
［ご注意］当ご利用の手引き記載内容は、2021年５月現在のものです。これらは予告なく
変更されることがございますので、ご了承ください。

ご利用の手引き

毎日のお買い物で使うたび！
ガソリン代がおトクになる

03-5617-2577東 京

052-239-2577名古屋

東 京

名古屋

03-5617-2828
052-239-2828

052-239-2811名古屋

●電話番号はお間違いのないようおかけください。
※お問い合わせは本人会員さまからお願いいたします。

●電話番号はお間違いのないようおかけください。

※はじめにプッシュ信号を確認しますので、「＊」ボタンを2回押してください。
※お問い合わせは本人会員さまからお願いいたします。
※ご自宅住所、お電話番号、お勤め先などのお届け事項の変更がある
　場合はご連絡ください。

ENEOSカードに関するお問い合わせはENEOSカードに関するお問い合わせは

カードのお支払い方法の変更などに関するお問い合わせはカードのお支払い方法の変更などに関するお問い合わせは

盗んだカードを不正に使用する犯罪が発生しています。
カードは車内などに保管せず、必ずご携帯ください。

［ご注意］当ご利用の手引き記載内容は、2021年５月現在のものです。これらは予告なく
変更されることがございますので、ご了承ください。

●電話番号はお間違いのないようおかけください。

海外からはコレクトコールで［81-52-239-2822］

カードの紛失・盗難の際のご連絡先カードの紛失・盗難の際のご連絡先

紛失・盗難にご注意ください！

アプリの詳細・ダウンロードはこちら！

無料

より

ENEOSカードアプリ

https://ts3card.jp/eneos/

または

詳しくはP10へ

ご請求金額・ポイントの確認は、ENEOSカードアプリ！

※ アプリご利用時のパケット通信費は別途お客さまのご負担となります。
※ 環境により動作に制約がある場合があります。 ※画像はイメージです。

まずはダウンロード ！まずはダウンロード ！

220142１2021年６月版

2021年６月版 220142１
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トヨタファイナンス インフォメーションデスク
平日9：00～17：00（土・日・祝日・年末年始を除く）

Apple Pay
に対応して

います！

トヨタファイナンス ファイナンスデスク
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　24時間・年中無休
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ENEOSカードご利用方法ENEOSカードご利用方法

ENEOSカードは、給油やカーメンテナンスなど、ガソリンス
タンドでのご利用はもちろんのこと、毎日のお買い物や月々
の決まったお支払いにもいろいろ使える便利なカードです。

※会員さま専用ページにログインのうえ、お手続きください。※ログイン方法はP10をご覧ください。
※「あとリボ・あと分割」は、ファイナンスデスク（裏表紙）でも承ります。※毎月受付期限があります（インターネット、ご利用代金明細書、ファイナンスデスクでご確認ください）。

＊1 リボルビング払いのお支払い方式・コースの変更をご希望の場合は裏表紙のファイナンスデスクまでお問い合わせください。リボルビング払いをご利用
　　の際、カード割賦枠を超えた場合には、超過分を一括でご請求させていただきます。また、定額方式でお支払い手数料が月々のお支払い金額を超える
　　 場合は、手数料金額をお支払いいただきます。
＊2 ボーナス月（1月と8月）にご利用代金の50%分をお支払い金額として、自動的に計算のうえ、ご請求いたします。

ショッピング1回・2回払い、ボーナス1回払いをリボ払い、分割払いに変更できます。
WEBサービス（ENEOSカードアプリ／PC）からお手続きいただけます。

あとリボ・あと分割 カードご利用のあとからでも「リボ払い」・「分割払い」へ

支払回数：3,5,6,10,12,15,18,20,24,30,36回（ボーナス併用払い＊2もあり）
ご利用金額と手数料をご希望の分割回数にてお支払い

※カードご利用代金明細書に記載されますご利用可能枠のうちカード割賦枠とはリボルビング払い、回数指定分割払い、
2回払い、ボーナス1回払い、ボーナス2回払いでのご利用となります。

回数指定分割払い 手数料率（実質年率）： 13.20%

①残高スライド方式：ご利用残高に応じて決められた金額（元金＋手数料）をお支払い
②定額方式：ご利用残高にかかわらず一定金額（元金＋手数料）をお支払い

ご利用残高 Aコース
10万円以下 5千円

以降10万円ごとの加算額 5千円

Bコース
1万円
5千円

Cコース
1万円
1万円

Dコース
1.5万円
1.5万円

Eコース
2万円
2万円

・ご利用残高が10万円を超えると、10万円加算ごとに選択されたコースに応じた額が加算されます。
［残高スライド方式］ ご利用残高に応じて、お支払い金額が変わります。

5,000円以上 5,000円単位で任意の金額となります。（当社所定の場合は、これと異なる金額となります。）
［定額方式］ ご利用残高にかかわらず、毎月のお支払い金額は一定です。

リボルビング払い＊1 手数料率（実質年率）： 13.20%

夏・冬のボーナス月、2回に分けてお支払い
12月21日～6月20日ご利用分 7月21日～11月20日ご利用分
8月と翌年1月のお支払い日 翌年1月と8月のお支払い日

※手数料についてはカード送付時の会員規約をご覧ください。

ボーナス2回払い

夏または冬のボーナス月に全額お支払い
12月21日～6月20日ご利用分 7月21日～11月20日ご利用分

8月のお支払い日 翌年1月のお支払い日

ボーナス1回払い 手数料不要

1回払い 手数料不要

ご利用代金をお支払い日に一括してお支払い
※海外でのご利用は、原則として1回払いのみとなります。

2回払い 手数料不要

ご利用代金を翌月と翌々月の2回に分けて
お支払い　

●ENEOSサービスステーションでのお支払い方法は1回払い、２回払い、ボーナス1回払い、回
数指定分割払い（3・6・10・20）、リボルビング払いのみとなります。

●燃料油（灯油含む）は、1回払いのみとなっております。ご了承ください。
●サービスステーションによっては、指定できるお支払い方法が異なり、ご利用いただけない場合

もございますので、あらかじめ店頭にてご確認ください。

一般加盟店でのお支払い方法一般加盟店でのお支払い方法

ご利用とお支払い日ご利用とお支払い日

ENEOSサービスステーションでのお支払い方法ENEOSサービスステーションでのお支払い方法

毎月5日に締切、「翌月2日」に引き落とし
※ENEOSサービスステーションでご利用の場合、毎月1日～末日ご利用分を「翌々月2日」にお引き落としいたします。
※ご利用の加盟店により、お引き落とし月が遅れる場合がございます。※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。※ETCカードのご請求は、事務処理上、ご利用日からお引き落としまでに2～3カ月かかる場合がございます。

固定電話

携帯電話

NTT東日本   NTT西日本   KDDI   ソフトバンク   NTTコミュニケーションズ

NHK　   　wowow   　スカパー！放送料金

日本経済新聞    朝日新聞    日刊スポーツ    毎日新聞    スポーツニッポン
中日新聞    中日スポーツ    産経新聞

Yahoo! BB    au one net    BIGLOBE    @nifty（アット・ニフティ）
    So-net    Plala（ぷらら）    BB.excite    hi-ho    オプテージ

電 気

プロバイダー

（一例）

ガ ス

新 聞

　このマークのついた各種料金のお支払いは、WEBサービス（ENEOSカード
アプリ／PC）からもお申し込みいただけます。

北海道電力 　 中部電力ミライズ 　東京電力エナジーパートナー 　東北電力 　
関西電力 　

北陸電力    

※一部対象外の販売店があります。

月々のお支払いにENEOSカードをご利用いただけます。

公共料金のカードでのお支払い

公共料金でも！

固定電話 電 気 ガ ス 新 聞 放送料金携帯電話

上記以外の公共料金でも、ENEOSカードがご利用になれます。カードでの
お支払いの可否、お申し込みのお手続き方法については、お客さまご自身で
各契約会社へお問い合わせください。

東京ガス 西部ガス EＮＥＯＳ都市ガス＊2東邦ガス 　京葉ガス 大阪ガス 　

docomo SoftBank ワイモバイルau

※会員さま専用ページにログインのうえ、お申し込みください。 ログイン方法はP10をご覧ください。

沖縄電力    中国電力 　 四国電力 　 九州電力 　 ENEOSでんき＊１

プロバイダー

ENEOS以外（国内・海外）でも！
このマークのあるお店で
ご利用いただけます。

コンビニ

例えばこんなお店で使える！

スーパー ドラッグストア 飲食店 ネットショッピング

24

全国のENEOSサービスステーション
（SS）でご利用いただけます。

ガソリンスタンドでのご利用はもちろん！
給油をはじめ、洗車・オイル・タイヤ・バッテリーなど、
カーメンテナンス時のお支払いにご利用ください。

さらに

＊１沖縄電力管内・離島を除きます。＊２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。

2日
払い

2 3
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● 紙明細 ハガキタイプ

● ENEOSカードアプリ 画面イメージ ＜トップ画面＞

ENEOS＊2・ENEOS以外＊3での
1カ月間のカードご利用金額＊4

7万円以上

5万円～7万円未満

2万円～5万円未満

1万円～2万円未満

1万円未満

ご請求時の
値引き単価

7 円 /ℓ 引き

5 円 /ℓ 引き

4 円 /ℓ 引き

2 円 /ℓ 引き

1 円 /ℓ 引き

※当月のカードご利用金額に応じて1カ月後に値引き単価をご案内し、2カ月後のガソリン・軽油のご利用
金額に対し3カ月後のご請求時に値引きします。※事務処理の都合上、上記スケジュールの通り値引き
単価・ご請求に反映されない場合がございます。※カードのサービス特典について一部対象外の
ENEOSサービスステーションもございます。

ガソリン・軽油
でのご利用

当月 1カ月後 2カ月後 3カ月後

★キャッシュバック
（値引き単価の適用）

 カードご利用＊

キャッシュバック特典は、カードショッピングのご利用からキャッシュ
バックまで4カ月のサイクルとなります。

★値引き単価のご案内
値引き単価の適用期間は
翌月のみとなります。

キャッシュバックサイクルキャッシュバックサイクル

※入会後の当月と翌月のガソリン・軽油ご利用金額については2円/ℓ引きとなります。※値引き単価の
適用は、本人・家族カードでのガソリン・軽油のご利用の合算で毎月150ℓまでとなります。※値引き単価
決定の対象には各種手数料・年会費などの金額は含まれません。

＊1 免税ガソリン・免税軽油は、値引き対象外となります。 ＊2 ENEOSの場合：毎月１日～末日のご利
用分 ＊3 ENEOS以外の場合：毎月6日～翌月５日のご利用分 ＊4 Apple Pay・クイックペイ・ETC・家
族カードご利用分含む

いつでも1 円 /ℓ 引き灯 油

●年会費（税込み）
本人会員／1,375円 （初年度無料）
家族会員／無料

毎月のカードご利用金額に応じて
ガソリン・軽油が最大7円/ℓ引き

ENEOSカード CENEOSカード C

特典内容特典内容

キャッシュバックサイクル（ご利用例）キャッシュバックサイクル（ご利用例）
10月にご利用した分がキャッシュバックされるまでの流れ

6,500円
11,000円

3,000円
10月

〈ご利用内容〉
ENEOSサービスステーションで50ℓ給油　
●●百貨店
●●高速道路

20,500円ご利用金額合計

7,800円
15,000円
10,000円

12月

〈ご利用内容〉
ENEOSサービスステーションで60ℓ給油
●●家電店
●●料理店

32,800円ご利用金額合計

32,800円
－240円1月

〈1月お届けのご利用代金明細書〉
12月のご利用金額
キャッシュバック金額（60ℓ×4円＝240円）

32,560円1月のご請求金額

11月 〈11月お届けのご利用代金明細書〉
12月のガソリン・軽油の値引き単価：4円/ℓ引きをご案内

※1ℓ＝130円

※1ℓ＝130円

※10月のご利用分を11月に
　ご案内しています。

ご利用代金明細イメージご利用代金明細イメージ

●ご請求金額を
　表示します。

●この画面を「タップ」する
と、適用値引き単価の詳
細がご確認いただけます。

●お客さまへの特別な情報をご
案内します。ぜひご覧ください。

●ガソリン・軽油の値引きがある場合に、
　表示します。
※当社所定の基準により封書タイプのご利用代金明細書にてお送りする場合がございます。
※明細WEB確認サービスをご登録の会員さまは、WEBサービス（ENEOSカードアプリ/PC）にてご確認ください。
※ENEOSカード Cは、2022年4月より郵送によるご利用代金明細書は発行手数料［88円（税込み／回）］をご負担いただきます。

ガソリン
・

軽 油

＊1

毎日のお買い物でさらに給油が安く！

＊ENEOSサービスステーションとENEOS以外のご利用金額合計

●ガソリン・軽油の値引き
　単価がご確認いただけ
　ます。
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X X X X

●店頭キャッシュバックがある場合に、表示します。

＜トップ画面＞

カードを使えば使うほどポイントがたまる
ENEOSなら最大3％ポイント還元

●年会費（税込み）
本人会員／1,375円 （初年度無料）
家族会員／無料

ENEOSカード PENEOSカード P

特典内容特典内容

ガソリン・軽油はずっと2円/ℓ引き。灯油1円/ℓ引き
※年1回のカード利用で次年度年会費無料

＊年1回以上のカード（Apple Pay・クイック
ペイ・ETC含む）のご利用で次年度の
年会費は無料。詳細は下記をご覧くだ
さい。

●年会費（税込み）
本人会員／1,375円＊ （初年度無料）
家族会員／無料

ENEOSカード SENEOSカード S

特典内容特典内容

●総保有ポイントや今
回獲得したポイント、
さらに失効予定となる
ポイントを表示します。

※当社所定の基準により封書タイプのご利用代金明細書にて
お送りする場合がございます。

※明細WEB確認サービスをご登録の会員さまは、WEBサービス
（ENEOSカードアプリ/PC）にてご確認ください。

●お客さまへの特別な情報をご
案内します。ぜひご覧ください。

※年会費引き落とし月についてはカード送付時の「カード送付のご案内」をご確認ください。

たとえば・・・○○年6月2日に次年度年会費お引き落としの場合

この1年間にクレジットカードを
ご利用になると

対象期間

○○年の
1年前の4月6日

○○年の
4月5日

○○年の
6月2日

年会費
お引き
落としの日

次年度
年会費無料

年会費無料のしくみについて（ENEOSカード S）年会費無料のしくみについて（ENEOSカード S）ご利用代金明細イメージ（ENEOSカード P/ENEOSカード S）ご利用代金明細イメージ（ENEOSカード P/ENEOSカード S）

※対象期間内に当社にてご利用が確認できること（売上確定）が条件となります。期間終了直前のご利
用は、売上確定が遅れることがあり、対象外となる場合がございますのでご了承ください。

※ENEOSカード Sでの給油・ETC・ショッピングなどのご利用がない場合は、本人会員さまに1,375円
（税込み）の年会費がかかります。

※年会費、キャッシング・カードローンなどのご利用・各種手数料のご請求は対象外となります。
※ENEOSカード Sは、郵送によるご利用代金明細書は発行手数料［88円（税込み／回）］をご負担

いただきます。
※ENEOSカード Pは、2022年4月より郵送によるご利用代金明細書は発行手数料［88円（税込み／

回）］をご負担いただきます。

● ENEOSカードアプリ 画面イメージ

● 紙明細 ハガキタイプ

●ご請求金額を
　表示します。

※カードのサービス特典について一部対象外の
　ENEOSサービスステーションもございます。

＊2 ENEOSサービスステーションでのガソリン・軽油・灯油以外のご利用

30ポイント
ご利用
1,000円ごとにENEOSなら

6ポイント
ご利用
1,000円ごとに

ENEOS以外でも

ガソリン・
軽油＊1なら 1円/ℓ引きいつでも

灯油なら
いつでも2円/ℓ引き

カーメンテ商品＊2やショッピングでのご利用ならポイントもたまりますさ ら に

ENEOS以外
でも 6ポイント

ご利用
1,000円ごとに

ご利用
1,000円ごとにカーメンテ

商品＊2なら 20ポイント

ENEOSで キャッシュ  バック！たまったポイントは 詳細はP8、9へ

毎日のお買い物でもポイントがたまる！

初年度無料、次年度以降も年会費お引き落とし月の前々月の5日までの
1年間にENEOSカード Sでの給油・ETC・ショッピングなどのご利用が1
回以上あれば次年度年会費は無料です。

＊1免税ガソリン・免税軽油は、値引き対象外となります。※請求時に値引きされます。
毎日のお買い物でもポイントがたまる！
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対 象ENEOS

カード S
ENEOS

カード PENEOSカードポイントプログラムENEOSカードポイントプログラム

※年会費、キャッシング・カードローンのご利用、各種手数料、Edyチャージ、au PAY残高への
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はポイント付与対象外となります。

※ENEOSカード SはENEOSサービスステーションでの燃料油のご利用にはポイントは付与
されません。

ポイントの獲得ポイントの獲得

①ポイントの有効期間

ENEOSサービスステーションはもちろん、ENEOS以外でのショッ
ピングでもポイントがたまります。
ENEOSカード P・ENEOSカード Sでたまったポイントを上手に使っ
て、ご希望の商品と交換いただけます。

ポイントの  交換メニューポイントの  交換メニュー

キャッシュバック

ポイント移行

ポイントプログラムについてのご注意
※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。※ポイント移行・商品交換は
約1～2カ月でご登録・お届けいたします。※商品のお届けは状況により多少前後する場合がございます。
※キャッシュバックは、お引き落とし口座の設定手続きが完了していないと、交換受付ができませんので
ご了承ください。金融機関お届け印を捺印した口座振替依頼書のご提出をお忘れのないようご注意
ください。会員さま申告の番号に誤りがあっても、ポイント商品交換手続きのお申し込み完了後の
ポイント交換のキャンセルおよび会員さま本人名義のT会員番号、ＪＭＢお得意様番号、ANAお客様
番号へのポイント付け替えなどは、一切お受けできませんので、あらかじめご了承ください。

ポイントの照会・交換手続き方法ポイントの照会・交換手続き方法

※キャッシュバック手続きの方法は、お近くのENEOSサービスステーションにお問い合わせください。
※一部お取り扱いができないサービスステーションもございます。※キャッシュバックはご利用代金と
の相殺となります。※お申し込みポイントよりご請求月のご請求金額が少なかった場合は、差額を
お引き落とし日にENEOSカード P・ENEOSカード Sのお引き落とし口座にお振り込みいたします。

●ご利用代金との相殺となります。詳細はご利用代金明細書をご確認ください。
●ご請求金額がポイント交換手続額より少ない場合の差額につきましては、同請求金額引

落日に当社へご登録の口座へお振り込みさせていただきます。

●ポイントの有効期間は2年間です。
●ポイントの有効期間はポイント獲得月から2年間経過すると順次1カ月分ずつ失効します。

②ポイント付与
●ポイントはENEOSサービスステーションの月間ご利用金額合計（税込み）および、

ENEOS以外の月間ご利用金額合計（税込み）ごとに1,000円未満切り捨てにて計算されます。
●ポイントはご利用分のご請求時に付与されます。回数指定分割払い、リボルビ

ング払いをご利用の場合は初回お支払い月に一括してポイント付与します。
●家族カードのご利用分にもポイントが付与され、本人会員さまのポイントに合算されます。

●対象会社はJALまたはANAとなります。●事前に本人会員さま名義での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。●本人会員さまとJALマ
イレージバンクまたはANAマイレージクラブのご名義が同一の場合に限ります。

JALマイル・ANAマイル

1,000ポイント ＝ 400マイル

店頭キャッシュバック
たまったポイントはENEOSサービスステーションで
キャッシュバック手続きができます。

ENEOS以外
でも 6ポイント

ご利用1,000円ごとに

ENEOS
なら

ご利用1,000円ごとに

30ポイント

ご利用1,000円ごとに

20ポイント

ENEOSカード P ENEOSカード S

カーメンテ商品＊

なら

毎日のお買い物でもポイントがたまる！

6ポイント

ご利用1,000円ごとに

毎日のお買い物でもポイントがたまる！

たとえば1,000ポイントなら1,000円のキャッシュバックとなります。

WEBサービス
（ENEOSカードアプリ／
 PC）

お電話
（自動音声応答サービス）
※ANAのマイル移行、

Tポイント交換は除く

会員さま専用ページにログイン＊

＊会員さま専用ページへのログイン方法はP10をご覧ください。

ポイント交換

ポイント

ポイント交換

ポイント照会

PCアプリ

手 段 手続方法

＊ ENEOSサービスステーションでのガソリン・軽油・灯油以外のご利用

●事前に本人会員さまがT会員であることが条件となります。●会員さまご本人とT会員のご名
義が同一の場合に限ります。●Tポイントの交換は、アプリ・WEBの申し込みのみとなります。
お電話（自動音声応答サービス）でのお申し込みはお受けできません。

Tポイント WEB申し込みのみ

1,000ポイント =　　1,000ポイント =　　 700ポイント

1,000ポイント =　　1,000ポイント =　　1,000円分 1,000ポイント以上
1,000ポイント単位
での交換となります。

1,000ポイント以上1,000ポイント単位での交換となります。

商品交換

詳しくはこちら

エネゴリくんグッズやギフトカードなどの商品に
交換いただけます。

（24時間・通話料無料）
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

0800-700-2722

ご希望のサービス番号をダイヤル

1 ポイント残高照会 2 失効予定ポイント照会
4 ポイント還元手続き

※カードをお手元にご用意のうえ、音声案内にしたがって
ご利用ください。※サービスのご利用にはカード会員番号

（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。※「1、2、4」となり3はガイダンスいたしません。

ENEOS以外
でも
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●ETCカードのみのお申し込みはできません。ENEOSカードのお申し込みが必要と
なります。

●本人会員さまがETC専用カードを保有されていない場合、家族会員さまのETC
専用カードのお申し込みはできません。

●本人会員さま・家族会員さまとも、ETCカードの年会費は無料です。

●ETCカードのご利用分も、ENEOSカードの特典の対象となります。
※ETCカードのご請求は、事務処理上、ご利用日からお引き落としまでに、2～3カ月かかる場合がございます。

有料道路料金所をスムーズに通過、
通行料金をスマートに決済。

ETC CARD〈年会費無料〉 ETC専用カード

ETCについてETCについて

※当社所定の審査のうえ、ご利用代金明細書送付のご住所へ10日ほどでETCカードをお届けします。

ETCカードをお持ちでない方は下記の方法でお申し込みいただけます。

※サービスのご利用には、カード会員番号［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ENEOSカードをご用意ください。

※会員さま専用ページにログインのうえ、お申し込みください。※ログイン方法についてはP10をご覧ください。
WEBサービス（ENEOSカードアプリ／PC）

お電話で 通話料無料／24時間・自動音声
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。   

●ETCマイレージサービスの登録
ETCマイレージサービス事務局 https://www.smile-etc.jp/

●ETC割引について
ETC総合情報ポータルサイト https://www.go-etc.jp/

●ETC専用カードはお食事やショッピング（有料道路のサービスエリアなどの売店を
含む）など、通常のクレジットカードとしてはご利用いただけませんのでご注意ください。

●ICチップ（金色の部分）を水に濡らしたり、汚したりすると故障・誤作動の原因と
なりますのでご注意ください。

●有料道路の入口・出口では、必ずETC車載器に同一のETCカードを確実に挿入
してご利用ください。

会員規約をよくお読みいただき、内容をご了承のうえ、カードをご利用ください。
ETCご利用の際には、カードの有効期限にご注意ください。有効期限切れの
ETCカードでは料金ゲートの開閉バーが開きません。

走行中はETCカードのETC車載器への抜き取り、差し込みを行わないでください。
ETCレーンでは十分な車間距離と時速20km以下の安全な速度で走行してください。
ETCゲートの開閉バーが開かない時には車をバックさせないでください。
ETCゲートを通行できなかった場合には、レーンに設置されているインター
ホンなどで係員に連絡し、案内に従ってください。
車から離れる時は、必ずETCカードをETC車載器から取り出し携帯してください。

カードの期限更新などにより、新しいカードがお手元に届きましたら必ず古いカードから新しいカードへの差し替えを
お願いします。※古いカードはハサミを入れて破棄願います。

※車内などの高温な場所に放置するとカードの不良を引きおこす事があり、また盗難の原因にもなります。

ご利用上の注意ご利用上の注意

スマートフォン（アプリ）やパソコンからカンタンにご利用明細照会や各種
手続きができます。

●各種お申し込み（家族カード・ETCカード・クイックペイ追加申込など）　
●自宅住所・電話番号変更　●ENEOSカード Cの値引き単価照会

ENEOSカードアプリの詳細・ダウンロードはこちら！

会員さま専用ページのご利用には「ログインID・パスワード」の登録が必要となります。

初めてご利用される場合のログイン方法

より ENEOSカードアプリ
または

PC ENEOSサイトへアクセス
https://www.eneos.co.jp/ ENEOS 検索

個人のお客様

〈会員さま専用ページでできること〉

〈ENEOSカードアプリからのログインID・パスワード登録方法〉

まずは以下3点をご準備ください。

ご利用明細照会 ポイント照会
・交換手続

キャンペーン情報確認
・エントリー

●カード（会員番号、有効期限、カード裏面のセキュリティコード）●お届けの
電話番号(本人会員さまのご自宅電話番号または携帯電話)●メールアドレス

❶ENEOSカードアプリをダウンロードし、「新規利用登録する」をタップ
❷「お手続き開始」をタップ
❸空メールを送信
❹受信した登録用URLへアクセスし、設定
❺必要事項を入力し、ログインID・パスワードを設定
❻設定したログインID・パスワードでログイン！！

〈パソコンからのログインID・パスワード登録方法〉
●https://ts3card.jp/log-in/ にアクセスし、ログインページより設定

会員さま専用ページのご利用は
「ENEOSカードアプリ」が便利！

ログインアプリをダウンロードアプリ

（一例）

ご利用方法ご利用方法

WEBサービス（アプリ・PC）WEBサービス（アプリ・PC）

※アプリご利用時のパケット通信費は別途お客さまのご負担となります。※画像は
イメージです。※環境により動作に制約がある場合がございます。

毎月の
ご請求金額・ポイントを
ひと目で確認！

安心！いつでも！

※ETC割引の一部はETCマイレージサービスへの事前登録が必要となります。

■ETCマイレージサービス、ETC割引は道路事業者が提供するサービスです。

無料

ENEOSカード（C・P・S）サービスステーション

もしもの時も
ロードサービスに
カンタンに連絡！

0800-700-2700
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ご利用代金明細書の郵送を停止し、スマートフォン・パソコン
などでご利用明細を確認できるサービスです。

その他のサービスその他のサービス

レンタカー優待：10％OFF！！
全国約1,000箇所のオリックスのレンタカーネットワーク

〈オリックスレンタカー、レンタカージャパレン、エックスレンタカー〉で！

※一部対象外の車種がございます。

0120-30-5543
（平日／8：00～20：00　土日祝／8：00～17：00　年中無休）

メンテナンス料金割引サービス

「カーコンビニ倶楽部」で愛車のキズ・ヘコミの修理費用が5％割引。

●割引サービスの流れ

環境支援
森を守る活動に貢献
ENEOSでは、ENEOSカード会員さまがENEOSサービス
ステーションでENEOSカードをご利用いただいた金額の
一部を（社）国土緑化推進機構へ寄付し、大切な森を守る
活動に役立てています。

モバイル・専用カードの2種類

※割引対象は鈑金塗装作業（キズ・ヘコミ修理）の工賃のみとなります。部品代などは対象となり
ません。※一部割引サービスが受けられない店舗があります。※「カーコンビニ倶楽部」でのお支
払い時、ENEOSカードが利用できない店舗があります。※詳しくは「メンテナンス料金割引サービ
ス利用規定」をご覧ください。※サービスをご利用の際はENEOSカードのご提示をお願いします。

カーコンコールセンター
24時間受付中 0120-0120-55お問い

合わせ先 https://www.carcon.co.jp/Eneos/

カーコン
コールセンター

カーコンビニ
倶楽部

ENEOSカード
提示で特典が
受けられます。

ENEOS
カード

カーコンビニ倶楽部
ホームページ

クルマのキズ
を 直し た い
け ど ど うし
たらいいの？
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※法令またはトヨタファイナンスの定める条件により郵送する場合があります。

無料

https://campaign.ts3card.com/eneos_meisai/
詳細は
こちら

要電話
予約

明細WEB確認サービスApple Payについて

QUICPayTMについて

ENEOSカードアプリでの
確認がカンタン！

クイックペイとはカードやスマートフォンなどを
お店のQUICPay端末にかざすだけでお支払い
ができる、サインや事前のチャージがいらない
後払い型の電子マネーです。

Apple Pay/QUICPayTMについてApple Pay/QUICPayTMについて

※クイックペイ1回あたりのご利用上限金額は2万円です。
※ENEOSカードの年会費は必要となります。

ク イ ッ ク ペ イク イ ッ ク ペ イ

https://www.quicpay.jp/shoplist/

※一部対象外の店舗・売場・商品・
サービスなどがございます。

クイックペイが使えるお店（一例）

クイックペイのタイプ

ENEOSサービスステーション検索はこちら

https://eneos-ss.com/search/ss/pc/top.php

クイックペイが
使える

お店はこちら

Apple Payを始めよう！

年会費／発行手数料 無料

Apple Payが使えるサービスステーション・お店
●全国のENEOSサービスステーション（セルフ）にて
　ご利用いただけます。
●コンビニエンスストアやスーパーなど全国の
　QUICPay加盟店、アプリケーションやオンライン
　ショップでご利用いただけます。
※アプリケーションやオンラインショッピングでのお支払いは、
JCBがご利用いただけます。
※Apple Payご利用時のパケット通信費は、別途お客さまのご負担となります。

Apple Payなら、お手持ちのENEOSカードをiPhoneに設定
するだけで現金・クレジットカードを持ち歩かなくてもカンタンに
お支払いができます。

設定・年会費 無料

Apple Payの詳細はこちら

Apple Pay、iPhoneは、米国およびその他の国で登録された
Apple Inc.の商標です。

https://www.eneos.co.jp/applepay/index.html

ENEOS https://www.eneos.co.jp/
申し込み方法・クイックペイの詳細はこちら

サービスステーション ENEOSカード（C・P・S）

便利な追加カード QUICPay

個人のお客様

エコな明細

紙を
ストップ！
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■無料サービスの範囲

ENEOS ロードサービスENEOS ロードサービスお問い合わせ一覧お問い合わせ一覧

ENEOSカードに関するお問い合わせENEOSカードに関するお問い合わせ
ENEOSカードをお手元にご用意いただき、下記電話番号におかけください。

以下の内容については、17：00～翌9：00、また土日祝日も自動音声応答サービスに
てご照会いただけます。

※一度に5種類まで資料請求することができます。ご請求いただきました資料は、ご利用代金明細書送付先のご住所に、
1週間ほどでお届けいたします。 ※一部の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。

※一部の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。

●電話番号はお間違いのないようにおかけください。
●お問い合わせは本人会員さまからお願いいたします。

03-5617-2577東 京 052-239-2577名古屋

トヨタファイナンス インフォメーションデスク
平日9：00～17：00（土・日・祝日・年末年始を除く）

資料請求サービス電話番号

0800-700-2733
自動音声案内にしたがって入力してください。

携帯電話・PHSからも
ご利用いただけます。

通話料無料/
24時間・自動音声

●ロードサービスの電話番号のご照会 ●請求金額のご照会
●ポイント照会の受付　●資料のご請求　●お振り込みの予約受付

ご請求いただける資料（一例）
●クイックペイ追加申込書　●ショッピングリボルビング払い変更届

資料請求サービス資料請求サービス

ご利用の際のご注意 ご利用にはカードの会員番号（16桁）が必要です。

　キリトリ線にしたがい切り離して免許証などと一緒にご携帯ください。

ENEOSカードなら、もしもの時にお電話1本でかけつける安心のロードサービス。
●全国約8,500箇所（2020年10月末時点）の出動拠点とネットワーク。
　30分～1時間でかけつけます。
●24時間、365日受付。

ロードサービス内容ロードサービス内容
•対象車両：車両総重量3t未満の自家用4輪車•対象地域：日本国内全域（一部離島を除く）

③サービスのご提供

②ENEOSロ ードサ ービス
　 センター から出 動 依 頼。
　 会員番号、氏名、住所、 生年
　 月日を確認します。①ENEOSロードサービス

　 センターにお電話ください。

HELP！

レッカー車など

ENEOSロードサービスセンタ－
■ロードサービスの流れ

サービス項目 サービス内容 ENEOSロードサービス

レッカーサービス レッカー車による移動 10km までは無料＊1

路上修理（30分以内）

キー閉じ込み開錠サービス
バッテリージャンピング

タイヤパンク時の交換作業
落輪時の引き上げ作業＊2

ガス欠時給油作業
その他30分以内の作業

30分以内は無料

ENEOSロードサービスENEOSロードサービス

※部品交換時の部品代実費など、有料（お客さまのご負担）となる場合があります。※日本
国外、道路以外の場所、通行禁止場所などサービスが提供されない場合があります。※詳し
くは「ENEOSロードサービス利用規定」をご覧ください。※年間に利用するロードサービスが
3回目以降となるときの出動費用実費はお客さまのご負担となります。※サービス提供前に、
運転免許証およびＥＮＥＯＳカード（現物）の提示が必要となります。※スマートフォンなど、モバイル
でのカード画面の提示ではご利用いただけません。必ずＥＮＥＯＳカード（現物）をご提示ください。
＊1 自力走行が不可能な場合が対象（キーを紛失した車両は対象外）
＊2 落差1m以内でタイヤ1本までが対象

■WEBサービス（ENEOSカードアプリ／PC）

■電話
ENEOSカードをお手元にご用意いただき、下記電話番号におかけください。

会員さま専用ページにログイン 会員さま専用ページのログインについてはP10をご覧ください。

「資料請求」

ご希望の資料を選択のうえ、お申し込み

キャッシングのご利用には別途、お申し込みが必要です。
インフォメーションデスクまでお問い合わせください。

キャッシング

ENEOSカード 
アプリからも
連絡できます！

もしもの時は、下記までお電話ください。携帯電話やPHSからも
ご利用いただけます。

お手元にENEOSカードをご用意ください。

ENEOSロードサービスセンター

※24時間365日受付
0120-125-775

その他の
案内サービス

お客さまのご要望に応じ、レンタカーの案内、代替交通手段の
案内、宿泊先の案内、24時間サービスステーションの案内。
（実費はお客さまのご負担となります）
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