2016 年 2 月 1 日
株式会社アプラスフィナンシャル
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
トーンモバイル株式会社

T カード利用分とクレジットカード利用分、ダブルで T ポイントが
どんどん貯まるクレジット機能付き T カード
「T カード プラス（TONE×TSUTAYA 発行）」の登場
TONE 購入時に即時発行可能で、
端末を分割で購入すると、分割手数料のお客様負担が無料に！

株式会社アプラスフィナンシャルの連結子会社でショッピングクレジット事業、カード事業、決済事業などを展
開する株式会社アプラス（東京本部：東京都千代田区、代表取締役社長兼 CEO：野口郷司、以下「アプラス」）
と、日本最大の共通ポイントサービス「T ポイント」を展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（本
社：東京都渋谷区、代表取締役社長兼 CEO：増田宗昭、以下「CCC」）、CCC 連結子会社のトーンモバイル株
式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長兼 CEO：石田宏樹、以下「トーンモバイル」）は、トーンモバイル
が提供するスマートフォンサービス「TONE」のスマートフォン端末（以下「スマホ」）ご購入のお客様限定のクレ
ジット機能付き T カード「T カード プラス（TONE×TSUTAYA 発行）」の募集・発行を開始いたしました。
「TONE」は、「世界一安心・安全なスマートフォンサービスの提供」を目指し、初心者にも安心なサポートサー
ビスや、ご家族やお子様に持たせても安心の見守り機能、アプリ管理機能など家族向けサービスが充実した、
「すべてのヒトに安心品質」のサービスを実現しています。CCC グループがもつ多様なカルチュア・インフラと融
合することで、これまでにない快適で豊かなモバイルライフを提供し、2015 年 5 月 5 日より SHIBUYA
TSUTAYA での販売を皮切りに、2016 年 1 月 20 日までに全国 14 の TSUTAYA 店舗での販売を展開してい
ます。
この度発行を開始する「T カード プラス（TONE×TSUTAYA 発行）」は、2016 年 2 月 1 日より SHIBUYA
TSUTAYA 及び二子玉川 蔦屋家電、代官山 蔦屋書店にて募集を開始し、「TONE」ご購入時に店頭で申込み
のお手続きをいただくことができるようになります。本カードは実質年会費無料でお申し込みいただくことができ、
TONE ご購入時に即時発行が可能で、その場で TONE の支払い用カードとしてご利用いただけます。また、契
約時に「TONE」の端末代金を本カードで分割払い（12 回・24 回）でお支払いいただいた場合、分割払い手数
料が無料となる特典が付きます※。さらに、スマホ端末代金、月額料金を「T カード プラス（TONE×TSUTAYA
発行）」でお支払いされると、T カード利用分とクレジットカード利用分のダブルで「T ポイント」が貯まるなど、持
っているだけでどんどんポイントが貯まるお得で便利なカードとなっております。
※分割手数料に関する特典は、カード契約時に TONE をご購入いただいたお客様に限ります。
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＜「T カード プラス（TONE×TSUTAYA 発行）」の特長＞
1.「T ポイント」が貯まる
「TONE」スマホの端末代金、月額料金は、T カード利用分 200 円（税抜）につき 1 ポイント、クレジットカード
利用分 200 円（税込）につき 1 ポイントが貯まります。
また、TSUTAYA や T ポイント提携先で利用時にご提示いただくだけで 100～200 円につき 1 ポイントが貯ま
り、提携先以外のアプラス加盟店や JCB 加盟店でもカードでお支払いただければ 200 円（税込）につき 1 ポ
イントが貯まります。
2.TONE 契約時に即時発行が可能
ご契約いただくと（※1）、その場（※2）でクレジットカード番号を発行し、そのまま TONE を購入いただくことがで
きます。
※1 同時契約の端末購入限度は 5 台までとなっております。
※2 カード発行の審査にお時間をいただく可能性がございます。

3.年会費が実質無料
年会費は初年度無料。年間 1 回のカード払いで翌年度も無料のため、「TONE」スマホの月額利用料金をカ
ード支払いいただくことにより年会費が実質無料となります。
＜取扱い開始日について＞
2016 年 2 月 1 日より SHIBUYA TSUTAYA 及び二子玉川 蔦屋家電、代官山 蔦屋書店において募集を開
始、その他 TONE 取扱い TSUTAYA 店舗にて、順次開始予定です。

■「T カード プラス（TONE×TSUTAYA 発行）」
カード名称

「T カード プラス（TONE×TSUTAYA 発行）」

カード券面
（色はシルバー
のみ）

カードブランド
年会費

会員特典
（T ポイント）

入会方法

JCB
初年度無料
年間 1 回のカード支払いで翌年度も無料
※ご利用がない場合は 500 円（税抜）
・「TONE」のご利用は T カード利用 200 円（税抜）につき 1 ポイント、クレジットカード利用分
200 円（税込）につき 1 ポイント付与
・T ポイント提携店舗での T カード利用で 100～200 円につき 1 ポイント付与（一部提携先に
より異なる場合あり）
・アプラス加盟店又は JCB 加盟店でのクレジットカード利用で 200 円（税込）につき 1 ポイント
・1 ポイント＝1 円分として T ポイント提携先で利用可能
TSUTAYA 店舗申込
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キャッシング

あり（希望に応じ）

※現在保有するクレジットカードによって、当日にお申込みの受付ができない場合があります
※クレジットカードの発行およびキャッシング機能付与には所定の審査があります
「Ｔポイント」とは
「Ｔポイント」は、会員数が 5,667 万人（平成 27 年 12 月末現在）、提携企業が全国 131 社 458,022 店舗（平成 27
年 12 月末現在）の日本最大の共通ポイントサービスです。TSUTAYA や ENEOS、ファミリーマート、ガスト、カメラ
のキタムラ、Yahoo!ショッピングなど、生活に密着した幅広い分野で利用できます。
株式会社アプラス 概要
代表者
代表取締役社長兼 CEO 野口郷司
東京本部
東京都千代田区外神田 3-12-8 住友不動産秋葉原ビル
主な事業
ショッピングクレジット事業、カード事業、決済事業 他
資本金
15,000 百万円 （平成 27 年 9 月 30 日現在）
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 概要
代表者
代表取締役社長兼 CEO 増田宗昭
東京本社
東京都渋谷区南平台町 16 番 17 号 渋谷ガーデンタワー6 階
主な事業
書店事業を中心としたエンタテインメント事業、T ポイントを中心としたデータベース・マーケテ
ィング事業のほか数々のネットサービスや新たなプラットフォームサービスを企画し、それら
のプラットフォームを通じて新しいライフスタイルの提案を行っています。
資本金等
18,581 百万円 （平成 26 年 3 月 31 日現在）
トーンモバイル株式会社 概要
代表者
代表取締役社長兼 CEO 石田宏樹
東京本社
東京都渋谷区円山町３番６号
主な事業
スマートフォンサービス「TONE」を展開し、お客様にモバイルにおける高品質な生活提案を
行う CCC グループのインターネット通信会社
資本金等
1,023 百万円 （平成 27 年 3 月 31 日現在）

本件に関するお問い合せ：
株式会社アプラスフィナンシャル
企業戦略部 金崎
TEL：03-6630-3933
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
広報担当：安藤
TEL：03-6800-4464
トーンモバイル株式会社
マーケティング部 PR 担当：岩城・加藤
TEL：050-7302-3227
Mail：press@tone.ad.jp
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