗証番号（4桁）または生年月日（西暦で8桁）をダイヤル

ギフトカードは、3,000ポイント、5,000ポイントでそれぞれ3,000円
分、5,000円分に交換いただけます。
ご利用代金明細書

２００６年１０月１５日発行

１／

２ページ

465-0000
ギフトカードの種
類は 、ティーエスキュービックJ C Bギフトカー
ド・J T B旅行券・お食事 券（ジェフグルメカード）となります。
愛知県 名古屋市
トヨタマンション

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。
今回のご利用明細をご案内申し上げます。
１０月１０日以降の支払方法変更・繰上返済入金分・返品分等に
つきましては本明細には反映されておりませんのでご了承ください。

東区 泉１−２３−２２
㈽−１１２５

日

2006年１１月 ２日

ご 請求 金 額 合計

円

お

支

払

ご希望のサービス番号を
ダイヤル

15,000
※ギフトカードの種類は都合により変更する場合がございます。
山田

太郎

様

■トヨタファイナンスマイレージプラン
9999999#

ご 利用 の カ ード 名 称 ／カ ー ド 会 員 番 号

A0110020B
111000

（マイル移行コース）

お申し込みにあたって

ＴＯＹＯＴＡ ＴＳ ＣＵＢＩＣ ＣＡＲＤ ゴールド／Ｖ

1234-56XX-XXXX-1234

トヨタファイナンス株式会社

金

460-0003

融

機

関

三井住友銀行
名古屋支店

■ポイント交換手続の流れ

1234XXX
※事前にJALマイレージバンクまたはANAマイレージクラブへの
会員登録が必要となります。
※個人会員さまのみとなります。
100
100
TEL 0800-700-XXXX
支

名古屋市中区錦2丁目 17番21号
NTTデータ伏見ビル別館

店

口

座

番

号

口

座

名

義

普通
山田

太郎

関東財務局長（7）第００７３１号

お問い合わせ先

（V：VISA、M：Master Card、J：JCB）

ご 利用 可 能 枠

＜9：00〜17：30年中無休（年末年始除く）＞

●ゴールドデスク

各種お問い合わせ先

内キャッシング

＜24時間・年中無休＞

［自動音声応答サービス］ ●資料請求サービス

フリーコール TEL

携帯電話・PHSからはこちら TEL

カードローン

0800-700-XXXX
052-239-XXXX

万円

9.6％
26.4％
13.2％

【例】
商品交換コース

100万円
10万円
20万円

6月

※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

■たまったポイントを確認

（一部ご利用いただけないお電話・機種がございます。）
＜24時間・年中無休＞

合計可能枠

万円

100万円
10万円
20万円

内リボルビング

［ホームページアドレス］ http://ts3card.com

カードの紛失・盗難のご連絡

金利・手数料率

カード利用可能枠

※お問い合せは本人会員さまからお願いします。

ポイントの還元手続方法

交換手続の受付は毎月5日をもって締切とさせていただきます。

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。

※お問い合わせの際はお手元にカードをご用意ください。

ご請求に関するお問い合わせ先

TEL 052-239-2811

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。

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。

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。

トラベルセンター
［東京 ］０３−３４３１−２５６６
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
お気軽にお問い合せください。

このカードのポイント明細
前月ポイント残高

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。

当月獲得ポイント

25,000

還元ポイント

2,030

当月失効済ポイント

-5,000

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。
失効予定
還元ポイント

2,030

-5,000

して800ポイントをプレゼント

12月5日

【例】
マイル移行コース
6月

0

＊＊＊＊＊＊

他調整ポイント

0

22,030

0

※事務処理の都合上、受付が翌月以降の扱いとなる場合がございます。
※トヨタファイナンス・マイレージプラン、商品交換コースは約1〜2カ月でご登
録・お届けいたします。
※商品交換コースの在庫状況によってはお届けにお時間をいただく場合がご
ざいますので、あらかじめご了承ください。
※口座振替手続きが完了していないと、交換受付ができない場合がございま
す。金融機関お届印を捺印した口座振替依頼書のご提出をお忘れにならな
いようご注意願います。

他調整ポイント

ポイント残高

確認

他調整ポイントが200ポイントございます。
携帯電話やプロバイダー料金の
家族みんなで出かける
高速道路やガソリン代の
詳細は上記のお問い合わせ先までお電話ください。
お支払いを、カードで!

週末の夕食をカード払いに!

お支払いに!

海外旅行での
お買い物をカードで!

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

××××××××−××××××××−××−××−××

2

××××××××

8月

●7/31迄にJALマイレージバンク
（JMB）のマイルへ移行

ポイント残高

0

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。

0
0
0
22,030
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。
よく行くスーパーやコンビニ
でのお買い物をカードで!

7月

●6/20 自動音声応答サービスで受付
●7/5 締切

1月5日

今回失効ポイント
ボーナスポイント
ポイントのご案内
ポイント

回獲得ポイント

11月5日

8月

●7/20頃 ご利用代金明細書送付先
住所へお届け

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。
ボーナスポイント

0

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。

7月

●6/20 自動音声応答サービスで受付
●7/5 締切

ご利用代金明細書やお電話・インターネット（TS CU BIC
CARDモール）でポイント確認
①ご利用代金明細書
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。

2 失効予定ポイント照会
■
4 ポイント交換手続受付
■

音声案内にしたがって操作してください。

お支払日までに下記の当社指定口座へお振り込みください。振込手数料はお客様のご負担となります。

123456789012345678

1 ポイント残高照会
■
3 還元手続書請求受付
■

ご利用明細については、裏面をご覧ください。

3

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3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2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
●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
●仁川国際空港
●仁川国際空港
●仁川国際空港

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
ラウンジロイヤルスカイ
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
TIAT LOUNGE
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
POWER LOUNGE PREMIUM
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
カードメンバーズラウンジ 比叡
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
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
IASS INCHEON LOUNGE -MATINA- WEST
IASS INCHEON LOUNGE -MATINA- EAST
IASS INCHEON LOUNGE 2 -AirCafe-

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。

https://www8.ts3card.com/travel/lounge.html
お問い合わせ

■トヨタファイナンス ゴールドデスク

0800-700-0800

9：00〜17：30（年中無休・年末年始を除く）

（通話料無料）
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
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付随費用補償サービス

ドライバーズサポート24
●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、修理後の車両の引取交通費またはご自宅までの搬送手配を
補償。あなたのカーライフをサポートします。

電話&ロードサービス
＊JAF会員は無料（JAF規約内）
、
非JAF会員は実費負担となります。

事故・故障アドバイス

信頼の
JAF

緊急コールをいただくと、24時間いつでも適切な
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。

充実のアフターフォロー

宿泊費

搬送費

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手配を補償いたします。

補償内容
①帰宅費用サポート

最大4名さままで＊1

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）
本人会員

上限40,000円/人

※スーパーシート（航空機）、グリーン車（鉄道）のご利用も補償の対象となります。

JAFロードサービスをお断りする場合

② 宿泊費用サポート

●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。

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

※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。

※リゾートトラストメンバーシップカードでお支払いいただいた宿泊料金
（室料
のみ）
が対象となります。
＊1 家族会員さまが当サービスを利用される場合は、
ご家族会員さまのみの
補償となります。

JAFロードサービスの実費負担金を最大13,000円まで補償

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。

本人会員

●対象者
リゾートトラストメンバーシップカード個人会員（家族会員）の方。

●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）。
●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。
＊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。

●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

ご利用・お問い合わせ

■ドライバーズサポート24

0800-700-0024

24時間・年中無休
（通話料無料）
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

※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。

最大4名さままで＊1

上限30,000円/人

③ 修理後車両の引取交通費または
ご自宅までの搬送手配をサポート

＊上記補償はリゾートトラストメンバーシップカード入会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。
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代替
交通費

車両引取交通費

上限50,000円/人
（片道分）

自宅搬送費＊2

上限50,000円/回

※当サービスにて手配した車両引き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。
※事故および故障車がレンタカーの場合は、
本サポートの対象外です。
＊2 事前にご連絡いただき、
ドライバーズサポート24経由で引取交通費の
受付または提携業者を手配した場合が対象です。
ご自身で車両搬送の
手配された場合は対象外となります。

費用のお支払い・精算
●ご利用代金は一旦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
ご利用代金引落口座にお振り込みいたします。
※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。

ガソリン割引サービス
ガソリン代がいつでも1リットル2円引き
ENEOSサービスステーションでのガソリン代をリゾート
トラストメンバーシップカードでお支払いいただくと、
1リットルあたり2円をご請求時に割引いたします。
対象商品

ハイオク・レギュラーガソリン、灯油、軽油

※一部対象外のサービスステーションがございます。※免税商品は割引対象外となります。
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空港ラウンジ

カード付帯保険

ご出発前のひとときをごゆっくり、おくつろぎください。
国内外の空港の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。
※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。
※一部有料の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。

中部国際空港 「QUALIA LOUNGE」for TS CUBIC CARD
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、
レクサスカード会員さま
およびTS CUBIC CARDゴールド会員さまがご
利用いただける専用ラウンジです。

リゾートトラストメンバーシップカードならではの
安心・信頼のサポートサービス。
トラベル、ショッピングなど会員のみなさまの生活を幅広くサポートする
保険サービスがカード付帯されています。
海外旅行の不安もこれで安心

■海外旅行傷害保険
安心して海外旅行を楽しんでいただくために、自動付帯されています。海外旅行行程
中（1回の旅行につき最長90日間）のケガ・病気の治療費をはじめ、カメラなどの携行
品の破損や盗難、ホテルの設備を壊して
傷害による死亡・
しまったときなどの損害賠償も補償の
5,000万円限度
後遺障害
対象となります。
※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、治療
費用300万円限度、携行品損害50万円限度（1事故につき免責金額3,000円）、
賠償責任5,000万円限度、救援者費用400万円限度で補償いたします。
旅行代金をカードで支払うだけで

■国内旅行傷害保険

リゾートトラストメンバーシップカードで
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
ガを補償いたします。

QUALIA LOUNGE 3階 保安検査前レセプション

死亡・後遺障害

5,000万円限度

※リゾートトラストメンバーシップカードのご利用内容により、補償内容が変わります。
※上記は、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
（8日以上入院のとき、入院1日につき5,000円）、通院（8日以上通院のとき、通院
1日につき2,000円）も補償いたします。
お買い物も安心

■ショッピング補償保険

QUALIA LOUNGE 3階 保安検査前
※写真はイメージです。

■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
〈所在地〉
中部国際空港 第1ターミナル3階（保安検査前）
〈営業時間〉7：20〜20：50
（年中無休）

QUALIA LOUNGE
（3階 保安検査前）

※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。

〈サービス内容〉

●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）

※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。

国内線ウイング

国際線ウイング

出発ロビー

3階

（動産総合保険）

リゾートトラストメンバーシップカード
でお買上げの商品＊について火災・破
損・盗難などの偶然な事故による損害
をご購入日より90日後の午前12時まで
補償します。

年間補償限度額

300万円

対象となるご利用

国内・海外利用

※1回の事故の免責金額は3,000円となり
ます。なお、全損・火災により生じた損害
＊一部対象外となる商品がございます。 の場合、免責金額はございません。
●本ページでは、カード付帯保険の概要を説明しております。詳細につきましてはリ
ゾートトラストメンバーシップカードお届け時に同封の「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。

鉄道駅へ
駐車場へ

お問い合わせ

■トヨタファイナンス ゴールドデスク

0800-700-0800

9：00〜17：30（年中無休・年末年始を除く）

（通話料無料）
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

事故の際のご連絡先
ショッピング補償保険・海外／国内旅行傷害保険の場合

■事故受付デスク

（24時間・年中無休）

0800-700-8124
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（通話料無料）
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
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