Lexus Card Service Guide
レクサスカード

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。
電話番号は、
お間違いのないようおかけください。
1219044

2022年10月版

サービスガイド

ク オリティにこだ わ る方のため の1枚 。
そ れ が、レ クサス カード。

カーライフ同様に、ビジネスやプライベートすべてにおいて
最良のものを求めるレクサスオーナーのために。
ステアリングを握る際、そして日常のさまざまなシーンや
世界中のどこにおいても、レクサスオーナーにふさわしい
サービスをご利用いただけます。

レクサスカードのご案内
年会費（税込み） 個人会員さま
法人会員さま

本人会員さま

22,000円

家族会員さま

無料

代表者会員さま

22,000円

使用者会員さま

無料

レクサスETCカードのご案内
年会費（税込み）: 個人会員さま

法人会員さま

無料
初年度無料 ※

※次回以降は年会費請求時の直近1年間に、ETCカード利用の請求が1回以上
あれば同一契約内の全ての法人ETCカード年会費が無料となります。
ご請求がない場合は、ETCカード1枚につき550円となります。
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カード券面のご説明
1

003

TS CUBIC CARDポイントプラスサービス（P.032）を表します。

2

法人カードの場合［BUSINESS］と表記されます。

3

トヨタファイナンスの発行するカードを表すアクセプタンスマークです。

4

レクサスカード会員さま専用のお問い合わせ電話番号です。

5

Visaプラチナサービスのお問い合わせ先です
（日本国内）
。

6

ETCカードを表すマークです。

7

ETCカードの会員番号、有効期限です。
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お客さまの気持ちにお応えするサービスを
最良のカタチでご提案いたします。
レクサスカードは、
レクサスオーナーにふさわしい、
上質で随所に気配りのあるサービスをお届けいたします。
お客さまのご要望にそった最適なサービスを、
最適なカタチで
ご提案いたします。
「旅行に行きたい」
「食事に行きたい」
など、
ご要望を
〈レクサスファイナンスデスク〉
にお申しつけください。
最良のひとときを演出するサービスをご提案いたします。

レクサスカードならではの
特別なサービスメニューをご用意いたしました。
選び抜かれたサービスだからこそ、
ご利用いただくほどにその心遣いを実感いただけます。
カーライフをさらに快適にするパーキングサービスはもちろん、
エアラインサービスやご旅行の楽しみをひとまわり大きくする

Lexus Finance Desk

ホテルやレストラン優待など、レクサスカードならではの

レクサスカードのサービスは、

サービスご利用の際は、

魅力多彩なサービスはすべて、お客さまのものです。

レクサスファイナンスデスク

まるでホテルのコンシェルジュのように、
お客さまのご要望をお伺いすることからはじまります。

お気軽に〈レクサスファイナンスデスク〉にお申しつけください。
〈レクサスファイナンスデスク〉
は、
お客さまを充実したひとときへとご案内いたします。

詳しくはレクサスファイナンスデスクへ お問い合わせください。
レクサスファイナンスデスク

0800 -300 - 3355

（通話料無料）

9:00〜18:00 年中 無 休（年末 年 始除く）
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T & E Service

人気のホテル・旅館、レストランを
お客さまとともにお探しし、ご予約いたします。
ホテル・旅館のご案内
レクサスカードのお客さまにご利用いただける
人気のホテル・老舗旅館をご用意いたしました。
レクサスファイナンスデスクにお電話をいただくだけで、
最適なホテル・旅館のご紹介はもちろん、
ご予約も承ります。
また一部のホテル・旅館では、
優待価格でのご利用や
お部屋のグレードアップなどの特別サービスをご用意しております。

レストランのご案内
レストラン等の飲食店でレクサスカードの
お客さまを対象としたサービスをご用意しております。
レクサスファイナンスデスクにお電話をいただき、

T & E Ser vice

さまざまなご要望をお伝えください。
お客さまに最適なレストランをお探しし、ご案内いたします。

トラベル＆エンターテイメントサービス
おすすめの旅館・ホテル・レストランは、
レクサスファイナンシャルサービス

行きたかったあの場所へ、
レクサスカードがご案内いたします。

ホームページよりご覧いただけます。

特別なひとときに、
あのホテルや 老舗旅館に泊まりたい。
出張で訪れた街で人気のレストランを予約したい。
そんなお客さまのご要望にお応えするのがレクサスカードのサービスです。
心のこもったおもてなしで、
最良の時間をお楽しみいただけます。

レクサスファイナンシャルサービスホームページ

https://lexus-fs.jp/
※レクサスファイナンシャルサービスホームページのマイページへのログインは、
個人本人会員さまのみご利用いただけます。

詳しくはレクサスファイナンスデスクへ お問い合わせください。
レクサスファイナンスデスク

0800 -300 - 3355

（通話料無料）

9:00〜18:00 年中 無 休（年末 年 始除く）
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T & E Service
トヨタファイナンス

トラベルデスク

空港宅配サービス優待
空港へ のお荷物をお運びいたします。

上質な大人の旅を、あなたに。
大 切 な 方 へ の お 祝 い や 日 常 で は 味 わ え な い 体 験 な ど 、お 客 様 の
特別な旅をご提案・サポートいたします。お気軽にトラベルデスクへ

スーツケースなどのお手荷物を、ご自宅や会社などご指定の場所から
国内主要空港まで配送いたします。
また空港からご自宅などへも配送いたします。
※対象空港：成田国際空港第1ターミナル、成田国際空港第2ターミナル、羽田空港第2ターミナル(国際線)、
羽田空港第3ターミナル、中部国際空港第1ターミナル、関西国際空港第1ターミナル

ご相談ください。
オリジナル旅行プランもご用意しております。

宅配料金は通常料金より片道200円割引となります。

ご利用方法
ご出発の4日前
（土・日・祝日を含む）
までにインターネットもしくはコールセンター（※）へお電話
専用URL https://www.site.jalabc.com/agency/3570/takuhai/

インターネットでは…出発日・便名・住所など必要項目を入力してお申し込み
電話では…優待コード「3570」と出発日・便名など必要情報を伝えてお申し込み
ご指定の場所で手荷物を集荷
お預かりしたお荷物は空港出発ロビーABC宅配カウンターでお渡し
宅配料金についての詳細は、
巻末のJALエービーシーコールセンターまでお問い合わせください。
（※）
※離島など一部お取り扱いできない地域や届け先空港により、
予約締切日が異なる地域がございます。
※

業務提携 ：
（株）JALエービーシー
※各業務提携先へのお問い合わせについては、
巻末のお問い合わせ一覧をご覧ください。

＜トヨタファイナンス限定企画ツアー＞
特別な体験や食に拘った至高の旅をご提案します。

＜オリジナル宿泊プラン＞
洗練されたホテル、風情・趣のある旅館をご紹介いたします。
優待や特典付のオリジナルプランで、至福の時をお過ごしください。

＜JTBおすすめの旅・宿＞
豪華列車の旅、ラグジュアリーバス、国内クルーズなどを楽しみたい方へ
JTBおすすめの旅・宿をご案内いたします。

旅行プランの詳細はトラベルサイトをご覧ください。
トヨタファイナンス トラベルデスク

空港ラウンジ
出発前のひとときをゆったりとお過ごしください。
国内外の主要な空港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。
※一部ご利用いただけない利用条件や有料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 LEXUS 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。

専用サイト

https://tscubic-travel.com/telephone_lp/
詳しくはトヨタファイナンス トラベルデスクへお問い合わせください。
トヨタファイナンス

トラベルデスク

0800 -700 - 8160
9:00〜17:00（休業日：土・日・祝・年末 年 始）
QRコードのリクエストフォームにご入力いただき送信ください。
ご返信まで最大2営業日のお時間を頂戴しております。

https://tscubic-travel.com/telephone_lp/inquiry/request_input

QUALIA LOUNGE 3階 保安検査前レセプション

QUALIA LOUNGE 3階 保安検査前
※写真はイメージです。

※
「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。

■中部国際空港
「QUALIA LOUNGE」for LEXUS CARD 保安検査前 国際線・国内線共通
〈所在地〉中部国際空港

トヨタファインナンス株式会社
トラベルデスク
愛知県名古屋市中区錦2-17-21 NTTデータ伏見ビル
東京都知事登録旅行業第2-8259号
（一社）日本旅行業協会正会員

第1ターミナル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。

国内線ウイング

国際線ウイング

〈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。
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QUALIA LOUNGE
（3階 保安検査前）

7：20〜20：50（年中無休）
〈営業時間〉

出発ロビー

3階

鉄道駅へ
駐車場へ
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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
■仙台国際空港
■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3ターミナル
■羽田空港 第3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
■高知空港
■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

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
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
SKY LOUNGE
SKY LOUNGE SOUTH
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
KIXエアポート カフェラウンジNODOKA
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
ブルースカイ
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

Visa Platinum Service
Visaプラチナサービス

より充 実したひとときを満喫するための
ハイクオリティサービス。
レクサスカード会員さまは、レクサスカードのサービスに加えて
ビザ・ワールドワイドがVisaプラチナカード会員のお客さまに
ご提供するVisaプラチナ優待プログラムもご利用いただけます。

Visaプラチナ優待プログラム
レクサスカードのお客さまは、
国内外でご利用いただける
Visaプラチナカードならではの様々な特典をお楽しみいただけます。
V i s aプラチ ナ空港宅配

国際線のフライトをご利用の際、
ご自宅と空港間の往路復路それぞれの宅配
サービスを優待価格にてご利用いただけます。
※Visaプラチナサービスは、
ビザ・ワールドワイドが国内発行のVisaプラチナカード
会員さまに、共通して提供するサービスです。
※ビザ・ワールドワイドが提供する各種プラチナ優待は、
Visa一般規定およびご利用
上の注意が適用されます。
※上記内容は、
2022年9月現在の情報です。
プログラムの内容、
特典は、
予告なく
変更となる場合がございます。また、ご利用施設・条件などがございますので、
各プログラムの詳細は、Visaプラチナウェブサイト（https://www.visa.co.jp/r/platinum/）
にてご確認ください。

コンシェルジュサービス
24時間、
世界中どこからでも必要な情報とサポートが受けられます。
Visaプラチナ・コンシェルジュ・センターでは、ご旅行の計画等を
お手伝いさせていただきます。
（ご依頼の内容によっては、翌営業日以降のご手配となります。）
※Visaプラチナ・コンシェルジュ・センターは、ビザ・ワールドワイドが提供し、
国内発行の対象となるVisaプラチナカード会員さまのみがご利用いただける
コンシェルジュセンターです。
よって、原則としてお客さまの情報やカードの
情報等を共有しておりませんのでご連絡をいただく際には、それらを確認
させていただく場合がございます。
・上記の他にも、様々なサービス・特典がございます。
詳しくは、Visaプラチナ・コンシェルジュ・センターへお問い合わせください。
また、最新情報は下記ホームページからご覧いただけます。
・国・地域、また現地電話会社のサービス設定により、公衆電話や携帯電話等、
一部の電話からトールフリーダイヤルにつながらない場合や、
電話料金が発生する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

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。
Visaプラチナサービスに関するお問い合わせ先

https://lexus-fs.jp/lfslalsvtravel/lounge.html
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Visaプラチナ・コンシェルジュ・センター

0066-3380 -0554
https://www.visa.co.jp/r/platinum/

日本国内から

（通話料無料）
24時間 年中 無 休
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Visaプラチナ・コンシェルジュ・センターでは、
世界中どこからでも年中無休日本語で対応いたします。
また、さらに24時間体制でお客さまをサポートいたします。
世界各国からおかけの際は、下記番号にお電話ください。

アジア
中国南部
中国北部
香

港

マカオ
韓

国

台

湾

タ

イ

インドネシア
マレーシア
フィリピン
（PLDT）
フィリピン
（GLOBE）
シンガポール
インド

北

10800- 440-0085
10800-744-0085
800-901-872
0800-708
080-487-0880
0080-1-444-191
001-800- 441-1259
001-803-441-235
1800-805-572
1800-1441-0080
1800-8908-6597
800-448-1294
000-117-866-670-0974

米

1866-795-7712
1866-670-0974

カナダ
アメリカ

ヨーロッパ

0800-281-689
0800-71-029
808-84-348
0800-919-553
0800-182-2148
00800-4412-1222
068-001-4855
800-784-252
0800-022-9478
800-844-082
900-99-8948
0200-285-386
0800-564-962
0800-587-0552

オーストリア
ベルギー
デンマーク
フランス
ドイツ
ギリシャ
ハンガリー
イタリア
オランダ
ポルトガル
スペイン
スウェーデン
スイス
イギリス

Flight & Relaxation

エアラインサービス

空の旅にも、ワンクラス上 のくつろぎを。
空港で、そして飛行機の機内で、
レクサスのシートに身を委ねるときのような快適な時間を愉しむために。
レクサスカードのお客さまのためのエアラインサービスを
日本航空（JAL）よりご提供いたします。

オセアニア
オーストラリア
ニュージーランド

1800-555-649
0800-103-298

上記以外の地域からは国際コレクトコールでお電話ください
1-773-3605319（通話料無料） 24時間 年中 無 休
※コレクトコールとお伝えいただかない場合は、
料金が発生いたします。
※国・地域によっては、
現地電話会社のサービス設定により、
公衆電話や携帯電話等一部の電話からトールフリー
ダイヤルにつながらず、
電話料金が発生致します。
また、
日本から海外に持参されている携帯電話からトール
フリーダイヤルにお掛け頂いた場合には、
電話料金が発生します。
※現地電話会社、
ホテルまたは国、
地域によって、
オペレーター呼出番号が異なったり、
コレクトコールができない、
または手数料がかかる場合があります。
コレクトコール部分以外の料金は会員様のご負担となります。
国際電話局
までの通話に料金がかかったり、
ホテルでの電話使用料等がかかった場合などには、
会員さまのご負担となります。
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F l i g h t & Re l a x a t i o n
JALサービスコース

個人会員さま限定

「JALサービスコース」
（ 無料）にお申し込みいただいた方に、
JALマイレージバンク（JMB）のメンバーとして
JALの特別なサービスをご提供します。
レクサスカードご入会時、またはご入会後に「JALサービスコース」に
お申し込みください。
※JALマイレージバンク
（JMB）
の登録が必要です。
（同時加入可）

JALマイレージバンク

【サクララウンジご利用方法】
1.航空券ご予約時
JALマイレージバンク（JMB）お得意様番号をご登録ください。
※ご登録がない場合、
サクララウンジをご利用いただけませんのでご注意ください。
※ツアーでJAL便をご利用の場合は、
ツアーお申し込みの旅行代理店へJMBお得意様番号登録の旨、
お申し付けください。
（一部ご利用いただけない航空券がございます。詳しくは、P.017「ラウンジご利用の際のご注意」をご覧ください。）

2.サクララウンジへのご入室時
JAL国内線ラウンジ・国際線ラウンジとも、お持ちの各種JALご搭乗券でご入室いただけます。
※国内線は、
おサイフケータイ®、
IC機能付きJMBカードでもご入室いただけます。

JAL国内線・国際線
各種JALご搭乗券
〈一例〉

JMBカード

見本

見本

■サクララウンジをご利用いただけます。
日本国内の各空港でご出発前にゆったりとおくつろぎいただけるサクララウンジ。
「JALサービスコース」
会員さまは、
JALグループ便ご搭乗の際に、
サクララウンジを
ご利用いただけます。
とっておきのくつろぎ空間で、
ご出発前のひとときを、
ごゆっくりお過ごしください。
●対象
JALサービスコースご登録の個人本人会員さま、
およびご本人さまと同一便にご搭乗になるご同伴者１名さままで
●ラウンジ利用回数
国内線・国際線、毎年それぞれ2回ご利用いただけます。
●ご利用いただけるサクララウンジ
＜国内線＞ 新千歳、仙台、成田国際、羽田、小松、中部国際、関西国際、
大阪国際（伊丹）、岡山、広島、松山、福岡、鹿児島、那覇
＜国際線＞ 成田国際、
羽田、中部国際、関西国際
※中部国際空港は、
共有ラウンジをご利用いただけます。

【ラウンジご利用の際のご注意】
（1）
ご出発日およびご出発空港において、
ご出発時にのみご利用いただけます。
（2）
JALグループ便ご搭乗の際にご利用いただけます。
JAL便名であっても他社運航のコードシェア便および、
他社便名のJAL運航便への
ご搭乗時にはご利用いただけません。
ただし、
フジドリームエアラインズ
（FDA）
、
天草エアライン
（AMX）
運航便のご搭乗時はご利用いただけます。
（3）
航空券にお名前の入らない運賃、
特殊運賃ではご利用いただけません。
（4）
羽田
（国内線）
、
新千歳、
大阪国際
（伊丹）
、
福岡のダイヤモンド・プレミアラウンジ、
国際線の
ファーストクラスラウンジはご利用いただけません。
（5）
止むを得ない状況によっては、
一時的にご利用を制限させていただく場合がございます。
また、
ご利用可能な空港は予告なく変更される可能性がありますので、
あらかじめご了承ください。

自動チェックイン機や
空港カウンターで
発行したご搭乗券

パソコンのプリンターで
印刷されたご搭乗券
（eチケットお客さま控）

※画像は国内線のご搭乗券

※画像は国内線の
eチケットお客さま控

携帯電話で取得した
2次元バーコード

・JAL国内線は次の方法でもご入室いただけます
®

おサイフケータイ（スマートフォン、
ケータイ）

IC機能付きJALマイレージバンク
（JMB）
カード

（初期設定済みのＪＡＬタッチ＆ゴーアプリ（※1）、
ＪＡＬ IC ポケットアプリ（※2））

（※1）スマートフォン用アプリ
（※2）携帯電話用アプリ
※iPhoneをお持ちの方は、国内線Ｑｕ
ｉCナビや
Passbookでご利用いただけます。
※すでに「ＪＡＬタッチ＆ゴー」アプリをご利用いただいている方は、
再度ダウンロードする必要はございません。
※「おサイフケータイ®」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

IC機能付きJMBカードは、
このロゴが目印です。

【サクララウンジご入室方法】
【国内線】
ご入室の際に、
「レクサスカード会員である」
旨を係員にお伝えいただき、
ラウンジ受付に設
置してある
「ラウンジ入室リーダー」
に、
お持ちの各種ご搭乗媒体
（JALご搭乗券またはeチ
ケットお客さま控の2次元バーコード、IC機能付きJMBカード、JALカード、おサイフケータイ®
（JALタッチ&ゴーアプリ）
等）
をタッチしてください。
※保安検査場の通過、
ラウンジのご入室、
ご搭乗まで、
同じご搭乗媒体
（お持ちの各種JAL
ご搭乗券の2次元バーコード、
おサイフケータイ®、
IC機能付きJMBカードなど）
をご利用ください。
※ラウンジへのご入室の際、ダイヤモンド・プレミア専用セキュリティゲートはご利用いただけません。

【国際線】
ラウンジ受付で、
お持ちの各種JALご搭乗券を提示いただき、
「レクサスカード会員で
ある」
旨を係員にお伝えください。

●JALの搭乗スタイル【QuiC】について詳しくはJALホームページをご確認ください。
国内線 https://www.jal.co.jp/dom/service/touchandgo/
国際線 https://www.jal.co.jp/quic-i/
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F l i g h t & Re l a x a t i o n
JALサービスコースのお申し込み方法
JMBカードのお届けとサクララウンジのご利用について
翌年度（2年目）

初年度（1年目）

JMBカード
（※1）

ご入会後にお届け

JALサービスコースのお申し込みは随時承っております。

レクサスファイナンスデスクへお電話または
レクサスファイナンシャルサービスホームページより
「レクサス専用JALマイレージバンク追加申込書」を資料請求

サクララウンジのご利用
（国内線・国際線毎年各2回）

申込書お届け

ご入会後（※2）、国内線・国際線
各2回ご利用可能

4月1日〜翌年3月31日の期間に、
国内線・国際線 各2回利用可能

（※1）JMBカードは、レクサスカードご入会時に、新規でJALマイレージバンクに
ご入会の方にお届けします。
（※2）サクララウンジのご利用は、JALサービスコースご入会受付の約1カ月後
（JALマイレージバンクでのご登録完了後）からご利用いただけます。
ご入会後、初年度の期間が1ヵ月に満たない場合、翌年度（4月1日〜）より、
国内線・国際線、毎年それぞれ2回ご利用いただけます。

【ラウンジのご利用開始タイミング、ご利用可能回数のご確認方法】

申込書ご記入

申込書返送

JALサービスコースご入会受付・登録

ラウンジご利用可能回数は、JALホームページでご確認いただけます。

Step

1

JALホームページ「JALマイレージバンク」
https://www.jal.co.jp/jmb/
JMBお得意様番号・パスワードを入力し、ログイン

お得意様番号

Step

パスワード

ログイン

※「JALサービスコース」
は、
個人本人会員さまがご入会いただけます。
※JMBカードは、
JALサービスコースご登録にあたり、
新規でJMBにご入会いただいた個人本人会員さまへ
のみお届けいたします。
※JALより、JMBカードなど、
お届けものがある場合がございますので、
JALにご登録の住所に変更など
ございましたら、
下記JALマイレージバンク日本地区会員事務局へご連絡をお願いいたします。
※レクサスカードのご利用で、マイルは自動精算されません。別途、ポイントプラスの還元手続きが必要となります。

「ご利用いただけるラウンジ」
をクリックし、
「ご利用いただけるラウンジキャンペーン一覧」
ページへ移動

2

ご利用いただけるラウンジ

JALマイレージバンクでの
「レクサスJALサービス
コース」のご登録完了後、
「対象キャンペーン」欄に、
「レクサスカード会員様JAL国際線国内ラウンジ」
「レクサスカード会員様JAL国内線ラウンジ」
が
表示されます。
表示され次第、
ラウンジをご利用いただけます。

Step

3

※「利用可能回数」
欄が、
それぞれ
「2回」
と表示されて
いることをご確認ください。
（当該年度に、すでにラウンジをご利用いただいた
場合は、残りのご利用可能回数が表示されます。
）

JALサービスコースに関するお問い合わせ・お申し込み先
レクサスファイナンスデスク

ご確認はJALホームページ
「JALマイレージバンク」
へアクセス
https://www.jal.co.jp/jmb/

0800 - 300 - 3355（通話料無料）
9:00〜18:00 年中無休（年末年始を除く）

レクサスファイナンシャルサービスホームページ
※画像はイメージです。

○航空券ご予約時に、JMBお得意様番号のご登録をいただかなかった場合
以下の予約窓口にお電話のうえ、レクサスカードJALサービスコース会員である旨
お伝えいただき、
「JMBお得意様番号の登録」をご依頼ください。
・JMB会員専用国内線予約デスク 0570-025-022
（有料）7：00〜20：00（年中無休）
・JMB会員専用国際線予約デスク 0570-025-103
（有料）8：00〜19：00（年中無休）
※ツアーでのご利用便に関しましては、ご予約いただいた旅行代理店にご連絡ください。
※上記のほか、当日空港に設置の自動チェックイン機でもJMBお得意様番号をご登録いただけます。
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https://lexus-fs.jp/

※レクサスファイナンシャルサービスホームページのマイページへのログインは、
個人本人会員さまのみご利用いただけます。

JALマイレージバンク
（JMB）に関するお問い合わせ先
JALマイレージバンク日本地区会員事務局

0570 - 025 - 039（有料）
03 - 5460 - 3939（海外などから）

月〜土 9：30〜17：30（日・祝日・年末年始休み）

JALホームページ

w w w.jal.co.jp
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Driving
ガソリン割引サービス
レクサスとの毎日に欠かせない、うれしいサービスです。
カーライフ充実のために、ご請求金額より3%割引
いたします。
全国のENEOSサービスステーションで、ハイオク・レギュラーの
ガソリン代金をレクサスカードでお支払いいただくと、
ご請求金額より3％割引いたします。
※割引は、年度（4月〜翌年3月のお引き落とし分）のハイオク・レギュラーガソリンを合算した
2,400リッターまでの給油が対象となります。
※免税ガソリン（レギュラー・ハイオク）、軽油、灯油、その他の商品・サービスは割引対象外となります。
※割引率は年間（1月〜12月のご請求分）のカードご利用金額により5％にアップします。
（詳細はP.041の「ご利用感謝サービス」をご覧ください。）
※一部、対象外のサービスステーションがございます。
※セルフ方式によるサービスステーションでは、
ガソリン割引サービスを
受けるにあたり、カードのご利用方法およびご利用端末によってサービスの
対象外となる場合がございます。

ご利用いただけるサービスステーション

Driving
ドライビング

レクサスとのカーライフを、より豊かなものに。

全国のENEOSサービスステーションで、
レクサスカードが使えるお店は
https://eneos-ss.com/search/ss/pc/top.php
スマートフォンの方はこちらから▶

※「特別提携カード」マークがついたお店が割引対象店舗となります。

ENEOSはポイント1.5倍のポイントプラス特約店です。

レクサスカードならではの特別なサービスをご用意いたしました。
カーライフのさまざまなシーンでご利用ください。

ＥＮＥＯＳ株式会社ホームページ

https://www.eneos.co.jp/
対象サービスステーションに関するお問い合わせ先
ＥＮＥＯＳお客様センター

0120 - 56 - 8704（通話料無料）
10:00〜16:00（土・日・祝日、年末年始を除く）

レクサスファイナンシャルサービスホームページ

https://lexus-fs.jp/
※レクサスファイナンシャルサービスホームページのマイページへのログインは、
個人ご本人会員さまのみご利用いただけます。
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Driving
E TCご利用 Wポイントサービス

個人会員さま限定

パーキングサービス

レクサスETCカードをお持ちいただき、

大切な愛車に安心の駐車場をご案内いたします。

ETC（有料道路自動料金収受システム）を

愛車を安心して駐車できるスペースを素早く見つけたいというお客さまを

ご利用いただくとレクサスETCカードのご利用でたまる

サポートするのが、レクサスカードのパーキングサービスです。

（2倍）となります。
「ポイントプラス」のポイントが Wポイント

一部の駐車場では優待価格でのご利用やご予約も承ります。
パーキング施設の一覧はP.025〜026 をご覧ください。

ご利用1,000円につき20ポイント

※ご優待は、
レクサスカードでのお支払いまたはレクサスカードのご提示が必要な場合がございます。
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優待の対象とはなりませんので、
あらかじめご了承ください。

※本サービスのご利用には、レクサスETCカードへのお申し込みが必要となります。
※ポイントプラスの計算は、1,000円未満は切り捨てとさせていただきます。

■中部国際空港「セントレア バレーパーキングサービス」
おクルマを鍵ごと預けて快適な空の旅を。

■レクサスカード専用のETCカードをご用意しています。
ETC（有料道路自動料金収受システム）
をご利用いただける便利なカードです。
有料道 路 料金所をスムーズに通過いただけます。
※個人会員さまはETCカードの年会費は無料です。
※法人会員さまの年会費は初年度無料です。
次回以降は年会費請求時の直近1年間に、ETCカード
利用の請求が1回以上あれば同一契約内の全ての
法人ETCカード年会費が無料となります。
ご請求がない場合は、ETCカード1枚につき

お帰りは、到着時刻に合わせておクルマをご用意いたします。
専用WEB、またはお電話よりご予約をいただき、ご予約日当日、
第２セントレアビルのロータリーにてお客さまのおクルマをお預かりし、
専属プロスタッフがおクルマを専用駐車場へ駐車させていただくサービスです。
空いている駐車場を探す手間が省け、スムーズに空港にて
チェックインをいただけます。また、お帰りは飛行機の到着時刻に合わせて
おクルマをご用意いたします。

550円（税込み）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。

レクサスカード会員さま特別ご優待
バレーパーキング

駐車場料金

レクサスETCカードのお申し込み方法
個人会員さま限定

個人会員さまは、
レクサスファイナンスデスクおよび
下記のレクサスファイナンシャルサービス

通常料金＊1より

通常料金より

1,000円引

20%割引

ホームページからマイページへログインのうえ、
お申し込みいただけます。
家族会員さまは申込書にてお申し込みください。
レクサスファイナンシャルサービスホームページ

https://lexus-fs.jp/
※レクサスファイナンシャルサービスホームページのマイページへのログインは、

＊1 通常料金は日数により変動します

※料金の詳細は下記ホームページよりご確認ください。
※バレーパーキングサービスは事前にご予約が必要なサービスとなります。
また、
混雑状況によりご予約
いただけない場合がございます。
あらかじめご了承ください。
※上記レクサスカード会員さま特別ご優待は、
レクサスカードで決済いただいた方が対象となります。
※上記ご優待は受付精算時に割引となります。

個人本人会員さまのみご利用いただけます。

法人会員さま限定

法人会員さまは、
お近くのレクサス販売店にて、
お申し込みください。

お問い合わせ・ご予約・詳細
WEBでのご予約・詳細

http://www.centrair.jp/service/valetparking/
お電話でのお問い合わせ・ご予約・詳細

0569-38-0080
（受付時間）お電話／6：00〜22：00 WEB／24時間受付
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パーキング一覧
空港駐車場施設
施設

駐車場名

予約
●＝可能

新千歳空港 新千歳ロングターム駐車場

成田国際空港 サンパーキング成田店

中部国際空港 中部国際空港駐車場

関西国際空港 キックス・カーデリバリーサービス

基本料金
（税込み）
1日／800円

優待内容／料金
（税込み）
4日以上のご利用で
1日分無料
基本料金より約38%割引
〈一例〉
3日／4,090円
※ゴールデンウィーク、お盆、年末
年始やサンパーキング成田店が
指定する一部日程は別途料金を
加算させていただきます。

●

〈一例〉
3日／6,600円

●

〈一例〉
普通車［全高2.5ｍ以内※］の場合
1時間／300円（30分以内無料）
1日24時間あたり／最大1,600円
カード請求時20％割引
5日目〜30日まで期間内一律／
8,000円（長期割引適用）
※立体駐車場は、高さ2.1m以下の
車のみ利用可能

●

〈一例〉
3日／8,000円

電話番号

ご予約方法

〈一例〉
3日／6,000円
※お支払いは、現金のみとなり
ます。
※ゴールデンウィーク、お盆、年末
年始などの繁忙期や、早朝・深夜
などのご利用の場合は、別途料
金を加算させていただきます。

0144-51-8855

ご予約は、
前日17：30までに
サン予約センターへご連絡くだ
さい。

ご予約は、インターネットのみで承ります。
https://r-parking.centrair.jp
/ReservationWeb/
※駐車料金に加えて、予約料金1回1台
1,000円（税込み）が必要となります。
《詳しくはこちら》
https://www.centrair.jp/access/
parking/charge.html

ご予約は、
原則、
利用日の前々日
までにお電話ください。
ただし、
当日予約も可能です。

＜サン予約センター＞
0476-33-1123
（受付時間 9：00〜18：00）
※当日は電話でお問い合わせ
ください。
0476-33-1166
＜駐車場全般お問い合わせ＞
中部国際空港駐車場管理事務所
0569-38-7830
（受付時間：24時間）
※こちらはお問い合わせ専用の
電話番号のため、ご予約は承
れません。

営業時間
6：10〜
最終便到着まで
5：00〜22：30
（成田空港最終到着便
まで。ただし、天候不
良などに起因する別
空港到着時は除く）
※入庫受付は
20：00まで

所在地
苫小牧市字美沢
164-11

成田市駒井野134

常滑市
セントレア1-1

24時間

072-466-1008
6：00〜23：00
（受付時間 9：00〜20：00）

大阪府泉佐野市
長滝4073-2

※料金、
サービス、
利用条件などの詳細は、
下記ホームページからご確認ください。

駅・繁華街 駐車場施設
施設

駐車場名

予約
●＝可能

基本料金
（税込み）

優待内容／料金
（税込み）

ご予約方法

電話番号

営業時間

所在地

エスカ

30分／330円
24時間ごと6,600円打切り

カード請求時20％割引

052-452-1185

6：00〜24：00

名古屋市中村区
椿町6-9先

ユニモール

30分／330円

カード請求時20％割引

052-586-2511

7：00〜23：00

名古屋市中村区
名駅4-5-26先

30分／300円

カード請求時20％割引

052-951-0051

7：00〜23：00

名古屋市中区
錦3-15-13先

●

最初の1時間／600円
以降30分／300円
1日／2,500円
（前金制）

1時間以上のご利用で30分無料
※レクサスカード提示で優待料金
を適用
※1日料金の場合は適応外
※お支払いは、現金のみ

右記までお電話ください。
（1カ月前から前日まで）

080-5638-6730

8：00〜22：00

京都市中京区
六角通東洞院西
入堂之前町236

●

1時間以上のご利用で30分無料
※レクサスカード提示で優待料金
30分／200円
を適用
1日／平日1,500円
土日祝2,000円（前金制） ※1日料金の場合は適応外
※お支払いは、現金のみ

右記までお電話ください。
（1カ月前から前日まで）

080-5638-6731

名古屋駅

地下鉄
久屋大通駅 セントラルパーク
（名古屋）

六角堂南駐車場
京都四条
古都パーキング

京都市中京区
8：00〜22：00
麩屋町通錦小路
（土日祝は9：00から） 下ル桝屋町512

※料金、
サービス、
利用条件などの詳細は、
下記ホームページからご確認ください。
※車種によりご利用いただけない場合がございます。
※優先予約ができない施設もございます。
※施設により、
キャンセル料が発生する場合がございます。
※サービス内容は予告なく変更となる場合がございます。
あらかじめご了承ください。
（2022年9月現在）

パーキングサービスの詳細はこちらからご覧ください

詳しくはレクサスファイナンスデスクへ お問い合わせください。
レクサスファイナンスデスク

https://lexus-fs.jp/parking/

0800 -300 - 3355

（通話料無料）

9:00〜18:00 年中 無 休（年末 年 始除く）
〈ご注意〉記載内容は2022年9月現在のものです。これらは予告なく変更される場合がございますのであらかじめご了承ください。
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Car Li fe Suppor t

カ ー ライフ

サポート

付随費用補償サービス

お客さまのカーライフを
さらに充実させるレクサスカード。
レクサスカードは、お客さまと愛車のひとときを、さらに楽しく、
より充実したものへとステップアップさせる多彩なサービス、
そして安心のサポートをご用意いたしております。

ドライバーズサポート24

充実のアフターフォロー

お電話でのアドバイスやJAFロードサービスへのお取り次ぎを通話料無料で
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、ご帰宅に
必要な交通費や宿泊費、修理後のおクルマの搬送費をサポートいたします。

対象者
個人
（本人・家族）
会員さま、
以下を除く法人
（代表者・使用者）
会員さま
※レクサス法人ETCカードのみの会員さまは対象外です。

対象車種

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、
修理後車両の引き取り交通費またはご自宅までの搬送費を補償いたします。

補償内容
①帰宅費用サポート 最大4名さままで（※1） ②宿泊費用サポート 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

万一の事故や故障・トラブルなどでお困りの際、一定の条件を満たした際に

代替
交通費

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
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。

③修理後車両の引取交通費又は
ご自宅までの搬送費をサポート

上限30,000円/人

※レクサス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。

車両引取交通費

上限50,000円/人
（片道分）

自宅搬送費

上限50,000円/回

（※2）

※会員ご本人さままたは同居のご家族が所有または使用している車両
（レンタカー除く、
法人会員は
社有車含む）
※当サービスにて手配した自宅搬送費または車両引取り交通費のどちらか一方が対象となります。
（※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。
（※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

対象者の方が運転または同乗している車両
（レンタカーを含む）
。
●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、
個人営業軽貨物で四輪車に限る）
で車両重量3,000kg以下かつ
最大積載量2,000kg以下の四輪車とします。
●自家用貨物自動車で、
車両重量3,000kg以下かつ最大積載量
（※2）

2,000kg以下の四輪車とします。

●ご利用代金はいったん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。
※故意、
地震、
津波、
噴火、
無免許運転、
酒酔い運転等の事由による事故・故障はロードサービス・付随費用
補償サービスの対象外となります。

（※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。

電話&ロードサービス

信頼の
JAF

（※1）
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
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。

JAFロードサービスをお断りする場合
●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。
※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。

JAFロードサービス費用サポート
万一のトラブル時にJAFロードサービスの実費負担分を最大13,000円（※1）まで補償！
レクサスカードのお客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された場合に限り、
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負担分を最大13,000円
（年1回）
まで補償します。
※上記補償はレクサスカードご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、事前に右記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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ご利用・お問い合わせ
ドライバーズサポート24

0800 -700 - 0024

（通話料無料）
24時間 年中 無 休

携帯電話からも利用可能

業務受託先：MS＆ADグランアシスタンス（株）
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国内・海外レンタカー優待
旅先での楽しみが広がるレンタカーを優待価格でご利用いただけます。
国内

全国のトヨタレンタリース店で、レンタカー料金

海外

（基本料金）が割引になります。

アメリカ、ヨーロッパ、オセアニアなど世界に営業ネットワークを持つ
「ハーツレンタカー」でお得なアフォーダブル料金（日本での事前予約
（※1）
割引料金）からさらに割引に。

レクサスカード会員さま

20%OFF

レンタカー料金

※割引サービスを受けるには、レクサスカード会員であることをお伝えいただき、
ご利用時にレクサスカードでお支払いください。

10%OFF

（※2）

（※1） 割引サービスをご予約の際は、法人・会員優待番号（CDP）1631470をお伝えください。
（※2） ご利用地域や時期により割引率は異なります。

※適用条件や対象クラス・車種には制限がございます。
ご予約時に対象車種であるかを
ご確認のうえご利用ください。

※割引サービスのご予約は、下記に記載のハーツレンタカー予約センターにお電話ください。
※アフォーダブル料金の適用には、ご利用の24時間以上前（ヨーロッパは48時間以上前）までに日本でのご予約が必要です。
ただし、混雑時やその他の条件により適用にならない場合がございます。

※他の割引サービスとの併用はできません。

（※3）

さらに、レクサスカード会員さまなら「ハーツコネクト（日本語ナビ

※WEB決済に金額の変更があった場合は別途精算が必要です。

）」が

25％OFFでご利用いただけます。
（※3） 最低利用日数：1日以上、対象営業所：米国（ハワイ含む）のハーツコネクト取扱い営業所にてご利用いただけます。

［ご予約・お問い合わせ］
トヨタレンタカー予約センタ−

※ご利用条件はレクサスファイナンシャルサービスホームページをご参照ください。

＜WEBでのご予約・詳細＞
トヨタレンタカーWebサイト

h ttp s : / /ren t .t oyo t a .c o.j p/
＜お電話でのご予約・お問い合わせ＞
ゼロハチゼロゼロ

ナナセン

年中無休

（※4）

プラス・リワーズ」にお申し込みください。 （入会金・年会費無料）
（※4） 21歳以上の方が対象となります。

イチバンイイ

0 8 0 0 - 70 0 0 - 1 1 1（通話料無料）
※携帯電話からも利用可能
受付時間／8：00〜20：00

快適・スピーディにレンタカーの旅をお楽しみいただける「ハーツGold

ハーツGoldプラス・リワーズ
①事前の会員登録でスムーズにご予約
②世界各国の専用パーキングまたはカウンターで、スピーディーに手続き完了
③簡単なチェックでスムーズにご返却
■「ハーツGoldプラス・リワーズ」登録方法
〈個人会員さま〉
●インターネット
レクサス
ファイナンシャルサービス
ホームページ

https://lexus-fs.jp/

ログイン後
「ドライビングサポート」の
「国内海外レンタカー優待」内の
「ハーツGoldプラス・リワーズ」のお申し込みはこちら
からご登録ください。

●郵便 レクサスファイナンスデスクにご連絡ください。
登録契約書を送付いた
します。
必要事項をご記入の上、
同封の封筒でご返送ください。
〈法人会員さま〉
登録契約書を送付いた
●郵便 レクサスファイナンスデスクにご連絡ください。
します。
必要事項をご記入の上、
同封の封筒でご返送ください。
●インターネットでのお申し込みをご希望の方はレクサスファイナンスデスク
にお問い合わせください。
※手続き完了後、メンバーズカードをお送りいたします。メンバーズカードのお届けまでに3週間程度かかります。

［ご予約・お問い合わせ］
ハーツレンタカー予約センタ−

029

0 8 0 0 - 9 9 9 -1 4 0 6（通話料無料）
※携帯電話からも利用可能
受付時間／9：00〜18：00

土日祝、年末年始を除く
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トヨタ関連施設優待
博物館や記念館など、
ご入館・ご精算時にレクサスカードで
お支払いいただくと、
入館料・利用料が割引になります。
入館料200円
（小学生100円）
引き

トヨタ博物館

※入館時にレクサスカードを提示してください。

愛知県長久手市横道41-100 TEL：0561-63-5151
（見学お問合せ専用）0561-63-5155
休日／月曜日（祝日の場合は翌日）、
年末年始
営業時間／9：30〜17：00（入館は閉館30分前まで）
入館料 ／大人1,200円（税込み） シルバー（65才以上）700円（税込み）
中・高生600円
（税込み） 小学生400円
（税込み）

トヨタ産業技術記念館

入館料20%割引
※入館時にレクサスカードを提示してください。

愛知県名古屋市西区則武新町4-1-35 TEL：052-551-6115
休日／月曜日（祝日の場合は翌日）、
年末年始
営業時間／9：30〜17：00（入館は閉館30分前まで）
大人500円（税込み）65才以上300円（税込み）中・高生300円（税込み）小学生200円（税込み）

ピットメニュー優待
カー用品とカーメンテナンスのお店、
それが
「ジェームス」
。
レクサスカードでお支払いいただきますと、エンジンオイル
交換などの愛車のメンテナンスに必要な
「ピットメニュー」
が
店頭表示価格より5%OFFでご利用いただけます。

Point Program

ポイント プ ログラム
（ポイントプラス ）

※一部割引対象外の商品がございます。

ご利用いただける全国のジェームスのお店は

http://www.jms-car.com/shop/index.html

ショッピングでたまったポイントをキャッシュバックしたり、
いろいろな商品と交 換いただけます。
レクサス販売店、国内外の加盟店などでのレクサスカードのご利用金額に応じて、
自動的にポイントがたまります。
たまったポイントは、次のおクルマのご購入、車検時のキャッシュバック、
ご希望の商品との交換にご利用いただけます。
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ポイントプログラム
（ ポイントプラス）
とは …
レクサスカード会員さまにご利用いただけるおトクなポイント制度です。

ポイントを
ためる

ポイントがたまるタイミング

ポイント獲得からポイント交換までの流 れ

ポイント付 与のタイミングは、お支払い方法により異なります。
レクサスカードでお支払い

ポイントをためる
（有効期間3年）

ポイントを
交換する

・レクサス販売店

いろいろなアイテムの

・トヨタ販売店（※）

中からご希望の

・ダイハツ販売会社

商品を選び、
交換手続

・日野販売会社
・ジェームス

5,000ポイントから
お申し込みいただけます。

法人会員

いろいろ選べる！

個人会員

ポイントを
ためる

お支払い方法

ポイントがたまるタイミング

1回払い・ボーナス1回払い

ご請求月にご利用金額のポイントを付与

2回払い・ボーナス2回払い・
リボルビング払い・回数指定分割払い

1回目のご請求月に
ご利用金額分のポイントを付与

1回払い

ご請求月にご利用金額のポイントを付与

ポイントの有効期間
有効期間は3年間となっております。

で商品ご購入時に還元手続

獲得月から3年間経過しますと、順次1カ月分ずつポイントは失効します。

（※）
トヨタ販売店とは、
トヨタの
車両販売店・レンタリース店・
部品共販店・ホーム店・L&F店
などです。
※一部対象外の店舗・商品が
ございます。

ポイントプラス対象店舗・ポイント換算
国内・海外の加盟店で（※）

キャッシュバック
原則、
ご利用代金明細書上で
カードご利用代金と相殺されます。

1,000円のご利用ごとに10ポイント
ご希望の商品と交換
〈キュービックプレミアム〉

※ポイントプラスの計算は、1,000円未満は切り捨てとさせていただきます。
※年会費、キャッシング・カードローンなどのご利用、au PAY残高へのチャージ、各種手数料については、レクサス
カードのポイント付与の対象となりません。
※Edyチャージ、PiTaPaのご利用などについては2,000円で5ポイントとなります。

（※）国内・海外の加盟店とは、世界約3,000万店の

および

のマークが

付いた加盟店です。

レクサスファイナンシャルサービスホームページ

https://lexus-fs.jp/
※レクサスファイナンシャルサービスホームページのマイページへのログインは、
個人ご本人会員さまのみご利用いただけます。
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ポイントアップマーケット
「ポイントアップマーケット」を活用すれば、効率よくポイントがたまる！

ポイントを
交換する

キャッシュバック
お店でおトクにポイントがたまる「ポイントプラス特約店」。

レクサス販売店、
トヨタ販売店などで、
すべてのサービスや商品購入時に

通常の1.5倍（1,000円につき15P）ポイントがたまります。

お持ちのポイントをキャッシュバックいただけます。

また、ネットショッピングご利用で通常の3倍（1,000円につき合計30P）ポイント
がたまる「ポイントアップマーケットWEB」もご利用ください。

（※1）

●レクサス販売店

キャッシュバック
いただけるお店

●トヨタ販売店
（※2）

●ダイハツ販売会社

●日野販売会社

●ジェームス

身近なあのお店でご利用

（※1）トヨタ販売店とは、
トヨタ車両販売店、
レンタリース店、
ホーム店、
L&F店、
部品共販店などです。

いつでもポイント1.5倍

（※2）一部対象外の店舗がございます。

●ポイントプラス特約店一覧

車両

上記のお店で「新車（ ※ 3 ）の購入・リース（ ※ 4 ）、住宅の購入
」
は、
お持ちのポイントを1ポイント＝1.5
（ホーム店）

住宅

円、
「CPO・U-Carの購入・リース（※4）」
は、お持ちのポイン
トを1ポイント＝1円でキャッシュバックいただけます。
キャッシュバックの金額に上限はございません。

（※3）新車とは、
レクサス販売店の正規取扱車種となります。
（※4）リース契約時は、お支払いにカードをご利用いただくことはできませんが、保有ポイントをキャッシュバックすることは可能です。

※インターネットでのご利用が
対象となります。

※沖縄電力管内、
離島を除きます。

例えば、
新車のご購入で
お持ちのポイントが10,000ポイントの場合

10,000ポイント×1.5倍=15,000円キャッシュバック

※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

車検
専用サイトからのご利用

商品購入など

（※）

いつでもポイント3倍以上

上記お店でのお支払い時にレクサスカードをご利用い
ただきますと、
お持ちのポイント内でご指定のポイント
数を1ポイント＝1円でキャッシュバックいただけま
す。
キャッシュバックの金額はカードご利用金額を上限
とさせていただきます。

すべての商品・サービス
（保険商品を除く）
が対象となります。
●車検・法定点検や修理など

●ショップ一例

●アクセサリー用品（タイヤ・オイルなど）のご購入など
※保険商品は、
キャッシュバックの対象となりません。
※車検などカードのご利用を条件としない商品もございます。
この場合は、
お持ちのポイントすべてをキャッシュバックすることもできます。

その他400店舗以上！
※カードでのお支払いをしなかった場合、家族カードでお支払いをした場合は専用の還元手続書でお手続きく

専用サイトのアクセスはこちらから

https://www.ts3pum.com/

または、
レクサスファイナンシャルサービスホームページ
（https://lexus-fs.jp/）
に
ログイン後、
画面中央の
［ポイントアップマーケットWEB］
をクリック。

ださい。
（車両の購入・リース、車検の場合）
※同居のご家族がおクルマをご購入されても、お持ちのポイントがあればキャッシュバックいただけます（個人
会員さまのみ）。おクルマ・住宅ご購入（ホーム店）の際のレクサスカードのご利用につきましては、ご利用可能
金額を個別に定めている販売店、もしくはご利用いただけない販売店もございますので、各販売店にご確認く
ださい。
※おクルマ、住宅（トヨタホーム）をご購入及び車検実施の場合、購入商品の名義とカードの名義が同一であるこ

（※）ポイントアップマーケットWEBについて、一部対象外のカードやショップ、
ボーナスポイントが加算されない場合など除外条件があります。ホームペ
ージより「ご利用上の注意」、各ショップの「このショップの注意事項」をよ
くお読みのうえ、ご利用ください。
※ポイントアップマーケットWEBはトヨタファイナンスが運営するTS CUBIC
CARDとの共通WEBサイトです。
※ポイントアップマーケットWEBは個人会員さま向けのサービスです。
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とが還元の条件となります。
※レクサス法人ETCカードのポイントは、店頭でのレクサスカードのご利用が前提となるレクサス販売店、トヨ
タ販売店などの取扱商品購入、トヨタレンタカーのご利用によるキャッシュバックは対象外とさせていただ
きます。
※カードでのお支払いをされた場合、そのお支払いにより付与されるポイントは次回に交換いただけます。
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キャッシュバックの手続方法

ポイントを
商品に
交換する

専用のクレジット端末でのお手続き
●レクサス販売店
●トヨタ販売店
●ダイハツ販売会社

キュービックプレミアム

●ジェームス

ポイントがたまったら、
ご希望の商品と交換いただけます。

※一部対象外の店舗もございます。
○カー用品等をご購入の際にレクサスカードでお支払いいただくと、
同時にキャッシュバックの
お手続きができます。
○お持ちのポイント数もレクサスカードをご提示いただくとその場でご確認いただけます。

〔商品例〕（2022年9月現在）
Gourmet

Kitchen

Health&Beauty

還元手続書
●専用端末が設置されていないお店
●カードご利用がない場合のキャッシュバック
（車両購入・車検の場合）
●商品購入時にお手続きをしなかった場合
○還元手続書に必要事項をご記入いただき、
トヨタファイナンスへご郵送ください。
〈カードご利用日または商品ご購入日の翌月末当社必着〉
※商品をご購入されたお店の捺印が必要となります。

※商品は変更する場合がございます。

○車両購入・リースの場合は、
車検証の写しが必要になる場合があります。
○トヨタレンタリースはご利用の場合、
自動車貸渡証が必要です。

JALのマイルへの移行

キャッシュバックの代わりにJALのマイルへの移行
レクサス販売店、
トヨタ販売店などキャッシュバックできるお店で
新車のご購入・リース、
住宅のご購入時

4

3

5,000ポイント以上1,000ポイント単位
個人会員さま限定

CPO・U-Carのご購入・リース、
その他
すべてのサービス（※1）や商品のご購入時

マイル換算率

ポイント

マイル

個人会員さま限定

マイル換算率

2 ポイント 1 マイル

※個人本人会員さまのみJALのマイルへの移行が可能です。
※JALのマイルへの移行は、
すでにJALマイレージバンク日本地区会員であることが条件となります
（JMBお得意様

4

ANAのマイルへの移行

5,000ポイント以上1,000ポイント単位

マイル換算率

ポイント

1

4

マイル

※専用の還元手続書でのお手続きになります。

マイル換算率

ポイント

1 マイル

※下記ホームページよりお申し込みいただけます。

※下記ホームページよりお申し込みいただけます。

※個人本人会員さまが対象となります。

※個人本人会員さまが対象となります。

Pontaポイント
（auユーザー限定）
への移行 個人会員さま限定

1,000ポイント以上1,000ポイント単位

番号が必要です）
。
また、
本人会員さまとJALマイレージバンクにご登録の名義が同一の場合に限ります。

※下記ホームページよりお申し込みいただけます。

（※1）
保険商品は、
キャッシュバックの対象となりません。

個人会員さま限定

2

ポイント換算率

ポイント

1 Pontaポイント

※個人本人会員さまが対象となります。

法人ETCカードポイント付替

キュービックプレミアムの交換手順

法人ETCカードのポイントを法人クレジットカードに付替えることがで
きます。付替えたポイントは販売店での商品購入等にもご利用いただけ
ます。

ホームページで

※付替には条件がございますので、
詳細はレクサスファイナンスデスクへ
お問い合わせください。

レクサスファイナンシャルサービスホームページから
マイページにログインして、
ご希望のアイテムを
お選びいただき、
お手続きできます。
レクサスファイナンシャルサービスホームページ

https://lexus-fs.jp/
※レクサスファイナンシャルサービスホームページのマイページへのログインは、
個人本人会員さまのみご利用いただけます。

詳しくはレクサスファイナンスデスクへ お問い合わせください。

郵 送 で

還元手続書に必要事項をご記入のうえ、
トヨタファイナンスまでご郵送ください。

レクサスファイナンスデスク

0800 -300 - 3355

※還元手続書のご請求はレクサスファイナンスデスクで承ります。

（通話料無料）

9:00〜18:00 年中 無 休（年末 年 始除く）

※ポイントプラス キュービックプレミアム・アイテムカタログ
（冊子）
は2019年版にて終了となりました。

〈ご注意〉記載内容は2022年9月現在のものです。これらは予告なく変更される場合がございますのであらかじめご了承ください。

037

038

Po i n t Pro g r a m
レクサスカード特約店

■ポイントのご利用が可能な店舗

ポイントご利用サービス

（2022年9月現在）

ポイントのご利用が可能なレクサスカード特約店に

北海道

ご宿泊いただく際に、
たまったポイントでお支払い
いただけるレクサスカード会員さま専用のサービスです。
■レクサスカード特約店とは…
レクサスカード会員さまにレクサスカードが厳選しておすすめする
旅館・ホテルなどです。

望楼NOGUCHI函館

あたみ石亭

望楼NOGUCHI登別

静岡県

亀や
山形県

柳生の庄（やぎゅうのしょう）

ショウナイホテル スイデンテラス
たちばなや

宮城県

あたみ石亭 別邸桜岡茶寮
（べっていさくらがおかさりょう）

京都府

茶寮 宗園
箱根小涌園 天悠

兵庫県

きたの風茶寮（きたのかぜさりょう）

〈ポイント利用の上限〉

神奈川県

レクサスカード特約店ご宿泊代金の半額分

海石榴（つばき）

50%まで

『ご利用感謝サービ ス 』の ス テ ー ジ が 4以 上 の 方 は レ ク サ ス カ ー ド 特 約 店 の
ご 予約時点の宿泊 代 金 全 額 分 ま で ポ イ ン ト を ご 利 用 い た だ け ま す 。

石葉（せきよう）
栃木県
長野県

※5,000ポイント以上から1,000ポイント単位でご利用可能です。

山翠楼 SANSUIROU

石川県

四季亭（しきてい）

広島県

庭園の宿

愛媛県

大和屋本店

石亭（せきてい）

由布院 玉の湯
ジ・ウザテラス ビーチクラブヴィラズ

日光金谷ホテル

ジ・アッタテラス クラブタワーズ

白馬リゾートホテル ラ ネージュ東館
べにや無何有（べにやむかゆう）

1ポイント＝0.5円でご利用いただけます。

西村屋本館
陶泉 御所坊（とうせん ごしょぼう）

奈良県

大分県

中禅寺金谷ホテル

柊家（ひいらぎや）
炭屋旅館

沖縄県

かよう亭

ザ・ブセナテラス
ザ・テラスクラブ アット ブセナ
ザ・ナハテラス

胡蝶（こちょう）

ハレクラニ沖縄

■たとえば、ご予約いただくレクサスカード特約店の宿泊代金が、50,000円の場合
※還元可能な上限金額までポイントを使用した場合

［ポイントのご利用について］
・年間ショッピングご利用金額（お引落し金額）により、ポイント利用の上限規約なしでご利用いただけます。
・ご利用可能なポイントはレクサスカードのポイントのみとなります。
・ご宿泊予約時に設定させていただいたポイント数をご利用いただけます。

【

レクサスカード特約店
宿泊代金

【

50,000円

−

【

ご利用可能
ポイント数

25,000円分

【

（50,000ポイント×0.5円）

▼

・ポイントは、ご予約時にご利用手続をさせていただきます。
※手続後は、ご利用ポイントのお戻しはできかねますので、ご注意ください。
・追加料金が発生した場合は、本ポイント利用の対象となりませんのでご了承ください。
・お申し込みは本人会員さまからのご連絡が必要です。
●ご変更・キャンセルについて
・日程以外のご予約内容のご変更はお受けできかねますので、あらかじめご了承ください。
※日程のご変更は、レクサスファイナンスデスクにて、ご予約受付日から6ヶ月以内で承ります。
・ご予約のキャンセルは、レクサスファイナンスデスクまでまたは直接施設へお申し出ください。なお、規定により
キャンセル料が発生する場合もございますので、あらかじめご了承願います。

【

お支払い金額

】 25,000円

※ご予約をキャンセルされる場合、ポイントはお渡しできませんので、ご注意ください。
※各施設の室料金等、
詳しくはレクサスファイナンシャルサービスホームページ
（https://lexus-fs.jp/）
を
ご覧いただくか、
レクサスファイナンスデスクまでお問い合わせください。

※写真はイメージです。

■ご利用方法
1

ご利用日の10日前までにレクサスファイナンスデスクにお電話ください。
※直接、施設へご予約いただいた場合は、ポイントをご利用いただけませんのでご注意ください。

2
3

ご希望の旅館・ホテル（レクサスカード特約店）をお伝えください。
ご予約手続きの際に、ご利用希望ポイント数をお伝えください。
（レクサスカード特約店ご予約時点での宿泊代金の半額分（50%）までを上限に、5,000ポイント以上
1,000ポイント単位でご指定ください。）

4

ご予約が完了しましたら、
「予約確認書」をお送りいたしますのでご利用日当日にご持参
ください。

5

ご精算時に、3 のポイントご利用分との差額をレクサスカードでお支払ください。

柳生の庄

（レクサスカードでお支払いただいた分は、
ポイント付与されます。
）

詳しくはレクサスファイナンスデスクへ お問い合わせください。
レクサスファイナンスデスク

0800 -300 - 3355

（通話料無料）

9:00〜18:00 年中 無 休（年末 年 始除く）
〈ご注意〉記載内容は2022年9月現在のものです。これらは予告なく変更される場合がございますのであらかじめご了承ください。
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Po i n t Pro g r a m
ロイヤルブランドグッズプレゼント

ご利用感謝サービス

優れた技術に裏打ちされたこだわりのアイテムをセレクトしました。
※ステージ5のお客さまはロイヤルブランドグッズを2つ（異なる商品）ご選択いただけます。
ステージ5のお客さま専用のオリジナルグッズもご用意いたしました。
※海外送付サービスをご利用のお客さまは、ご登録の国内連絡先住所へ発送されます。
海外への発送はできかねますのでご了承ください。

年間ショッピングご利用金額に応じて特典が広がります。
ショッピングやお食事、携帯電話・公共料金のお支払いなど、年間ショッピング
ご利用金額(お引落し金額)に応じたステージごとに、
ガソリン割引サービスや素敵な商品などの特典をご用意しております。

ポイントプレゼント

■各ステージ・特典のご紹介
レクサスカード
入会時は
「ステージ1」からの
スタートとなります。 ガソリン
割引
▼

ステージ

1

年間ご利用金額

100万円未満

ステージ

100万円以上

ステージ

年間ご利用金額

ステージ

年間ご利用金額

ステージ

3%

年間ご利用金額

選択数

•ポイントプラス

ステージ5のお客さま
さらに5,000ポイントプレゼント
ステージ5のお客さまで、
上記
「ポイントプラス 5,000ポイントプレゼント」
を選択
された場合にお選びいただけます。
（合計10,000ポイント）

特典内容

■
「レクサスカード特約店 ポイントご利用サービス」

ポイント
利用可能

宿泊代金

右記
より

半額分まで

3%

ポイント
利用可能

1つ

宿泊代金

右記
より

半額分まで

5%

ポイント
利用可能

宿泊代金

全額分まで

5%

5

500万円以上

「レクサスカード特約店」
ポイントご利用サービス

ステージ4・5のお客さま

レクサスカード特約店ご予約時点での宿泊代金全額分まで、
ポイントでお支払いいただけます。
（1）
※5,000ポイント以上から1,000ポイント単位でご利用可能です。
（1ポイント＝0.5円）

4

300万円以上

5,000ポイントプレゼント
ポイントプラスのポイントをプレゼントいたします。

宿泊代金

3

200万円以上

•ポイントプラス

選択特典

半額分まで

2

年間ご利用金額

基本特典

ポイント
利用可能

＋

5,000
ポイント

5%

ポイント
利用可能

ポイントプラス 5,000ポイントプレゼント
ガソリン割引アップサービス（3%→5%）

ロイヤルブランドグッズプレゼント

1つ

ポイントプラス 5,000ポイントプレゼント

右記
より

ロイヤルブランドグッズプレゼント

1つ

＋

5,000
ポイント

（2）ステージ適用期間中に対象施設（P.040）の宿泊代金をポイントでお支払いいただくと、
5,000ポイントをプレゼントいたします。
※期間中1回のみプレゼント。次回以降ポイントご利用時にお使いいただけます。

■ステージ集計期間とサービス提供時期
ステージは年間ショッピングご利用金額（毎年1月から12月までのお引落し
金額）
の合計によって決定し、
その翌年4月から翌々年3月まで適用いたします。
当年

2つ

プレゼント

ロイヤルブランドグッズプレゼント
ロイヤルブランドグッズプレゼント（ステージ5専用）
ポイントプラス 5,000ポイントプレゼント
ポイントプラスさらに 5,000ポイントプレゼント※1

※1 ステージ5のお客さまで「ポイントプラス 5,000ポイントプレゼント」を選択された場合にお選びいただけます。

翌々年

ステージ適用期間

〈翌年4月〜翌々年3月〉

〈当年1月〜12月〉

1月
右記
より

翌年

お引き落とし金額集計期間

ポイントプラス 5,000ポイントプレゼント

プレゼント

宿泊代金

全額分まで

ロイヤルブランドグッズプレゼント

12月

4月

3月

ステージ決定のご案内
※ご利用金額集計の締日（12月お引落し対象の締日）
・2日払いの会員さま ： 11月5日までのご利用で12月2日にお引落しとなる金額までが対象です。
・17日払いの会員さま ： 11月20日までのご利用で12月17日にお引落しとなる金額までが対象です。
※お引落し日が金融機関休業日の場合は、翌営業日にお引落しとなります。

■サービスのご案内

ガソリン割引サービス
全国のENEOSサービスステーションで、ガソリン代金（ハイオク・レギュラー）をレクサスカードで
お支払いいただくと、ご請求金額より3%または5%割引いたします。
選択特典の中から
「ガソリン割引アップサービス」を
ご選択いただくと、通常3%の
割引率が5%にアップします。

※ご利用店舗からの売上到着タイミングにより、12月までのお引落し金額合計の対象外となる場合がございます。
※本人会員さまおよび家族会員さまのお引落し金額を合算いたします。
（リボルビング払い・ボーナス払い・分割払いはお引落し日が未到来でも、
1回払いと仮定し合算いたします。
）
※年会費やキャッシング・カードローン
（個人本人会員さまのみ）
、
リボ・分割払手数料は含まれません。
※
「ポイントプラス」
キャッシュバックご利用の場合は、
キャッシュバック前の金額にて集計いたします。
※ガソリン割引適用分は、
割引前の金額にて集計いたします。
※毎年12月下旬にご利用状況と適用ステージを郵送にてご案内いたします。
※サービスの内容等は、予告なく変更となる場合がありますので、ご了承ください。
※詳しいサービス内容についてはレクサスファイナンシャルサービスホームページより、ご覧いただけます。
また、お客さまのご利用状況についてもご確認いただけます。
（個人本人会員さまのみ）

3%

3%

5%

【ステージ1】

【ステージ2】

【ステージ3・4・5】

※割引サービスは12月下旬に適用ステージご案内後、
翌年4月から翌々年3月のお引落し分
が対象となります。
※売上到着タイミングにより、翌々年3月お引落し分の対象外となる場合がございます。
※年間2,400リッターまでの給油が対象となります。
※一部、対象外のサービスステーションがございます。
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Financial Support
ショッピング

お支払いはレクサスカードでどうぞ。
6種類のお支払い方法からお選びいただけます。
※法人会員さまは1回払いのみのご利用となります。

お支払い方法は選べる6通り
ショッピングご利用代金のお支払い方法、手数料など詳しくは会員規約を
ご確認ください。

1回払い

2回払い

締切日翌月の
お支払い日に一括で
お支払いいただきます。

※年会費は1回払いのみとなります。

ボーナス1回払い

夏または冬のボーナス月に
締切日翌月と翌々月の
お支払い日に2回に分けて 全額お支払いいただきます。
お支払いいただきます。 〈12/21〜6/20ご利用分〉
8月のお支払い日
〈7/21〜11/20ご利用分〉
翌年1月のお支払い日

手数料は不要です。

ボーナス2回払い

回数指定分割払い

夏・冬のボーナス月、
2回に分けて
お支払いいただきます。

Financial Support

ファイナンシャルサポート

〈12/21〜6/20ご利用分〉
8月と翌年1月のお支払い日
〈7/21〜11/20ご利用分〉
翌年1月と8月のお支払い日

日々のお買物や暮らしから、
将来 のゆとりづくりまでお手伝いいたします。

※手数料については会員規約
をご確認ください。

リボルビング払い（※2）

3・5・6・10・12・15・18・
1.残高スライド方式
ご利用残高に応じて
20・24・30・36回
（※1）
（ボーナス併用払い
もあり） 決められた金額
ご利用金額と手数料を
を
（元金＋手数料）
お支払いいただきます。
ご希望の上記回数に分けて
お支払いいただきます。
2 .定額方式（※3）
ご利用残高にかかわらず
一定金額
（元金＋手数料）
を
お支払いいただきます。

手数料
（実質年率）

手数料
（実質年率）

15.00%

15.00%

お客さまのマネープランをお手伝いするメニューをご用意いたしております。
●ご指定いただけるお支払い方法・お取扱期間は、加盟店によって異なります。
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。
（※1）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。
（※2）リボルビング払いのお支払い方法・コースは入会お申込時にご選択いただいたものになります。
お支払いコース未選択の方は、
「残高スライド方式・A コース」が自動設定されます。

コース
利用残高

残高スライド方式
A

コース

10万円以下

5,000円

10万円超10万円ごとに加算

5,000円

（※3） 5,000円以上、5,000円単位で任意の金額（当社所定の場合は、これと異なる金額となります。）

ご変更などをご希望の場合はレクサス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、手数料全額を
お支払いいただきます。
※カードご利用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回払いを合計した金額です。

レクサスファイナンシャルサービスホームページ

https://lexus-fs.jp/
※レクサスファイナンシャルサービスホームページのマイページへのログインは、
個人ご本人会員さまのみご利用いただけます。
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キャッシング・カードローン

海外ご利用分ご請求時の「円」換算について

個人会員さま限定

キャッシング・カードローンのご利用可能枠の設定には、別途お申し込みが
必要となります。
詳しくはレクサスファイナンスデスクへお問い合わせください。

海外キャッシング
ビザ・ワールドワイドが決済センターでご利用データ

個人会員さま限定

海外CD・ATMの操作例

を処理する際に指定した市場レートを使用します。
必ずしもご利用日当日の換算レートではございません。
なお、
ショッピングご利用分は、
適用されたレートに事務

ENTER CARD
カードを挿入してください。
（またはINSERT YOUR CARD）

処理などの費用として、
当社が定めた2.20%（税込み）を
加算させていただきます。

ENTER PIN
（ID NUMBER）

●CASH ADVANCE
●DEPOSIT ●TRANSFER

お支払い一例

暗証番号（4桁）をご入力ください。
※CD・ATMご利用の際には暗証番号（4桁）が必要です。

「CASH ADVANCE」
（または「WITHDRAWAL CASH」）を
選択してください。

入会お申込時にご選択いただいた「毎月5日締切、翌月2日払い」または
「20日締切、翌月17日払い」
のいずれかとなります。
またご利用代金は、ご指定の口座からの自動引き落としとさせていただきます。

●CREDIT CARD
●CHECKING ●SAVING

「CREDIT CARD」
（または「CREDIT ACCOUNT」）を
選択してください。

お支払い

ご利用
毎月5日締切、
翌月2日払いの場合

前月6日

AMOUNT

翌月2日

当月5日

ご希望の金額を入力し、最後に「ENTER」キーを
押してください。訂正する場合は、
「CORRECTION」
（または「CANCEL」）を

最長58日

押してください。
※機種によっては取り扱う紙幣の単位が異なりますので
ご注意ください。

最短25日

毎月20日締切、
翌月17日払いの場合

前月21日

当月20日

ご利用

翌月17日
お支払い

TAKE YOUR CARD,
RECEIPT AND CASH

カード、取引明細票、現金を
お受け取りください。

※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。
※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。
※国や機種によって操作方法・画面表示が異なります。
※CD・ATMの機種により一度にお受け取りになれる上限金額が制限されている場合があります。
※暗証番号がご不明な場合は、海外ご出発前にレクサスファイナンスデスクまでお問い合わせください。
後日書面にてお届出住所あてに郵送にてご案内いたします。
※現金がでてこないなどトラブルが発生した場合には、現地の金融機関の係員にお申し付けください。
ご帰国されてからでは解決が難しい場合がございます。
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Basic Support

Basic Support
カード付帯保険サービス

Insurance

もしもの時の保険サービス

海外旅行傷害保険
海外旅行傷害保険が自動付帯されています。

もしもの時の安心が
セットされています。
レクサスカードには国内外へのご旅行時、そして日々のショッピングシーンで
もしもの事態をサポートする保険サービスが付帯されています。
また、万一カードを紛失・盗難された場合でも、
24時間・年中無休でお客さまをサポートしています。

海外旅行中（1回の旅行につき最長90日間・会員資格期間内に開始した
旅行が対象）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、誤ってホテルの設備を壊してしまったなどの法律上の損害賠償なども
補償の対象となります。
個人会員さまおよび個人本人会員のご家族の方、法人会員さま（代表者・使用者）
およびご家族の方も対象となります。
傷害死亡・後遺障害

1 億円

（※1）

限度

疾病治療費用

携行品損害

500万円

500万円

100万円

限度

賠償責任

5,000万円
限度

（※2）

傷害治療費用

限度

限度

救援者費用

500万円

限度

（※1） 会員さま（個人本人、法人代表者・使用者）のご家族の傷害死亡・後遺障害保険金額は、
1,000万円限度となります。
（※2） 1旅行中および補償期間中。
1回の事故につき免責金額は3,000円となります。
●保険の対象となるご家族は以下の通りです。
①会員の配偶者
②会員と生計を共にする同居の親族
③会員と生計を共にする別居の未婚の子
※ご家族の方が本人会員さまと生計を共にしていることが前提となります。

国内旅行傷害保険
レクサス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
会員さまの旅行中のケガによる死亡・後遺障害、その他傷害による
入院・通院を補償いたします。

補償内容
・公共交通乗用具に乗客として搭乗中のケガ
・募集型企画旅行参加中の事故によるケガ
傷害死亡・後遺障害

1 億円限度

※

入院保険金日額

5,000円

通院保険金日額

※

2,000円

※8日以上入院・通院の場合1日につき、お支払いとなります。

事故の時のご連絡先
保険事故受付デスク（クレジット債務免除サービスを除く）

0800 -700 - 8124

（通話料無料）

24時間 年中 無 休
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ショッピング補償保険（動産総合保険）
レクサスカードでお買い上げの商品について、
破損・盗難・火災などの偶然な事故
による損害を、
ご購入日より90日後の午前12時までの事故につき補償いたします。
国内・海外でのご利用分について年間補償限度額

Emergency

カードの紛失・盗難の際のサポート

カードの紛失・盗難の際はまずお電話を。
万一レクサスカードが不正使用された場合でも、特別な場合を除き、

500 万円

紛失・盗難のお届けをいただいた日から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。

※ 1回の事故につき免責金額は3,000円となります。

※下記ワールドフリーフォンへご連絡いただくと同時に現地警察へもお届けください。
※帰国後カードの再発行をいたします。
〈 再発行手数料無料〉

クレジット債務免除サービス

個人会員さま限定

ワールドフリーフォン 〈日本語対応〉 通話料無料
国・地域名

ご本人会員さまが死亡、重度後遺障害を被った場合、それまでにご利用いただいた
カード利用代金（家族会員さま利用分含む）を免除いたします。
補償限度額

100万円限度

イギリス、フランス（モナコ）、ドイツ、ベルギー
スペイン、ポルトガル、オランダ、デンマーク
スイス、オーストリア、ルクセンブルク、ハンガリー
スウェーデン、ノルウェー、アイルランド、中国、台湾
マカオ、フィリピン、マレーシア、ニュージーランド

年中無休

00-800-22392822
0 1 1 -800-22392822
001 -800-22392822
00 1 1 -800-22392822
0 14-800-22392822
990-800-22392822

アメリカ（本土）、ハワイ、カナダ
韓国、香港、タイ、シンガポール

詳しくは
「セーフティサービスのご案内」
をご覧ください。

24時間

ワールドフリーフォン番号

オーストラリア
イスラエル
フィンランド

上記以外の地域、または上記の電話番号でかかりにくい場合は
右記の番号へコレクトコールでおかけください。

81-52-239-2822
24時間・年中無休

※ホテルなどからご利用の場合、別途サービスチャージや電話代などの料金を請求される場合がございますので、
あらかじめご確認ください。

海外緊急サービス〈無料〉
紛失・盗難ご連絡時にお申し出いただければ、ご希望により下記サービスの
利用が可能です。

◎海外緊急カード再発行
現地で暫定的なカード
（緊急カード）
を発行いたします。
お受け取りは、
Visaが指定する最寄りの金融機関か、
ご宿泊先となります。
※サービスご利用の際は弊社にて所定の審査をいたします。
ご希望にそえない場合
もございますのでご了承ください。

◎海外緊急キャッシング
当面必要な現金を現地通貨でご用意いたします。
指定する最寄りの金融機関でのお受け取りとなります。
※別途ご利用日数に応じた利息がかかります。
※海外キャッシング利用可能枠がある会員様のみ本サービスのご利用が可能です。

事故の時のご連絡先

お問い合わせ

保険事故受付デスク（クレジット債務免除サービスを除く）

紛失・盗難デスク

0800 -700 - 8124
24時間 年中 無 休
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（通話料無料）

0800 -300 - 3399

（通話料無料）

24時間 年中 無 休
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Daily Life
デイリーライフ

お申し込み方法

日々の生活をバックアップする
各種サービスもご用意いたしております。
ク イ ッ ク ペ イ

電子マネー（QUICPay ）

おサイフケータイ をお使いの方は、携帯電話のアプリからのお申し込みで
今すぐクイックペイがお使いいただけます。

個人会員さま限定

TM

QUICPayとは？

＜QUICPayモバイル＞

年会費・発行手数料：無料 ※

お店の端末にカードや携帯電話を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（入金）がいらない
「簡単・スピーディー・スマート」なポストペイ（後払い）型の
電子マネーです。
全国のコンビニエンスストア、スーパー、ガソリンスタンド
などでご利用いただけます。

※「おサイフケータイ 」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

モバイルからお申し込み
右のQRコードを読み取るか下のURLに直接アクセスし、
QUICPay設定アプリをダウンロードしてください。

設定アプリ ：

※レクサスカード所定の年会費は必要となります。

QUICPayの3つのメリット

https://dnpm.jp/qpa/
top.php?issuecode=1200

画面に従い設定を完了すると、いつでもクイックペイをご利用いただけます。

ポイントがたまります
クイックペイのご利用分は、レクサスカードのご利用と同様にポイント加算の対象となります。

※ご契約状況により、お申し込みいただけない場合がございます。
※対応携帯端末については、レクサスファイナンシャルサービスホームページにてご確認ください。
※1台の携帯電話に複数のクイックペイのご登録はできません。

後払いでチャージ不要

※「おサイフケータイ 」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

ポストペイ（後払い）方式だから、事前にチャージ（入金）は不要です。

万一のときも補償で安心
万一紛失された場合も、レクサスカードと同様に補償の対象となります。

※ダウンロードには、所定のパケット通信費が発生します。

インターネットまたは、お電話からお申し込み
レクサスファイナンシャルサービスホームページよりお申し込みいただくか、

クイックペイはモバイルもしくは、
カードで
モバイルタイプ＜QUICPayモバイル＞

レクサスファイナンスデスクへお電話ください。
※ID・パスワードが郵送されます。
「QUICPayご利用ガイド」に従い、QUICPayアプリをダウンロードし、お申し込みください。

カードタイプ＜QUICPayカード＞

＜QUICPayカード＞
おサイフケータイ が
対象となります。

カード到着後すぐにご利用いただけます。

インターネットからお申し込み

←
このマークが目印です。

「マイページ」
ログインのうえ
「QUICPay追加申し込み」
をクリックしてください。

あなたの携帯電話がQUICPayに。
身軽で便利な携帯電話タイプ

※個人本人会員さまのみご利用いただけます。

レクサスファイナンシャルサービスホームページよりお申し込みください。
QUICPay専用のカードタイプ

はフェリカネットワークス（株）の登録商標です。

お電話からお申し込み

レクサスファイナンスデスクへお電話ください。

※家族会員さまは書面でのお手続きが必要です。本人会員さまよりレクサスファイナンスデスクにお問い合わせください。

ご利用方法
・1回のご利用金額の上限は2万円となります。
・対象店舗については、レクサスファイナンシャルサービスホームページをご覧ください。
・QUICPayご利用代金は、クレジットカードのご利用分とあわせて、ご指定のご本人さまの口座から
自動引き落としさせていただきます。
「QUICPayカード」でお支払いの旨をお申し出ください。
お会計時 「QUICPayモバイル」
※QUICPayモバイルは携帯電話の電源を入れる必要も、アプリケーションを立ち上げる必要もありません。
QUICPay端末に携帯電話をかざすだけでご利用いただけます。

ご注意
・上記のお手続きの際に2度かざしていただいても、1回のご利用に対して重複してご請求が発生することはございません。
・一定期間クイックペイのご利用がない場合、またはご利用の累計金額が一定金額を超えた場合には、QUICPay端末に
かざしてから数秒間の通信が発生し、決済にお時間がかかる場合がございます。これはQUICPay利用の安全性を確保する
ための処理として実施しているものです。あらかじめご了承・ご理解願います。
・上記事象は、モバイルタイプ・カードタイプの形式を問わず発生いたします。
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引っ越し優待

情報誌「moment」

小さな引っ越しも、大きな引っ越しもお任せください。

自分だけの時を過ごせる旅先の特集や忙しい日常を忘れさせてくれる

お電話 1 本であらゆるお引っ越しを優待価格で承ります。

リゾートホテルなど、レクサスカード会員さまにふさわしいサービスと

また、
無料でお見積りさせていただきます。

情報を満載した会員情報誌です。

（※1）

業務提携

：アリさんマークの引越社、
アート引越センター、サカイ引越センター、
日本通運、ハート引越センター、名鉄運輸

※優待は巻末のお問い合わせ一覧の各業務提携先電話番号からのお申し込みが条件となります。

年間購読料・送料無料

年6回（誌面版4回、WEB版2回）

※お申し込みの際、
必ず
「レクサスカード会員」
である旨をお申し出ください。
※一部対象外の引っ越しサービスもございます。

ホームセキュリティ優待
新規でホームセキュリティサービスをご契約いただき、初期費用及び
月々のお支払いをレクサスカードでお支払いいただくと、
キャッシュバックやプレゼントなどの特典を受けられます。
（※1）

業務提携

：綜合警備保障（株）、セコム（株）

※特典は巻末のお問い合わせ一覧の各業務提携先電話番号からのお申し込みが条件となります。
※お申し込みの際、
必ず
「レクサスカード会員」
である旨をお申し出ください。
※他の割引との併用はできません。

（※1） 各業務提携先へのお問い合わせについては、
巻末のお問い合わせ一覧をご覧ください。
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Office Service
贈 答・オフィス サ ービス

法人会員さま限定

アスクル
（オフィス用品デリバリー）

法人会員さま限定

事務用品から生活用品まで、

圧倒的な品揃え＆お買い得価格でオフィスの経費削減をサポート。

ビジネスシーンをサポートする

ご注文いただいた当日または翌日

サービスをご用意いたしております。

ご注文はFAX＆インターネットで簡単便利です。

（※1）

にお届けいたします。

（※1） ご注文の商品のお届けは、
当日または翌日
（一部の山間部、
北海道の一部地域は翌々日）
を予定して
おりますが、
配送エリア、
ご注文商品などにより異なる場合があります。

●ご利用にはご登録手続き
（登録料無料）
が必要です。
※沖縄本島以外の離島など、一部お届けできない地域がございますので、あらかじめご了承ください。
（※2）

業務提携

福利厚生倶楽部

：アスクル（株）

法人会員さま限定

社員の皆さまの福利厚生を優待価格でご提供。
宿泊施設、
スポーツクラブから各種スクール、
健康・介護サポートまで、
御社に代わって社員の皆さまをサポートする福利厚生のアウトソーシング
サービスです。会員特典として通常3〜10万円の入会金が無料となります。
1名さまあたりの月会費
社員数

一般料金

優待価格

100名未満の場合

1,100円
（税込み）

1,034円
（税込み）

※ご利用には入会手続きが必要です。
（※2）

業務提携

：
（株）リロクラブ

（※2） 各業務提携先へのお問い合わせについては、
巻末のお問い合わせ一覧をご覧ください。
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カードご利用の注意とお願い
ご利用の前に

カード犯罪・不正を防ぐためのお願い

●カードをご利用いただく前に、カード裏面に必ず会員ご本人さまのサインを

●車上盗や混雑した電車内・駅・飲食店などの店内でのスリにご注意ください。

してください。

盗んだカードを不正に使用する犯罪が多発しています。車上盗や混んだ電車で

※売上票にご記入されるサインと同じサインを、
カード裏面のご署名欄にご記入

のスリのほか、飲食店等で椅子や壁に掛けた上着からカードが盗まれる被害も

ください。
カードが盗難・紛失により不正使用された場合、
サインのないカードは

増えています。

損害額が補償されません。

カードの保管には十分にご注意ください。

※ETCカードの場合、
ご利用時サインは不要のためご署名欄はございません。
●カードには磁気ストライプが入っております。折り曲げたり、磁気に近づけたり
すると機能が低下して利用できなくなります。また、ICチップ（金色の部分）を

※ETCカードも、お車から離れる際はETC車載器から必ず抜き取って保管して
ください。
●フィッシング詐欺にご注意ください。

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

フィッシングメールは、カード会社等を装って電子メールを送信し、
「 カード

ください。

利用の安全のため」と称してカード番号や暗証番号等を取得する犯罪手口です。
弊 社 が お 客 さ ま か ら 個 人 情 報 を 電子 メ ー ル で 伺 う こ と は ご ざ い ま せ ん の で 、

暗証番号について
●カ ー ド に は 暗 証 番 号（ 4 桁 ）が 登 録 さ れ て い ま す 。こ れ は キ ャ ッ シ ン グ・
カ ー ド ローンなどCD・ATMをご 利 用 さ れ る 際 、ま た は I C カ ー ド 対 応 端 末 で
ショッピングにご利用される際に必要となるお客さまだけの秘密の番号です。
●暗証番号入力の際に、暗証番号を盗み見られたり第三者に知られたりしないよう、
十分ご注意ください。
●入 会 申 込 書 に 暗 証 番 号 の ご 記 入 が な か っ た 場 合 は 、弊 社 所 定 の 方 法 で

このような電子メールを受信されても、絶対個人情報を入力しないようご注意
ください。
●スキミング詐欺にご注意ください。
ス キ ミ ン グ は 、偽 造 カ ー ド を 作 る 目 的 で 、ス キ マ ー と 呼 ば れ る 小 型 の 機 械 を
使 い カ ー ド の 磁 気 情 報 を 違 法 に 読 み 取 る 手 口 で す 。ス ポ ー ツ ク ラ ブ や サ ウ ナ 、
ゴルフ場のロッカー等でスキミングの被害が発生しています。カードは厳重に施錠
できる場所に預けるか、お手元から離さないようご注意ください。

登 録 させていただきます。弊社が登録した暗証番号は、後日書面にてご登録の
ご住所に郵送いたします。
電話番号、
ご住所の番地の数字や4桁同一の数字など、
第三者に
●お客さまの生年月日、
類推されやすい暗証番号は、ご指定いただけません。上記条件に相当する際は、

弊社ではこのような不正使用の被害防止策として、カードのご利用時にご本人
さまであることをお電話で確認させていただく場合がございます。ご理解・ご協力
賜りますようお願い申しあげます。

弊社所定の方法で登録させていただく場合がございます。
※暗証番号の変更をご希望の場合は、以下のいずれかの方法で弊社へお問い
合わせください。
後日「暗証番号変更届」をご登録のご住所に郵送いたします。但し、自動音声
応答サービスでは直接お手続きいただけます。
1）レクサスファイナンシャルサービスホームページから「暗証番号変更届」の
ご請求
（個人会員さまのみご利用いただけます）
2）
レクサスファイナンスデスクへお電話によるご連絡
3）
自動音声応答サービスによるお手続き
●警察や弊社社員を名乗って、暗証番号をお客さまに問い合わせる手口が横行
しております。暗証番号を問い合わせることはございませんので、第三者には
絶対教えないようにご注意ください。
●登録された暗証番号が、第三者に知られた事により生じた損害は会員さまに
ご負担いただく場合もございます。
カード利用方法について
●I C カ ー ド 対 応 端 末 設 置 店 で ご 利 用 の 場 合 は 、売 上 票 へ の サ イ ン の 代 わ り に
暗 証 番 号 の 入 力・照 合 に よ り ご 本 人 さ ま の ご 利 用 で あ る こ と を 確 認 させて
いただきます。
※暗証番号をご入力いただけない場合、カードをご利用いただけないケースが
ございます。
※暗証番号がご不明の場合は、以下のいずれかの方法で弊社へお問い合わせ
ください。後日書面にてご登録のご住所に郵送いたします。お電話ではご案内
できませんのでご了承ください。
1）レクサスファイナンシャルサービスホームページから「暗証番号通知書」の
ご請求
（個人会員さまのみご利用いただけます）
2）
レクサスファイナンスデスクへお電話によるご連絡
3）
自動音声応答サービスによるお手続き
●売上票のお客さま控えは必ず保管し、後日郵送されるご利用代金明細書との
照合にご利用ください。
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各種付帯サービスのお問い合わせ窓口
個人会員さま限定

個人会員さまのみご利用いただけるサービス

個人会員さま限定

個人会員さまのみご利用いただけるサービス

法人会員さま限定

法人会員さまのみご利用いただけるサービス

法人会員さま限定

法人会員さまのみご利用いただけるサービス

お問い合わせ窓口
ドライバーズサポート24

ドライバーズ
サポート24

サービスの種類
ロードサービスの
取り次ぎ

電話番号
通話料無料

0800-700-0024

受付時間
24時間

お問い合わせ窓口

休業日
年中無休

ギフトカード

ギフトカードデスク

通話料無料

国内・海外
レンタカー優待

トヨタレンタカー
予約センター

国内レンタカーの
申込受付

ハーツレンタカー
予約センター

海外レンタカーの
申込受付

トヨタ博物館
トヨタ関連施設優待
トヨタ産業技術記念館

ピットメニュー優待

レクサス
ファイナンス
デスク

施設内容の
お問い合わせ受付

サービス内容の案内

0800-7000-111
8:00〜
※一部つながらない
20:00
電話回線があります。

土日祝
年末年始

0561-63-5151

9:30〜
17:00

（祝日の場合は翌日）

052-551-6115

9:30〜
17:00

通話料無料

0800-300-3355

9:00〜
18:00

通話料無料

空港ラウンジ

JALエービーシー
コールセンター

空港宅配の
申込受付

レクサス
ファイナンスデスク

各空港ラウンジの
案内

0120-919-120
携帯電話から(有料)
03-3545-1131

通話料無料

0800-300-3355

0800-700-2797

0120-154-227

通話料無料

名鉄運輸

0120-154-555

休業日

9:00〜
17:30

土・日・祝日
年末年始

8:00〜
20:00

年末年始

9:00〜
18:00

年末年始

7:30〜
19:30

年末年始

8:00〜
20:00

年末年始

8:30〜
20:00

年末年始

9:00〜
19:00

年末年始

24時間

年中無休

24時間

年中無休

9:00〜
18:00

年末年始

月曜

月曜

0120-04-2626
引っ越しの受付

（祝日の場合は翌日）

年末年始

通話料無料

アリさんマークの引越社

年末年始

引っ越し優待

通話料無料

アート引越センター

0120-39-0123

年末年始
通話料無料

ハート引越センター

空港宅配サービス優待
（手荷物宅配）

受付時間

電話番号
通話料無料

通話料無料

日本通運

年中無休

9:00〜
18:00

通話料無料

0800-999-1406

サービスの種類
お問い合わせ
ご購入

平日
9:00〜
18:00
土・日・祝日
9:00〜
17:00

年中無休

9:00〜
18:00

年末年始

0120-66-8100

通話料無料

サカイ引越センター

0120-72-0041
通話料無料

綜合警備保障
ホームセキュリティ
サービスの受付

ホームセキュリティ優待
セコム

アスクル
（オフィス用品デリバリー）
法人会員さま限定

法人会員さま限定

通話料無料

0120-025-756

レクサス
ファイナンスデスク

申込書のご請求

アスクル
商品に関する
お客様サービスデスク お問い合わせ窓口

福利厚生倶楽部

0120-39-2413

（株）リロクラブ
福利厚生に関する
トヨタファイナンス
お問い合わせ窓口
福利厚生倶楽部デスク

通話料無料

0800-300-3355
通話料無料

8:00〜
0120-345-861
20:00
050から始まるIP電話から
03-6731-7864（有料）
東

京

大

阪

03-3225-1730
06-6346-5305

9:00〜
17:00

日・祝日

土・日・祝日

通話料無料

（自動音声応答サービス） 24時間
0120-747-039
JALサービスコース
個人会員さま限定

JALマイレージバンク
日本地区会員事務局

JALマイレージバンク
に関するお問い合わせ （オペレーター受付）
0570-025-039
海外からは
03-5460-3939

9:30〜
17:30

年中無休

日・祝日
年末年始

詳しくはレクサスファイナンスデスクへ お問い合わせください。
レクサスファイナンスデスク

0800 -300 - 3355

（通話料無料）

9:00〜18:00 年中 無 休（年末 年 始除く）
〈ご注意〉記載内容は2022年9月現在のものです。これらは予告なく変更される場合がございますのであらかじめご了承ください。
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