ニュース

Hondaキャッシュポイントについて
について

Honda Cカードをご利用いただいて貯まったHondaキャッシュポイントは、
車両購入時などにポイント還元できます！ ※の説明は最下部の注釈にまとめてありますので、ご確認ください。

ポイント付与について

2020 年12 月よりポイント付与率一部変更
2021年1月よりポイント還元率変更となりますのでご注意ください。

Honda Cカードをご利用いただくと、ご利用金額に応じて、Hondaキャッシュポイントが付与されます。

2％

●Honda 四輪販売会社※1
●Honda Cカード二輪加盟店
●ホンダコムテック
●出光昭和シェル SS
●ENEOS SS でのご利用

【新デザイン】

【旧デザイン】

●ETCや一般カード加盟店にて
ETCカード•日々のお買い物

1％

ポイントの有効期限は5年間 です

●一部ポイント優待が適用にならないサービスステーションがあります。●ご利用明細記載の Honda キャッシュポイントを必ずご確認ください。

ポイント還元について 貯まったポイントをタイミングによってポイント還元できます。
●Honda 四輪新車登録時
●中古車契約時（他銘柄含む）
●Honda 四輪車新車リース契約時
●車検 /12ヵ月点検実施時（他銘柄含む）
●Honda二輪新車購入時

1 1
ポイ
ント

=

いつでも

全国の Honda 四輪販売会社※1でお受取りができます。

郵送でのお申込みの場合は、現金振込み、Honda グッズ交換のみ。ご利用いただいた Honda 販売店での受付となります。

（一部お取扱いができない店舗がございますので、ご注意ください）

現金振込み /Edy 受取りの場合

ポイント還元上限額 30 万円

円 上限額は5万円

Hondaグッズ交換の場合の

● いつでも

電子マネー楽天 Edyのみ
でのお受取り

2 =1

円

ポイ
ント

とは？

車両購入時や法定点検時などの、ポイント
還元タイミング以外でも、いつでも電子マネ
ー楽天 Edy でポイントを受取ることができ
るサービスです。
〈ご利用条件〉
●1,000ポイント以上保有
会員様ご本人確認の為、運転免許証などの
提示をお願いいたします。お申込み月より
最大直近4ヵ月の累計ポイントの中より電子
マネー楽天 Edyに還元するポイントを選択
してください。

Cカードと最新のご利用明細をお持ちのうえ、
Hondaキャッシュポイントの受取り方法 Honda
Honda 四輪販売店にご来店ください。

店頭端末での申請がおすすめです。 申請の際はご利用明細に記載されたHondaキャッシュポイントを必ずご確認ください。

3ヵ月目の月末まで ですので、申込期限にご注意ください。

ポイント還元の申込期限は、対象月※2の 翌月から数えて

例：1月に新車登録の場合は、郵送申込み・店頭端末申込み共、4 月 30 日がポイント還元申込み締切日となります。
（郵送申込みは 4 月 30 日消印有効）
Honda四輪新車/四輪中古車購入時、
車検、12カ月点検実施時

ご利用頂いた Honda 四輪販売会社
店頭の端末でお申込みいただけます。

現金でお受取り

カード引落とし口座へ
お振込み（2〜3ヵ月後）

リアルタイム

バックで受取られた方には更に特典が!!
5ヵ月まではその後貯まったポイントを
再び楽天 Edy に！

＊ポイント還元タイミング 1回につき1回のみのお申込みです。
（重複申込みはできません）

＊郵送でポイント還元申込みをご希望の場合は、
下記ポイント還元一覧表をご覧ください。

Honda四輪新車/四輪中古車購入時、
車検、12カ月点検実施時

電子マネー
楽天 Edy
でお受取り

リアルタイム
バック※3 で
その場で楽天Edyをお受取り

ご利用頂いた Honda 四輪販売会社
店頭の端末のみでのお申込みとなります。

＊一 部 Honda 四輪 販 売会社では、店頭での
お申込みができない場合がございますので、
あらかじめ Honda 四輪販売会社へお問い合
わせください。

例えば…1月に車検を実施した場合

いつでも受取れます

全国の Honda 四輪販売会社
店頭の端末のみでのお申込みとなります。

いつでも
で
その場で楽天Edyをお受取り

Honda四輪二輪新車/四輪中古車購入時、
車検、12カ月点検実施時

Honda グッズに
交換

リアルタイム
バックでポイント還元をされたお客様への特典として、ポイント還元対象月の翌月から
5ヵ月にわたり、貯められたポイントを再び楽天Edyでお受取りいただくことができます！
＊ポイント換算率はリアルタイム
バックの時と同じです。
＊ご利用明細記載のキャッシュポイントについ
ては毎月月末に更新となります。＊ポイント還元対象月の翌月から5ヵ月間（1回／月）
申込みできます。

カード会社登録住所へ
後日お届け

郵送でのポイント還元申込みとなります。

１月〈対象月〉

２月

３月

４月

５月

６月

７月

通常の申込期間
延長期間

車 検
実施月

期間内に楽天Edyで一度還元すると

（例：9,000Pお持ちの場合、9,000円分
の楽天Edyを還元)
1P＝1円

還元以降に溜まったポイ
ントも、1P＝1円で還元
することができます。

●Honda 二輪新車ご購入でのポイント還元および Honda グッズご希望のポイント還元は郵送でのお申込みとなります。

ポイント還元一覧表
ポイント還元
対象商品対象販社

Honda 二輪新車ご購入でのポイント還元申請方法は、郵送（簡易書留）のみとなります。
下記ポイント還元一覧表をご参照の上、ご利用いただいた Honda 二輪加盟店で受付してください。

申込み方法

申込み内容

ご利用いただいた
Honda四輪販売会社
店頭端末での申込み

車検実施(他銘柄含む)
12ヵ月点検実施(他銘柄含む)

Honda Cカード加盟店

ポイント還元率

1ポイント=1円

不要

電子マネー楽天Edy
→その場でCカードチャージでお受取り

2ポイント=1円

いつでもEdy
Honda新車購入・リース

車検実施(他銘柄含む)
12ヵ月点検実施(他銘柄含む)
原付1・2（〜90cc)

売買契約書コピー
車検実施後の車検証コピー
納品請求書コピー
標識交付証明書コピー

Honda二輪新車※4

原付２
（91〜125cc)

Honda Cカード加盟店

軽二輪（126〜250cc)

軽自動車届出済証コピー

自動二輪（251cc〜)

自動車車検証コピー

☎0120-800-570
9:00〜17:00 年末年始休

※自動音声案内を導入しており、ご希望の問い合わせ内容に
応じ、
メニュー選択することが可能です。

☎0120-555-860
9:00〜17:00 元日休

※クレディセゾン発行以外のUCカードグループ会社にご所属
の会員様は、カード裏面のご所属のカード会社へ直接ご連絡く
ださいますようお願い申し上げます。

・現金
→申請後2〜3ヵ月後の月初第一営業日に
カードお引落し口座へお振込み
・Hondaグッズ
→カード登録住所に後日お届け

店頭でのお申込みに関する注意

各カード会社の Honda Cカード
デスクはこちらです。
☎0120-221-263
9:00〜17:00 年末年始休

※DCカードグループ会社にご所属の会員様は、カード裏面の
ご所属のカード会社へ直接ご連絡くださいますようお願い申
し上げます。

☎0120-147-987
9:00〜17:00 年末年始休

※MUFGカードグループ会社にご所属の会員様は、カード裏
面のご所属のカード会社へ直接ご連絡くださいますようお願
い申し上げます。

ポイント還元上限額

・現金→30万円
・電子マネーEdy→30万円

50万円

ポイント還元申込書のみ※5
ポイント還元申込書※5

中古車購入(他銘柄含む)

ポイント還元申込書郵送
(簡易書留）
での申込み

受取り方法と時期
・現金
→申請後2〜3ヵ月後の月初第一営業日
にカード登録口座にお振込み
・電子マネー楽天Edy
→その場でCカードチャージでお受取り

中古車購入(他銘柄含む)

全国Honda四輪販売会社
店頭端末での申込み

四輪車

添付書類

Honda新車購入・リース

■一部Honda 四輪販売会社では、店頭での申込みができない場合がござい
ます。あらかじめ Honda 四輪販売会社へお問合せください。
■Honda C カード二輪加盟店は、郵送による申込みのみとなります。
■ご利用明細記載のキャッシュポイントについては月1回月末から翌月初に
かけての更新となります。
＊当月に Honda 四輪販売会社でポイント還元のお申込みをされた場合、当
月累計ポイントが実際のポイントと異なることがございますのでご了承願い
ます。
＊申請時には最新ポイントであるか必ず確認をしてください。
■車両購入•車検•12ヵ月点検でご利用いただいた Honda 四輪販売会社以外
では、お申込みはお受付けできません。
■ボーナス一括払いをご利用の場合のポイント発生は、ほとんどがポイント
還元申込み期間を過ぎてからとなり、お申込みいただけませんのでご注意く
ださい。

・現金→30万円
・Hondaグッズ→5万円
1ポイント=1円
・現金→1.5万円 ・Hondaグッズ→５万円
・現金→３万円 ・Hondaグッズ→５万円
・現金→５万円
・Hondaグッズ→５万円

ポイント還元できないケース
下記のケースはポイント還元できませんので、
ご注意ください。

●申込期限が過ぎている場合。
●上記ポイント還元の対象の商品／対象販社の組み合わせ以外のもの。
●ポイント還元申込みに必要な書類がないもの、
または記入に不備があるもの。
●対象商品（車両）の登録名義人が本会員以外の場合（同居の家族は可）
。
●重複申込みの場合。 ●ご本人様の C カード以外での還元。
●ポイントを分割しての還元（グッズ交換を除く）
●ポイント還元申込み時点でカードを退会している場合。
●ポイント還元申込み後で、還元入金前にカードを退会した場合。
●ポイント還元入金前に口座が変更された場合。 ●申込みに虚偽がある場合。
●累積キャッシュポイントがない場合。 ●カード会社宛お届け住所と
対象車両の車検証使用者住所※6 が相違している場合。
（いつでも
を除く）

郵送によるお申込みの際、書類が不備の場合や残念ながら受付けできない場合は、いただ
きました書類をご本人様あてに簡易書留でお返しいたします。

※1 Honda四輪販売会社 …Honda四輪販売会社及び（株）ホンダユーテックを言います。 ※2 対象月 …四輪新車購入（車両登録月）、四輪中古車購入（売買契約書の契約月）、車検•12ヵ月点検実施（実施月＝Honda販売会社での納品請求書発行月）二輪実販年月
注
※3 リアルタイム
バック …Honda四輪新車/四輪中古車購入時、四輪車法定点検時に電子マネー楽天Edyでポイントを受取ることを言います。 ※4 国内向けに生産・販売されたHonda二輪車に限ります。
釈
※5 ポイント還元申込書 …各カード会社にあるHonda Cカードデスクにお申込みください。申込書は新車登録／中古車購入契約月•車検／点検実施月以降発行のものが有効です。 ※6 車検証使用者住所 …所有者住所ではありません。

