
2004 年 7 月 15 日 
 

トヨタファイナンス株式会社 
 

テティィーーエエススキキュューービビッッククカカーードドををリリニニュューーアアルル！！！！  
～～ポポイインントトププロロググララムムをを大大幅幅にに拡拡充充、、還還元元手手続続もも簡簡単単・・便便利利にに～～  

 

 

トヨタファイナンス株式会社（本社：東京都、社長：稲垣嘉男、以下「トヨタファイナンス」）は、2004 年 9 月 8 日（水）

より、ティーエスキュービックカードのサービス内容・カードデザインをリニューアルいたします。 

2001 年 4 月 1 日（日）の発行開始以来、多数寄せられたお客様からのご意見・ご要望にお応えすべく、より利便

性の高いカードとして生まれ変わります。 

ティーエスキュービックカードは、ドライビング・ファイナンシング・ライフスタイルの 3 つの側面から CUBIC（立体

的）に、お客様の豊かな暮らしをお手伝いさせていただくクレジットカードです。 

今回のリニューアルでは、ティーエスキュービックカードの大きな特徴であるポイントプログラムがより分かりやすく

便利になるとともに、ゴールドカード会員様へのサービスも一層充実した内容になります。 

ティーエスキュービックカードの強みを活かしたサービス拡大により、お客様にとってのメリットをより明確にし、日 

常的にご利用いただけるカードを目指しました。また、若年・女性層のお客様を想定した新しい商品交換サービス 

を追加するなど、より幅広い層のお客様にご利用いただける内容となります。 

 

TTSS  CCUUBBIICC  CCAARRDD リリニニュューーアアルルのの主主なな内内容容  （詳細は別紙１・２をご覧下さい。） 
 

 

《《ポポイインントトププララスス＊＊11ののリリニニュューーアアルル》》    
1．キャッシュバックのチャンスが大幅に拡大！ 

おクルマ購入や車検時等に限らず、トヨタ・ダイハツ・日野・ジェームスの全商品がキャッシュバックの対象に 
（保険商品の購入は対象外となります。）  

2．キャッシュバック・JAL マイレージの登録以外にもポイントを人気アイテムと交換できるサービスを追加！ 
   いつでもお好きなときに魅力的な商品と交換可能  

3．ポイント付与率・換算率が分かりやすくシンプルに！(ポイントの価値は変わりません)    

《《ポポイインントト照照会会・・還還元元手手続続がが簡簡単単・・便便利利にに》》 
トヨタ販売店＊2・ダイハツ販売会社・ジェームスの店頭に（一部の販売店を除く）に約 8,000 台のカード決済端末*3を設置 

1．トヨタ・ダイハツ・ジェームスのお店で、カード決済と同時にポイント還元手続が可能に！ 

2．トヨタ・ダイハツ・ジェームスのお店で、たまったポイント残高の確認が可能に！ 

《《ゴゴーールルドドカカーードド会会員員向向けけササーービビススのの充充実実》》 
1．トヨタならではのドライビングサービスの追加！ 

2．ゴールドカードにふさわしいトラベル＆エンターテイメントサービスの追加！   

《《カカーードドデデザザイインンののリリニニュューーアアルル》》 
1．TS CUBIC CARD のコンセプト、“Total Support for Driving，Financing，Lifestyle” を表現した 

新しいデザインに！（ご参考：添付写真） 

2．カード名称の表記が「TS3 CARD」 から「TS CUBIC CARD」に！ 
（読み方はティーエスキュービックカードで、変更はありません。） 

3．トヨタファイナンス加盟店店頭に貼られているアクセプタンスマークが新しいデザインに！ 

＊＊11  ポポイインントトププララスス・・・・・・当当社社がが提提供供すするるポポイインントトププロロググララムムのの名名称称  

＊＊22  トト ヨヨ タタ 販販 売売 店店・・・・・・トトヨヨタタのの車車両両販販売売店店・・レレンンタタリリーースス店店・・部部品品共共販販店店・・ホホーームム店店・・LL&&FF 店店ななどど  

＊＊33  カカーードド決決済済端端末末・・・・・・IINNFFOOXX 端端末末（（PPaannaassoonniicc 製製））  

 

◆リニューアルの対象となるカード 

    TOYOTA TS CUBIC CARD、DAIHATSU TS CUBIC CARD、HINO TS CUBIC CARD、ジェームス TS CUBIC CARD、 

    IOI 倶楽部 TS CUBIC CARD、 Frequent Driver’s Club TS CUBIC CARD、team TOYOTA TS CUBIC CARD 

 

リニューアル開始時期に合わせたマス広告およびキャンペーンの実施を予定しています。 
トヨタファイナンスでは、今後もお客様の立場に立ったきめ細かいサービスの提供に努めてまいります。 

以 上
 ■尚、本件は次の場所で同時にプレス発表しますので申し添えます。 

 
東 京： 日本銀行内 金融記者クラブ

   
 名古屋： 中部経済産業局内 中部経済産業記者会、UFJ 銀行内 名古屋金融記者クラブ 

 

■本件に関するお問い合わせ先■ 

トヨタファイナンス株式会社 カード事業本部 事業企画部 広報調査グループ  
東 京：岡部・根元 ０３－３５３７－８８３５  名古屋：菅野・大畑・山本 ０５２－２０５－２９０１ 



別紙１ 

 

TS CUBIC CARD リニューアルの詳細 
 
  

《ポイントプラスのリニューアル》 
 

1．キャッシュバックのチャンスが大幅に拡大！ 

現行                                リニューアル後 

トヨタ販売店・ダイハツ販売会社・日野販売会社・ジェ

ームスでのおクルマ購入時、車検・法定点検実施時、

カーナビ・ETC 車載器購入時、トヨタレンタカー利用

時、あるいはトヨタホーム購入時などが対象 

 
トヨタ販売店＊・ダイハツ販売会社・日野販売会社・

ジェームスの全商品が対象 
（保険は除く） 

       ＊トト ヨヨ タタ 販販 売売 店店・・・・・・トトヨヨタタのの車車両両販販売売店店・・レレンンタタリリーースス店店・・部部品品共共販販店店・・ホホーームム店店・・LL&&FF 店店ななどど 

 

2．キャッシュバック・JAL マイレージ登録以外にもポイントを人気アイテムと交換できるサービスを追加！ 

現行                                リニューアル後 

ポイントは、還元対象商品購入時に、   

キャッシュバック・JAL マイレージに登録 

 
キャッシュバック・JAL マイレージ登録に加え、 

いつでもポイントと交換可能な人気アイテムを 

ご用意  （EX：旅館宿泊券、高級食器など） 

 

3．ポイント付与率・換算率が分かりやすくシンプルに！(ポイントの価値は変わりません) 

現行                                リニューアル後 
①ポイント付与率 

 1,000 円＝15 ポイント 
  エクストラ・ポイント・ショップ（ポイント２倍のお店）では 

 1,000 円＝30 ポイント 

②ポイント換算率 

  おクルマ購入・リース、トヨタホーム購入時等： 

 1 ポイント＝１円 

 車検実施、カーナビ・ETC 車載器購入時： 

 3 ポイント＝2 円 

 法定点検実施・レンタカーご利用時： 

 3 ポイント=1 円 

 

①ポイント付与率 

1,000 円＝10 ポイント 
エクストラ・ポイント・ショップ（ポイント２倍のお店）では

1,000 円＝20 ポイント 

②ポイント換算率 

  おクルマ購入・リース、トヨタホーム購入時： 

 1 ポイント＝１.5 円 

 販売店でのその他の商品購入時： 

  1 ポイント＝1 円 

     

 

 

 
【ポイント付与率の変更】 

   現行                                      リニューアル後 

  

  

  

  

  

【ポイント換算率の変更】 

      現行                                         リニューアル後 

 

 

   

   

   

   

   

   

    

   

   

        

 

１ポイント＝１円

３ポイント＝２円

３ポイント＝１円

車両

住宅

車検 
特定用品

法定点検

レンタカー

その他

用品

１ポイント＝１．５円

 

換換算算率率UUPP！！  

還還元元対対象象拡拡大大！！  対象外 

１ポイント＝１円 

ポイントプラスの付与率・換算率  （ポイントの価値は変わりません。）

１,０００円で１５ポイント 
エクストラ・ポイント・ショップでは 

１,０００円で３０ポイント 

１,０００円で１０ポイント 
エクストラ・ポイント・ショップでは  

１,０００円で２０ポイント 



別紙２ 
 

《ポイント照会・還元手続が簡単・便利に》 
 

1．トヨタ・ダイハツ・ジェームスのお店＊でカード決済と同時に還元手続が可能に！ 

現行                                リニューアル後 

ポイント還元は申請書の提出が必要 
 店頭でカード決済と同時に還元手続が可能 

（一部の販売店・商品を除く） 

 
2．トヨタ・ダイハツ・ジェームスのお店＊でポイント照会が可能に！ 

   毎月のご利用代金明細書、TS CUBIC CARD モール、自動音声応答サービスに加え、トヨタ・ダイハツ・ジェ
ームスのお店でもポイント照会が可能 

 

  ＊トヨタ販売店（車両販売店、レンタリース店、部品共販店）、ダイハツ販売会社、ジェームス 

 

《ゴールドカード会員向けサービスの充実》 
 

1．トヨタならではのドライビングサービスの追加！ 

●ポイントプラスの還元ポイントが無制限 
＊セレクト・レギュラーは、２０万ポイントを上限にポイントの還元が可能 

●ETC カードの年会費（５２５円）が永年無料！ 
＊家族 ETC カードについても無料 

＊法人会員は対象外 

●ＪＡＦロードサービス利用時の実費分を最大１万円までサポート！ 
JAF のロードサービスをご利用の場合、５km以上のレッカー費用やバッテリー交換費用、 

パンク時のタイヤ購入費用などの実費を１万円（年１回）までサポート 
＊JAF 年会費を除く 

●ＪＯＭＯガソリン割引 
JOMOサービスステーションでガソリン代をゴールドカードでお支払いいただくと、１リットル当たり２円をカードご利用代

金請求時に割引（キャンペーン期間：2004 年 9 月～2005 年 8 月末） 
＊割引対象商品：ハイオク・レギュラーガソリン、軽油、灯油 

＊一部のサービスステーションは割引対象外 

 

2．ゴールドカードにふさわしいトラベル＆エンターテイメントサービスの追加！  

●高級飲食店、ホテル、旅館の特別優待！ 

●女子プロゴルファーとまわるプロアマコンペの開催（年２回）！ 

●高級感あふれるお得なオリジナルツアー！ など 
 

 

《カードデザインのリニューアル》 
 

1．TS CUBIC CARD のコンセプト、“Total Support for Driving，Financing，Lifestyle” を具現化した 

新しいデザインに！ 

お客様の生活をドライビング・ファイナンシング・ライフスタイルの３方向から立体的にサポートする TS 

CUBIC CARDのコンセプトを CUBE（立方体）で表現。立方体は細かい立方体が重なり合って出来ており、

“きめ細やかな”サービスを提供していきたいとのトヨタファイナンスの想いを込めている 

（ご参考：添付写真） 

 

2．カード名称の表記が「TS3 CARD」 から「TS CUBIC CARD」に！ 

 

3．トヨタファイナンス加盟店店頭に貼られているアクセプタンスマークが新しいデザインに！ 

  【トヨタファイナンスのアクセプタンスマーク】 

 


