Honda Cカードつかって当てよう
サマーキャンペーン2021
期間

2021 年6 月 16日（水）〜 8 月 31日（火）
2021 年7 月 1 日（木）〜 8 月 31日（火）

お持ちのカードブランドの会員専用WEBサービス

からキャンペーン参加登録したCカードのご利用で
下記の賞品やポイントを抽選でプレゼント！

エントリーは
こちら

初年度年会費無料
（ゴールドカードは除く）

期間中に新規でご入会いただいた方もエントリーOK!
※エントリーは下記いずれか1つとなり、複数エントリーはできません。

2021日本グランプリ観戦チケットコース

※イメージ

50組 期間中に10万円（税込）以上ご利用の方
100名様 日本グランプリペア観戦チケットプレゼント
2021年10月10日に三重県鈴鹿サーキットで開催予定

※座席は指定席となります。
※ご当選者様による座席の指定・変更はできません。
※観戦エリアは変更になる場合がございます。
あらかじめご了承ください。
※駐車券は含まれておりません。
自家用車でご来場の際は別途駐車券が必要です。
※会場までの交通費および宿泊費等の費用はご当選者
様のご負担となります。
※
「2021日本グランプリ」
はレース日程が変更または中止となる場合がございます。
中止の際には代替プレゼント
（内容未定）
に変更させていただきますので、
あらかじめご了承ください。

Honda限定チーム公認グッズコース

300
名様

5

期間中に 万円（税込）以上ご利用の方
●キャップ ●マフラータオル ●エコバック
上記いずれかの賞品を各100名様にプレゼント

※当選賞品はいずれか1点となります。
お選びいただくことはできません。
※諸般の事情により賞品の内容が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。※画像はイメージです。
実際の賞品とは異なる場合があります。

Honda Cカードポイントプレゼントコース

1,000
名様

3

期間中に 万円（税込）以上ご利用の方

2,000ポイントプレゼント

現金キャッシュバックや電子マネー楽天 Edy 、Hondaオリジナルグッズに交換できる！

※ご当選者様へのHondaキャッシュポイントは2021年11月末までに付与させていただきます。

残念ながら抽選に外れた方も
さらに

JCB Honda Cカードをお持ちの会員様はWチャンス！

期間中に JCB のショッピングスキップ・分割（ 2 回払いを除く）
・リボ払いを3 万円（税込）以上ご利用いただいた方

抽選で2人に1人に

1,000ポイントプレゼント

●キャンペーンエントリーには会員専用WEBサービスのID登録が必要です。●キャンペーンエントリーは本人会員が対象です。●エント
Honda Cカードホームページ https://www.honda.co.jp/C-CARD/
リーできるコースは1コースのみとなります。●期間中のショッピングご利用額は家族会員のご利用分も合算して集計します。●期間中の
ショッピングご利用分は、
抽選時点で集計可能なご利用分が対象です。
なお、
ご利用明細書上のご利用日に基づき集計します。
●各種年
会費、
会員情報誌購読料、
ショッピングスキップ・分割・リボ払いの各手数料、
キャッシングサービス、
カードローンご利用分などはご利用合計金額には含ま
キャンペーンに関するお問い合わせ
れません。
カード会社により異なる場合がございます。
●抽選時点でご契約カードを退会されている場合、
カード利用停止や会員資格の取消事項に該当す
る場合は抽選の対象となりません。
●
「2021日本グランプリ観戦チケットコース」
のご当選者にはお電話でご連絡いたします。
お電話が繋がらない場合は、
カードキャンペーン事務局
当選を無効とさせていただきますので、
カード会社に登録しているお電話番号にお間違えが無いかご確認いただきますようお願いいたします。
「Honda限定
（受付時間：10: 00 〜 18 : 00 ）
チーム公認グッズコース」
「Honda Cカードポイントプレゼントコース」
の当選者の発表は、
賞品の発送およびポイントの付与をもって代えさせていただきます。

ご注意

Honda C

0800 919 6225

で、
できること

01

Hondaキャッシュポイントが
貯まる。使える。

02

03

Club Offの
お得な各種優待

（クラブオフの提携施設利用）

04

ETC カード

年会費無料

チャリティによる
社会貢献

ETC

※お客様のご負担はございません

例えば、
新車購入時の 40 万円分を
Honda C カードでお支払い

8,000 ポイント獲得

Hulu

LEANBODY

通常2週間
無料トライアルのところ、

月額1,980円

1 ヶ月間
無料トライアル！

ブックオフ
オンライン

75%OFF

480 円

（年額 23,760 円→ 5,760 円）

ガスト

買取金額

10%UP など

※Honda CカードClub Offのサイトから、利用方法をよくご確認の上ご利用ください。※提携施設割引内容は 2021年5月現在のものです。
※特典内容は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。※価格はすべて消費税10％込みの価格です。

年間ご利用額40万円以上（税込）
で、
ボーナスポイント1,650ポイントを進呈します！

さらに

お問い合わせ先

会員
限定

Honda C カード サポートデスク

テイクアウト
5％ OFF など

詳しくは

Honda CカードHPへ

https://www.honda.co.jp/C-CARD/

0120-864-394（受付時間：10:00 〜12:00 / 13:00 〜18:00 ）< 土・日・年末年始・GW・お盆休 >

Honda Cカード Club Off のおトクなサービス！
国内外の宿泊施設などをはじめ、様々なサービスを会員ならではの特別優待価格でご利用いただける“ Honda Cカード Club Off ”
Honda Cカード会員限定で月替わりで特別商品を特別価格でご提供するサービス実施しております。
Honda Cカード会員ならどなたでも応募 OK！Honda Cカードオーナーズホームページに会員登録して奮ってご応募ください！

毎月15日〜
末日までの

応募期間

7月

8月

みんな大好き！

ハーゲンダッツ
ギフト券
※ミニカップ・クリスピーサンド・バーいずれか２個と交換できます。

抽選で165名様に

特別価格100円でご提供！

9月

ガソリン給油に！

apollostation

コンビニなどで使える！

クオ・カード

キャッシュプリカ

1,000円分

1,000円分

※apollostation キャッシュプリカは、全国の「Cash Preca」
マークのある出光系列
サービスステーションで、給油や洗車等にご利用いただけるプリペイドカードです。

※クオ・カードは、約6万のお店でご利用いただける、
全国共通のギフトカード
（商品券）
です。

抽選で110名様に

特別価格100円でご提供！

抽選で110名様に

特別価格100円でご提供！

毎月もれなく 応募された方には全国のファミリーマートのお買い物時にご利用いただける割引クーポン
▶▶
参加賞！
「コンビニ deクーポン」
100円分 が発券できるギフトコードをプレゼント！
応募方法
Honda Cカード オーナーズホームページにログイン→ Honda Cカード Club Off へアクセス
→トップページ「 Cカード会員限定特別商品」バナーをクリックし応募画面へ
→応募画面の内容を確認の上お申し込み

Honda Cカード
オーナーズ
ホームページは
こちら！
https://www.honda.co.jp/C-CARD/owner/

当選後の購入方法

当選者宛てに届く購入権利確定の通知メールに記載のURLにアクセス→ Honda Cカードオーナーズホームページにログイン
→ご連絡先／送付先情報をご入力・確認→クレジットカード情報をご入力・ご注文確定

Honda Cカード Club Off
TOPの「特別商品」
バナーをクリック!
Cカード会員 特別商品

「応募画面」
より
内容確認のうえ、
応募
応募

後日当選者には
購入権利確定の
通知メールで
ご連絡

「購入画面」
より
内容確認のうえ、
Honda Cカードで
ご購入
購入

本サービスの詳細は、Honda C カード Club Off ホームページをご 覧ください https: //www.club - off.com / hondac - card/

お支払い完了後は
商品が届くのを
待つだけ！

