第16条
（本カードの紛失・盗難等）
本カードの紛失､盗難等により、本カードが第三者に使用された場合には、
親カードの会員規約の第15条
（カードの紛失・盗難等）
を準用するものとし、
同上による保険の適用が受けられない場合は、すべて会員において負担す
るものとします。
第17条
（利用停止措置）
TS CUBIC PiTaPa会員が本特約、PiTaPa会員規約または親カードの会員
規約に違反した場合、
本カードの利用状況が適当でない場合等におけるTS
CUBIC PiTaPaの利用停止および返還もしくは回収の措置については、親
カードの会員規約第19条(会員資格の喪失およびカードの利用停止)を準用
するものとします。
第18条
（届出事項の変更）
1.TS CUBIC PiTaPa会員は、
当社に届出た住所・氏名・電話番号等もしくは
親カードの会員番号に変更が生じた場合は、
遅滞なく、
当社所定の方法に
より届け出るものとします。
2.前項の届出がないために当社から当社所定の手段により送る通知が到達
しなかった場合でも、
通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3.TS CUBIC PiTaPa会員に対する通知書その他の送付書類は、指定本人
会員の届出住所宛に発送するものとします。
第19条
（規約等の変更・承認）
規約等が改定され、その改定内容がTS CUBIC PiTaPa会員に通知または
公表された後に、TS CUBIC PiTaPa会員が本カードを利用したときには、
TS CUBIC PiTaPa会員はその改定を承認したものとみなします。
第20条
（会員規約・特約の適用）
本特約に定めのない事項については、両社の各々会員規約が適用されるも
のとします。
−個人情報の収集･利用の同意に関する規定−
第21条
（個人情報の収集、
保有、
利用、
預託）
TS CUBIC PiTaPa会員および本カードの利用の申込(以下｢本申込｣という)
を行われた方(以下併せて｢TS CUBIC PiTaPa会員等｣という)は、当社が自
己の個人情報(本項(1)に定めるものをいう)につき必要な保護措置を行った
うえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)本カードの機能、付帯サービス等の提供のために、以下の個人に関する
情報(以下｢個人情報｣という)を収集、
利用すること。
①属性情報
TS CUBIC PiTaPa会員等が入会申込時等に届け出たTS CUBIC PiTaPa
会員等の氏名、
生年月日、
年齢、
性別、
住所、
電話番号、
その他連絡先、
メー
ルアドレス
②契約情報
申込日、
入会日、
入会店舗、
有効期限等の契約内容に関する情報
③取引情報
本カードの利用件数、利用金額、購入商品・利用サービスの種類区分、利
用一般加盟店の業種区分等の本カード利用の概況に関する情報
④支払情報
本カードに関するTS CUBIC PiTaPa会員の利用残高
(2)以下の目的のために、個人情報を利用すること。ただし、TS CUBIC
PiTaPa会員等が本号に記載する個人情報の利用について当社に中止を申
し出た場合、当社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものと
します。
①当社のクレジット関連事業を含む金融サービス事業において取り扱う商
品・サービス等について宣伝印刷物の送付・eメールの送信等の方法によ
りご案内すること
②当社のクレジット関連事業を含む金融サービス事業における市場調査、
商品開発および営業活動のため
③提携企業から委託を受けて行う宣伝印刷物の送付・eメールの送信等に
よる商品等のご案内、
市場調査および営業活動のため
※なお、
上記の当社の具体的な事業内容については、
当社のホームページ等
に記載し、
お知らせしております。
トヨタファイナンス https://www.toyota-finance.co.jp/
(3)本規定に基づく業務を当社が他の企業に委託する場合、当社は、当該委
託業務の処理に必要な範囲で、個人情報の保護措置を講じたうえでTS
CUBIC PiTaPa会員等の個人情報を預託します。
第22条(個人情報の開示、
訂正、
削除)

1. TS CUBIC PiTaPa会員等は、
当社に対して、
個人情報の保護に関する法
律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求するこ
とができるものとします。なお、開示を求める場合には、第24条記載の窓
口に連絡して下さい。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類
手数料等)の詳細についてお答えします。
2. 前項の場合、
TS CUBIC PiTaPa会員等は本人であることを証明するため
の書類(自動車運転免許証、
パスポート等)を提示する等、
開示請求先所定
の手続に従うとともに、
開示請求先所定の手数料を負担します。
3. 開示請求により、
万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合
には、
当社は、
速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第23条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
1.当社は、TS CUBIC PiTaPa会員等が本申込に必要な記載事項を記載で
きない場合、または第21条乃至第23条に定める個人情報の取り扱いにつ
いて承認できない場合は、本申込を断ることや、本カードの利用停止手続
きをとることがあります。
ただし、
第21条第1項(2)に記載する個人情報の利
用について同意しないことを理由に当社が本申込を断ることや、利用停止
手続きをとることはありません。
2.TS CUBIC PiTaPa会員等が、第21条第1項(2)に同意しない場合、当社は
当該すべての利用を行わないものとします。ただし、ご利用明細書送付の
際の同封物についてはこの限りではありません。
3.前項に該当する場合、
当該利用目的に関連してTS CUBIC PiTaPa会員に
提供されるサービスの全部または一部を受けられないことについて、TS
CUBIC PiTaPa会員は予め了承します。
第24条(個人情報に関するお問合わせ先)
宣伝印刷物の送付等の中止および個人情報の開示・訂正・削除の請求につ
いて、
その他TS CUBIC PiTaPa会員等の個人情報に関するお問合わせ先・
ご意見は、
下記の両社お客様相談窓口
（室）
までお願いします。
＜トヨタファイナンスお客様相談窓口＞
[住 所 等] 〒451-6014 名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセントタワー
[東 京] TEL 03-5617-2533 [名古屋] TEL 052-239-2533
＜PiTaPaお客様相談室＞
[住 所 等] 〒542-0081 大阪市中央区南船場3-11-18 郵政福祉心斎橋
ビル８階 TEL 06-6258-0777
第25条(契約不成立時およびカードの利用中止等の場合)
当社が本申込を承認しない場合および第10条および第17条に定める本カー
ドの利用中止、
利用停止の場合も、
第21条に定めるところ(ただし、
第21条第
1項(2)に定めるところを除く)および開示請求等に必要な範囲で、法令等ま
たは当社が定める所定の期間個人情報を保有し、
利用します。
第26条
（個人情報の相互利用に関する同意等）
1.TS CUBIC PiTaPa会員等は、両社が本カードの発行・管理、与信業務お
よび債権管理業務を目的として、下記の情報を共有することに同意しま
す。
（ア）本カードの申込書に記載された情報、および各々の会員規約・規定・
特約に基づき届け出のあった会員等の情報。
（イ）本カード申込に対する審査の結果。ただし承認とならなかった理由は
共有しない。
（ウ）本カードの申込により発行されるカードの会員番号・有効期限および
変更後の会員番号・有効期限。
（エ）会員番号が無効となった事実。
ただし無効となった理由は共有しない。
（オ）会員が会員資格を喪失した事実。ただし喪失となった理由は共有しな
い。
2.両社は、
TS CUBIC PiTaPa会員等の個人情報を厳正に管理し、
その保護
に十分な注意を払うとともに、
親カードの会員規約および規約等の定めに
則り取り扱うものとします。
3.TS CUBIC PiTaPa会員等は、
スルッとがPiTaPa会員規約第3部個人情報
に関する条項の定めに従いPiTaPa会員等の個人情報を取得、利用するこ
とに予め同意します。なお、第41条(個人信用情報機関への登録・利用)の
適用はありません。

TS CUBIC PiTaPaカード

ご利用の手引き/特約
TS CUBIC PiTaPaカードは、1枚で電車・バスやショッピング、
グルメ等のお支払いに使える簡単・便利な多機能IC決済サービス
です。乗車時やショッピング等のお支払いも「ピタッ」とタッチ
するだけ。チャージもサインも必要ありません。
ご利用の前にこの「TS CUBIC PiTaPaカードご利用の手引き/
特約」と同封の「PiTaPaご利用ガイド」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。
2018年秋から、JR西日本の近畿圏エリアでは、PiTaPaポストペイサービス（後払い）が
始まりチャージ（入金）が不要となるとともに、カード内のチャージ残額はご利用いただけ
なくなります。JR西日本の近畿圏エリアを除く、交通系ICカードの全国相互利用サービス
対象エリア（全国相互利用エリア）では、引き続きチャージにてご利用ください。
○オートチャージ
（自動入金）
機能がご不要になる方へ
PiTaPaカードとご本人が確認できるもの
（免許証、
健康保険証、
学生証など）
をお持ちの上、
スルッとKANSAI協議会加盟社局の主な駅・営業所等で解除手続きを行ってください。
※設定変更は無料です。
設定変更はカード毎にお手続きが必要です。

TS CUBIC PiTaPaカード（表面）

お問い合わせ電話番号
■PiTaPaサービスについてのお問い合わせ先
PiTaPa
コールセンター

※キッズカードはカード券面に
「こども」と記されています。

0570-014-111

スルッとKANSAI PiTaPaのマーク

※この電話は大阪へ着信し、
通話料はお客様負担となります。
※大阪06-6445-3714でも承ります。

TS CUBIC PiTaPaカード（裏面）

受付時間／9：00〜17：00（年中無休）

■TS CUBIC PiTaPa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

名古屋
東

京

052-239-2511
03-5617-2511

YOKO OSAKA
6900 1234 5678 9012

受付時間／9：00〜17：30
（年中無休 年末年始を除く）

00/00

●電話番号はお間違いのないようおかけください。

SU000 0000 0000 0000

有効期限
本誌に掲載されている内容は特に記載のない限り2020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。

（月）／（年）で表示されています

PiTaPa会員番号
PiTaPaとしてのご利用時、
PiTaPaコールセンターへ
お問い合わせの際に必要です

お名前
2020年2月版

1209409

お名前がローマ字で記載されています

■ 維持管理料について

■ ポイント付与について

1年間に一度もTS CUBIC PiTaPaカードのご利用
（交通・ショッ

TS CUBIC CARDは国内・海外のお店でご利用いただくと、
1,000

ピング）
がない場合は、
会員様1名につきPiTaPa維持管理料
1,100円
（税込み）
が必要です
（カード毎にご利用の有無を判定
します）
。
チャージを行って実際のご利用がない場合も維持管理
料が必要となりますので、
ご注意ください。
※磁気定期券からIC定期券の発行替えや、発行替え後のIC定
期券の券面区間のみでのご利用は、IC定期券購入やPiTaPa
交通機能利用とはみなされません。
（注）例えば本人会員さま、家族会員さまご加入で
本人会員さまのみにTS CUBIC PiTaPaカ
ードのご利用があった場合は、家族会員さま
分の維持管理料が必要です。

円ご利用ごとに10ポイント＊のポイントがたまります。
TS CUBIC PiTaPaカードのご利用については2,000円ご利用
ごとに5ポイントたまります。
＊年会費、
キャッシング・カードローンなどのご利用分、
au WALLET
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、
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2,000円で5ポイントとなります。

■ カードの紛失・盗難について
TS CUBIC PiTaPaカードを不正使用された場合、
特別な場合を除
き、
TS CUBIC PiTaPaカードの紛失・盗難をお届けいただいた日

■ お支払いについて

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。

TS CUBIC PiTaPaカードご利用分は、
TS CUBIC CARDご利用

※一部補償の対象とならない場合がございます。

分とあわせて、
本人会員さまご登録の金融機関口座から自動引き落

カードの紛失・盗難にあわれた場合は、
「トヨタファイナンス」
と
「スル

としさせていただきます。

ッとKANSAI
（PiTaPa）
」
両社へご連絡が必要です。

※お支払いは1回払いのみです。

●ご利用期間とお支払い日
・TS CUBIC CARDで2日払いをご指定の場合

TS CUBIC CARDご利用

毎月5日締

5日
当月

トヨタファイナンスへお届けいただいた日から60日前にさか
のぼり、
それ以降に不正使用された金額はトヨタファイナンス
が負担します。紛失・盗難のご連絡は、国内・海外ともに24時
間年中無休で承ります。

お支払い日

TS CUBIC CARDご利用期間
6日

●トヨタファイナンス（クレジットカード）
翌月2日支払い

2日
翌月

翌々月

【トヨタファイナンス紛失・盗難受付デスク】

・TS CUBIC CARDで17日払いをご指定の場合

TS CUBIC CARDご利用

毎月20日締

※一部補償の対象にならない場合がございます。

翌月17日支払い

052-239-2811（24時間・年中無休）
※海外からはコレクトコールで
【81-52-239-2822】

TS CUBIC CARDご利用期間
21日
当月

お支払い日

20日
翌月

17日
翌々月

※PiTaPa交通、PiTaPaショッピング、一部加盟店のご利用についてはお引き落とし月が
遅れる場合もございます。

■ ご利用可能枠について
●TS CUBIC PiTaPaカードご利用可能枠
交通ご利用
ショッピング
ご利用
IC定期券購入

1ヶ月
1日
1ヶ月
1ヶ月

15万円（毎月1日〜月末日までの割引適用前普通旅客運賃の合計額）
3万円
（カード1枚毎）
5万円
20万円

※1ヶ月のご利用枠は、
本会員・家族会員の合算で判定されます。
※オートチャージの金額は交通ご利用枠に合算します。
※タクシー利用分はショッピング枠となります。
ショップdeポイント対象外です。
※ジュニア・キッズはショッピングはご利用いただけません。
（注）
TS CUBIC CARDご利用分とTS CUBIC PiTaPaカードご利用分の合算が
「TS CUBIC CARDご利用可能枠」
の金額を超えた場合、
TS CUBIC CARDで
のご利用ができなくなることがございますのでご注意ください。
TS CUBIC
PiTaPaカードのご利用は、
「TS CUBIC CARDご利用可能枠」
に関わらず、
「TS CUBIC PiTaPaカードご利用可能枠」
の範囲内でご利用いただけます。
ご利用枠を超えますと、
その日あるいはその月末まではご利用できませんので
ご注意ください。

●スルッとKANSAI（PiTaPa）
PiTaPaコールセンター紛失・盗難デスクへご連絡いただけ
れば直ちにPiTaPa機能の利用停止措置を行い、悪用を防止
します。
ご連絡は24時間年中無休で承ります。
【PiTaPaコールセンター紛失・盗難受付デスク】

0570-014-999（24時間・年中無休）
※この電話は大阪へ着信し、
通話料はお客様負担となります。
※つながらない場合は、
大阪06-6445-3495へおかけなおしください。

カードの再発行にはそれぞれ、トヨタファイナンス：550円（税込
み）
、
PiTaPa
（ジュニア・キッズ会員含む）
：550円
（税込み）
、
合計で
1,100円
（税込み）
の再発行手数料が必要です。
※再発行手数料のご請求は事務処理の都合上、
トヨタファイナンス分とPiTaPa分のご請求
月が異なる場合がございます。
あらかじめご了承ください。
※カードの再発行には約2〜3週間かかります。
※再発行のご希望にそえない場合もございます。
あらかじめご了承ください。

TS CUBIC PiTaPa会員特約
第１条
（総則）
本特約は、株式会社スルッとＫＡＮＳＡＩ(以下｢スルッと｣という)およびトヨタ
ファイナンス株式会社(以下｢当社｣という)の両社（以下「両社」という）が提携
して発行する
「TS CUBIC PiTaPa」
（以下
「本カード」
という）
の基本的事項に
ついて定めるものです。
第２条
（用語の定義）
本特約におけるそれぞれの用語の意味は、
次のとおりです。
本特約に定めのな
い用語については、
両社所定の会員規約におけるのと同様の意味を有します。
(1)｢指定本人会員｣とは、当社所定の会員規約に定める本人会員のうち、
PiTaPa会員規約および本特約(以下｢規約等｣という)を承認のうえ、両社所
定の方法で本カードの発行の申込を行い、
両社が適当と認めた方
(2)｢親カード｣とは、当社所定のクレジットカードのうち、指定本人会員が本カ
ード利用代金の支払方法として、
予め指定するクレジットカード
(3)｢TS CUBIC PiTaPa会員｣とは、
以下の各号のいずれかに該当する方をいい
ます。
①指定本人会員
②親カードの家族会員または指定本人会員の家族のうち、規約等を承認のう
え指定本人会員の同意を得て両社所定の方法で、
本カードの申込を行い、
両
社が適当と認めた方(以下｢TS CUBIC PiTaPa家族会員｣という)
第３条
（本カードの貸与と取扱）
1．
両社はTS CUBIC PiTaPa会員に対して、
本カードを発行し、
貸与します。
2．
本カードの所有権は両社に属します。
3．本カード裏面に印字されたTS CUBIC PiTaPa会員本人以外は利用できま
せん。
第４条
（TS CUBIC PiTaPa家族会員等）
1.指定本人会員は、TS CUBIC PiTaPa家族会員に対し、自己に代わって本カ
ードを利用する一切の権限(以下｢本代理権｣という)を授与します。なお、指
定本人会員は、TS CUBIC PiTaPa家族会員に対する本代理権の授与につ
いて、撤回、取消しまたは無効等の消滅事由がある場合は、第10条所定の方
法により家族会員による本カード利用の中止を申し出るものとします。指定
本人会員は、この申出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張
することはできません。
2.本代理権の授与に基づき、TS CUBIC PiTaPa家族会員の本カード利用は
すべて指定本人会員の代理人としての利用となり、
当該本カードの利用に基
づく一切の支払債務は本会員に帰属し、
TS CUBIC PiTaPa家族会員はこれ
を負担しないものとします。また、指定本人会員は、自らPiTaPa会員規約お
よび本特約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもってTS CUBIC
PiTaPa家族会員に規約等を遵守させる義務を負うものとし、TS CUBIC
PiTaPa家族会員が規約等に違反した場合には、両社に対し、連帯して責任
を負うものとします。
第５条(両社のサービス等の利用)
1．本カードのサービス等は、次の各号に定めるものとします。会員は、両社が
提供する機能およびサービスを受ける場合、本規約等または各々が別途定
める方法により利用するものとします。
（ア）
スルッとが提供するPiTaPa機能および付帯サービス。
（イ）
当社が提供する付帯サービス。
2．
会員は、
機能またはサービスについて問い合わせる場合は、
両社のうち当該
機能またはサービスを提供する各社に連絡するものとします。
第６条
（年会費等）
会員は、本規約等に基づき所定の年会費等を支払う場合は、各々所定の方法
で支払うものとします。
第７条
（TS CUBIC PiTaPa利用に関する会員請求）
1．
会員は、
PiTaPa会員規約に基づく立替払いによりスルッとの指定する提携
会社（三井住友カード株式会社）が取得する会員への債権について、当社が
立替払いを行うことを、
予め承諾するものとします。
2．会員が本カード利用により支払うべき一切の債務は、当社が親カードの会
員規約に基づき、一括して請求するものとし、会員は、クレジットカード会員
規約に定める支払期日に支払うものとします。ただし、当社が前項で立替払
いを認めない債権については、スルッとの指定する提携会社（三井住友カー
ド株式会社）
からPiTaPa会員規約に基づき請求されることがあります。
第８条
（TS CUBIC PiTaPa利用に関する支払い）
指定本人会員は、
本カードの利用代金を、
親カードの会員規約の定めるところ

に従い、
親カードの利用代金と合算して支払うものとします。
第９条
（支払金等の充当順位）
会員の当社に対する債務の支払が、本特約、親カードの会員規約およびその
他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務の全額に満たない場合
は、支払金の債務への充当は、当社所定の順序・方法により行うものとしま
す。
第10条
（本カードの利用中止）
1．TS CUBIC PiTaPa会員は、本カードの利用を中止する場合、貸与されてい
る本カードを返却するとともに、
両社所定の手続を行うものとします。
2．指定本人会員が親カードを退会する場合は、TS CUBIC PiTaPa会員の本
カードも自動的に利用中止となるものとします。
3．TS CUBIC PiTaPa会員は、前二項により、スルッとに退会を申し出たもの
とします。
第11条
（支払額の通知および残高承認）
１．当社は、第8条に規定する会員の毎月の支払額を請求するときは、予め利
用代金明細および利用残高が記載された書面を指定本人会員の届出住所
宛に送付する等の方法により、
支払額を通知するものとします。
２．指定本人会員の申出があり当社が認めた場合は、前項の書面を会員の勤
務先等、届出住所以外の場所に送付することもあります。ただし、この場合
でも支払遅滞時の請求等当社が必要と認める郵便物については指定本人
会員の届出住所宛に送付されることについてTS CUBIC PiTaPa会員は異
議ないものとします。
３．指定本人会員が第１項の通知を受けた後、１週間以内に異議の申立がな
い場合は、利用明細の内容、利用残高その他当該通知を受けた内容を承認
したものとみなします。
第12条
（バリュー残高の返金と未払い債権への補填）
1．第14条により本カードを再製・再発行した場合または第15条により本カー
ドを更新した場合、スルッとに代わり当社が本カードのバリュー残高を親カ
ードの会員規約に定める支払口座へ返金するものとします。ただし、当該返
金月以降に当社より請求すべき金額がある場合にはその請求金額と相殺し
ます。また、かかる請求金額が返金額に満たない場合は、その差額を返金す
るものとします。なお、スルッとが適当と認めた場合を除き、本カードの現物
がないと返金に応じることができません。
２．指定本人会員が期限の利益を喪失した場合、当社は指定本人会員の承諾
なしに、
本カードのバリュー残高を立替払い金相当額および未決済ご利用額
等に充当することができるものとします。バリュー残高がかかる相当額およ
び未決済ご利用額等の合計金額を上回る場合は、
差額を前項と同様の方法
で返金するものとします。
３．指定本人会員が利用を中止した場合等スルッとが適当または必要と認め
た場合には、スルッとに代わり当社が指定本人会員に対して所定のバリュー
払戻手数料を別途ご請求します。なお、バリュー払戻手数料は本カードのバ
リュー残高と相殺できるものとします。バリュー残高がバリュー払戻手数料
を上回る場合は、
差額を前二項と同様の方法で返金するものとします。
第13条
（本カード利用に係る商品の所有権）
TS CUBIC PiTaPa会員は、
PiTaPa会員規約に基づき購入した商品の所有権
が、
第７条により当社がスルッとの指定する提携会社
（三井住友カード株式会
社）に立替払いを行うことにより、当該提携会社（三井住友カード株式会社）
から当社に移転し、当該商品にかかる支払金を完済するまで当社において留
保されることに同意するものとします。
第14条
（カードの再発行）
カードの紛失、盗難、毀損、滅失等の場合には、両社が適当と認めた場合に限
り、カードを再発行します。この場合、指定本人会員は、両社所定のカード再
発行手数料を両社所定の方法で支払うものとします。
第15条
（本カードの有効期限）
１．本カードの有効期限は両社が指定するものとし、カード券面に表示した月
の末日までとします。
２．両社は、本カードの有効期限までに退会の申し出がなく、かつ両社が引続
きTS CUBIC PiTaPa会員として適当と認めたTS CUBIC PiTaPa会員に対
して、
有効期限を更新した新たなカード
（以下
「更新カード」
という）
を送付し
ます。
３．TS CUBIC PiTaPa会員は、更新カードの送付を受けたときは、両社が特
に指示した場合を除き、従前のカードを利用期限到来の有無にかかわらず、
TS CUBIC PiTaPa会員の責任において、
切断する等利用不能の状態にして
処分しなければならないものとします。

