
住所変更がある場合は、カードをお受け取りいただくために
必ず事前に変更手続きをお願いいたします。

有効期限到来前に新しいカードをお届けいたします。

変更手続き方法はP2へ

このカードには
有効期限があります
ご注意

まずはカード裏面の有効期限をチェック！

無 料

入 会 金
年 会 費

ク イ ッ ク ペ イ

QUICPay™ 付きの
クレジットカードで

毎日のお買い物を便利に！

電子マネー

トレッサスタイルカードプラス ご利用ガイド



トレッサスタイルカードプラスとは？

カードのご利用金額に応じて
ポイントがたまります。
ポイントはトレッサマネーに交換してお買い物に使えます。

①事前チャージ（プリペイド）のトレッサマネー
トレッサ横浜館内でご利用いただけます。

②後払いの電子マネー QUICPay
トレッサ横浜館内だけでなく、
全国のQUICPayマークのあるお店で
ご利用いただけます。

カードの支払い方法

お得な情報が届く
スマートフォンのアプリです。
QRコードでトレッサマネーのお支払いもできます。
※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

トレッサ横浜館内でのお買い物はもちろん、
全国のQUICPayが使えるお店でもご利用いただけます。

詳しくはP3へ

詳しくはP4へ

詳しくはP5へ

トレッサ横浜館内でご利用いただける
プリペイド（前払い）式の電子マネーの名称です。※トレッサマネーとは？

便　利

ポイントお得●1

トレッサウォレットアプリお得●2

事前チャージ
（プリペイド）の
トレッサマネー※

機能

後払いの
電子マネー
QUICPay
機能

　　　　  　　が搭載されている
便利なクレジットカードです。
つの機能つの機能
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●4 問い合わせ先
●5 QUICPay ID
●6 QUICPay 有効期限

●1 会員番号
お問い合わせやサービスのお申し込み
などの際に必要です。
●2 氏名
●3 QUICPayマーク

●4 

●5 ●6 

●1 
●2 

●3 

無　料 ※QUICPay年会費・発行手数料も無料です。
入会金・年会費

2日払い 毎月5日に締切、翌月2日に引き落とし
お支払い

お 支 払 い 日
1回払いのみ

※QUICPay・ETC・トレッサマネーへのチャージ（パソコン・携帯電話）が対象です。
お支払い方法

ご利用可能枠

※弊社発行基準に基づき、記載のご利用可能枠の範囲外となる場合もあります。
※カードのご利用とは、QUICPay・ETC・トレッサマネーへのチャージ（パソコン・携帯電話）分です。
※トレッサマネーのチャージ上限額は10万円です。

トレッサスタイルカードプラスには、暗証番号（4桁）が登録されています。ご不明な
場合は、ご契約者さま専用サイト「MY TS CUBIC」よりご確認ください。

暗証番号

カードの紛失および盗難にあわれた場合は、すぐに「紛失・盗難デスク」と最寄りの
交番（または警察署）にご連絡ください。万が一不正利用された場合、特別な場合を
除きお届け日から60日前までさかのぼり、不正利用による損害を補償します。
※QUICPay・ETC利用以外につきましては補償の対象となりませんのでご注意ください。

カードの紛失・盗難
詳しくはP6へ

カードの表記

カードご利用可能枠 10万円～100万円

ご契約者さま専用サイト「MY TS CUBIC」
https://tscubic.com/media_232656
詳しくはP6へ

トヨタファイナンス インフォメーションデスク（東京）
  03-5617-2235　受付時間／9：00～17：30（年中無休 年末年始を除く）

トヨタファイナンス 紛失・盗難受付デスク（名古屋）
  052-239-2811　受付時間／24時間（年中無休）

住所変更がある場合は、必ず事前に下記のいずれかの方法で
変更手続きをお願いいたします。

QUICPayには有効期限がありますご注意
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利用可能店／トレッサ横浜館内のお店

お支払い方法は２通りあります。
どちらもキャッシュレス決済で、お支払いがスムーズです!

カードの支払い方法便　利

トレッサマネートレッサマネー事前チャージ（プリペイド）

お買い物をする前にカードにチャージ！
お支払い時にレジで「トレッサマネーで」とお伝えください。

〈チャージ方法〉
チャージ方法は下記①②の2つです。

②WEBサイト「会員サービス」から
事前チャージ以外にも、残高照会・利用履歴の確認もできます。
ご利用には会員登録が必要です。
カードをご用意のうえ、お手続きください。

①館内設置のマネーチャージ機から

おすすめ！

ポイントもたまる！
少額のご利用でもポイント
加算の対象になるので

お得です。

チャージも不要！
ポストペイ（後払い）のため
事前にチャージする必要が

ありません。

カンタン支払い！
店頭のQUICPay端末に

かざすだけ。サインや暗証番号も
必要ありません。

万が一の時も安心！
紛失した場合でも

クイックペイのご利用分は
補償の対象となるので安心です。

※チャージは1,000円単位、残高の上限は10万円です。※１回のチャージ限度額は２万円です。
※チャージした現金は返金できません。

利用可能店／全国のこのマークのあるお店▶

QUICPayQUICPay後払いの
電子マネー

トレッサスタイルカードプラスには、QUICPay機能が標準搭載！
お支払い時にレジで「クイックペイで」とお伝えください。

会員サービス
https://cardplaza.jp/tressa/login.php
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カードのご利用でたまったポイントはトレッサ横浜館内での
お買い物に使えるトレッサマネーに交換できます！

ポイントお得●1

ポイントをためる

現　　金

100円（税込み）

１ポイント
100円（税込み）

２ポイント

トレッサマネー、QUICPayでお支払いならポイント２倍！
※一部対象外の店舗があります。

トレッサマネー・QUICPay

QUICPay

※1回のご利用でのポイント付与上限額は、99,999円（税込）とさせていただきます。

トレッサ横浜以外でもクイックペイのご利用でポイントがたまります。
※全国のQUICPayマークのあるお店でご利用いただけます。

トレッサ横浜館内 でお買い物の場合

トレッサ横浜以外 でお買い物の場合

●お買い上げレシート　※三和などポイント残高がレシートに記載されない店舗もあります。
●館内各所の「マネーチャージ機」

ポイント残高の確認方法

ポイントは４月１日から翌年３月３１日までを１プログラム年度として累計し、当該
プログラム年度で獲得したポイントは、翌プログラム年度末まで有効です。

ポイント有効期限

500円（税込み）2ポイント

ポイントを交換する

〈交換方法〉 館内設置の「マネーチャージ機」にて交換できます。

100ポイント
たまったら 50円分トレッサマネーに交換

トレッサマネー・ポイントの詳細はこちら
https://www.tressa-yokohama.jp/
TOP スタイルカード
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トレッサウォレットアプリお得●2

トレッサ横浜でのショッピングを

お得に、便利に、楽しく するアプリです。

お得な
クーポンが届く

ご来店前にクーポンをチェック！

トレッサウォレットアプリ限定

メリット●1

トレッサマネーで
お支払い
QRコードをかざすだけで
お支払い完了です！
※残高確認もできます。

メリット●2

来店ポイントが
たまる
とれおんスポットで、
トレッサポイントをためよう。

メリット●3

※画像はイメージです。

トレッサウォレットアプリとは？

たまったポイントの交換は２ポイント（1円分）から！
マネーチャージ機の場合は、100ポイント（50円分）ごとに交換です。
※ポイント残高確認もできます。

メリット●4

トレッサウォレットアプリの詳細、
ダウンロードはこちら

https://www.tressa-yokohama.jp/
TOP ウォレットアプリ
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※画像はイメージです。

ご 契 約 者 さ ま 専 用 サ イト

「MY TS CUBIC」とは、クレジットカード会員さま専用のWEBサイトです。
トレッサスタイルカードプラスに関する各種手続きや、ご利用代金明細の
確認などができます。

住所変更

（一例）

ETCカードの追加

ご利用代金明細の
照会

暗証番号の
照会・変更

キャンペーンの
エントリー

資料請求

スマートフォン、パソコンからご利用いただけます

MY TS CUBICのログインはこちら

https://tscubic.com/media_232660
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12149102023年3月版

本ガイドの記載内容は2023年3月現在のものです。記載の内容は予告なしに変更する場合があります。

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 一 覧

カードの紛失・盗難の際の連絡先

〈クレジットカードに関するお問い合わせ〉

〈トレッサマネー・ポイントに関するお問い合わせ〉

トヨタファイナンス 紛失・盗難受付デスク（名古屋）

  052-239-2811
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）

トレッサマネー コールセンター

 0570-010171
受付時間／10：00～21：00（年中無休）

トレッサ横浜 株式会社トヨタオートモールクリエイト

  045-534-2200
受付時間／10：00～20：30

QUICPay、住所変更に関するお問い合わせ

ポイントに関するお問い合わせ

事前チャージ（プリペイド）のトレッサマネーに関する
お問い合わせ

トヨタファイナンス インフォメーションデスク（東京）

  03-5617-2235
受付時間／9：00～17：30（年中無休 年末年始を除く）

トレッサ横浜ホームページ
https://www.tressa-yokohama.jp/




