
車の整備もコメリカードで！！

第21号

カー用品全品が対象！
コメリ以外でも！

自動車・バイクのディーラー 新車・中古車販売店

車検・整備・鈑金・
塗装・修理店（工場）

カー・バイク用品店
カー・バイク用品
専門ネットショップ

※総合スーパー・ガソリンスタンド・コメリ以外のホームセンターは対象外になります。

コメリ全店
≪キャンペーン対象のお店≫

OIL

期間中、対象のお店でコメリカード払い
合計10,000円以上ご利用の方から抽選で

大当たり

当たり

10名様に10名様に

50,000ポイントポイント
プレゼントプレゼント！

500名様に500名様に

1,000ポイントポイント
プレゼントプレゼント！

タイヤ バッテリー、
オイル、ワイパー、
ポータブルナビetc…

オイル交換・車検・修理・
タイヤ等のカー用品購入は

コメリカードクレジット払いがおトクです！！

リボ分割払い(3回以上)
リボ宣言のご利用で
リボ分割払い(3回以上)
リボ宣言のご利用で 10倍！！

当選確率

20倍！！当選確率

コメリカード
WEBサービスに
登録で ※すでに登録済の方は

　自動で2倍となります。

2倍！！
当選確率

さらに②

さらに①

①②両方のご利用、ご登録で

参加
登録
必 要

P
第3回第3回

クルマキャンペーンクルマキャンペーン
2018. 2019.10 1 月 日3 31

コメリカード・クラブオフくわしくは、まだまだあります▶▶

i リボ払い、分割払いへの切り替えサービス
お手続きは毎月９日まで！

コメリカード会員様だけの優待サービス
「コメリカードクラブオフ」
コメリカード会員様だけの優待サービス
「コメリカードクラブオフ」

リボ・分割切替サービスとは？ 1回、2回払いでご利用いただいたお支払い金額を
。すま来出が更変ごに」い払割分「」い払ボリ「らかとあ

電話で

リボ宣言新規登録
キャンペーンP

リボ宣言に新規登録して、次回ショッピング一括請求予定の
ご利用残高30,000円以上をリボ払いに変更いただいた方へ

もれ
なく！ 1,000ポイントプレゼント

携帯電話・
スマートフォンからくわしくはコメリカード

ホームページから

2018. 2019.9 14 金 火4 9

好評につき
期間延長!

増枠わくわく
キャンペーンP

ショッピングご利用可能枠増枠&クレジットご利用で

もれ
なく！ 1,000ポイントプレゼント

携帯電話・
スマートフォンからくわしくはコメリカード

ホームページから

2018. 2019.9 14 金 火4 9
※キャンペーン期間内の重複プレゼントはございません※キャンペーン期間内の重複プレゼントはございません

i

http://www.komeri-card.com/club_off/

特設ページは
こちら

入学シーズンはもうすぐ!!用意はお済みですか？

コメリカード会員様限定でランドセルご優待もございます！
是非コメリカードクラブオフからコメリカード決済でお得にご購入ください。

ランドセル 最大45％補助 または購入で商品券
最大5,000円プレゼント！

対象商品・個数に限りがございます。ご了承ください。

取り扱い
メーカーの
一例

今のおすすめ！

コメリカード
ホームページから コメリカード

携帯電話・スマートフォンから
キャンペーン概要について
くわしくは、こちら➡

携帯電話・スマートフォンから
参加登録はこちら➡



※アクアカードでガソリンスタンドをご利用する場合には、残高1万円以上
　必要です。お近くのコメリ店舗で事前にチャージ（ご入金）ください。

 
2018年 11月1日～11月30日
2018年 12月1日～12月31日
2019年 1月1日～1月31日
2019年 2月1日～2月28日
2019年 3月1日～3月31日

第3回
第4回
第5回
第6回
第7回

2019年　1月末頃
2019年　2月末頃
2019年　3月末頃
2019年　4月末頃
2019年　5月末頃

スーパー・コンビニ・ガソリンスタンドで
使って当てよう！キャンペーン

※すでに登録済みの方は不要です。1
STEP

2
STEP

スーパーマーケットで コンビニエンスストアで ガソリンスタンドで

パソコン・スマホで
いつでも確認i

『公式コメリドットコム』
アプリからカードの
ご利用明細や
ポイント照会が便利!

に新規登録する。

コメリカードクレジット払い
又はアクアカード払いを 1万円以上すると(税込)合

計
※1 ※2

WEB
登録
必 要

500ポイント
プレゼント1,000名様

〈毎月〉

7,000名様に
〈期間合計〉

抽選で

2018. 2019.9 1 土 日3 31

【ご注意事項】
・キャンペーン期間内での重複当選はございません。
・売上情報の到着時期によってはご利用合計金額の対象とならない場合がございます。
・抽選時点でカード退会されている場合は、抽選の対象とはなりません。
・一部、本キャンペーンの対象とならない店舗がございます。
※　対象店舗はコメリカードホームページをご覧ください。
※1 毎月1日～末日の間に合計1万円以上ご利用で自動登録となります。
※2 コメリカード・アクアカードのご利用金額は合算されません。

ダウンロード無料！
iPhoneの方はこちら Androidの方はこちら

コメリカード明細
アクア残高照会

登録料・利用料無料！
ぜひご登録ください！

ご利用明細の
確認

ご利用可能額の
確認

ポイントの
確認

くわしくはコメリカードホームページから コメリカードスーパーコンビニ

スマートフォンはこちらから

■キャンペーン詳細や専用ハガキの問い合わせは

http://www.komeri-card.com/  からキャンペーンバナーをクリック！

スマート
フォンから

お申込みは
専用

 ハガキ   !!で
現在ご利用中の
変更手続きも一切不要です！
現在ご利用中の
変更手続きも一切不要です！

新規お支払いご登録でそれぞれ500ポイント
両方
登録で 1,000ポイント

プレゼント
2
STEP

コメリカードWEBサービスに登録のうえ、キャンペーン期間内にお手続きいただき、
2018年9月1日～2019年6月30日までに初めてご利用のあった方が対象です。

新規でも他社カードからの切り替えでも
手続きカンタン! 200円(税込)で1ポイントついてお得です!!
■コメリカードでお支払いいただける公共料金等

携帯電話・PHS 放送料金 固定電話

年金手帳

年金手帳

国民年金保険料ガス料金電気料金
※一部、クレジットカード払いを取り扱っていない事業者があります。くわしくは各事業者にご確認ください。 
※一部、クレジットカード払いとならない料金があります。

i

i コメリカード・クラブオフ 入会のご案内

※1 VIP会員がホームページ限定タイムセール企画の「500円の宿」をご利用の場合。
※2 VIP会員の場合。

90％OFF 50％OFF 75％OFF 60％OFF
※1 ※2

宿泊 グルメ レジャー 日帰り湯
最大 最大 最大 最大

※1

国内の宿泊施設が、国内の宿泊施設が、

なんと一泊500円から！なんと一泊500円から！

海外パッケージツアーが、海外パッケージツアーが、
3STEP！! 会員登録はとっても簡単！

Step1

Step2

Step3
VIP会員はさらにお得！

コメリカードを
お手元に用意

会員登録
して完了

カード左下の10桁の
番号が必要になります。

「コメリカード・クラブオフ」の
ホームページにて会員登録を
入力して登録完了です。

こちらのQRを読み
取ってください。
パソコンの方は
「コメリカード」の
ホームページから
「コメリカード・クラブオフ」
へお進みください。

コメリカード・クラブオフには、
スタンダード会員とVIP会員の
2つの会員スタイルがあります。

VIPのオトク1 VIPのオトク2
クラブオフポイントの
獲得が通常の2倍に！

国内宿泊料金が
 通常よりさらにお得！

※一部対象外ポイント付与条件もございます。

※詳しい登録・利用方法はコメリカードのホームページをご確認ください。

コメリカード・
クラブオフの
ホームページへ

国内外200,000か所以上の施設でご利用いただける優待サービスです。宿泊・レジャー・
グルメ・映画・カラオケなど豊富なメニューが会員優待価格に。会員登録は無料ですので、
お早めに会員登録をオススメします。

コメリカード・クラブオフとは？

パソコンから
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200円(税
込)で

1ポイント
たまって

おトクです
！

くわしくはコメリカードホームページから
コメリカード　公共料金

携帯電話・スマートフォンから

パソコンから
新規登録される方 ▼ コメリカード

公共料金等のお支払いは
コメリカード払い!!

携帯電話料金・電気料金
コメリカード払いキャンペーン

i コメリグループ以外でも上手に
ポイントを貯める

WEB
登録
必 要

1
STEP

に新規登録する。
※すでに登録済みの方は不要です。

コメリカード　ケータイ

最大10％OFFに！最大10％OFFに！

コメリカード・クラブオフなら

食品スーパーで ドラッグストアでドラッグストアで
オンライン
ショッピングで
オンライン
ショッピングで 家賃で家賃で

国民年金保険料

←このマークのある
　JCB加盟店なら「どこでも」、
　コメリカードでお支払い可能！！

※コメリグループ以外（JCB加盟店）ご利用分のポイントはご請求月の11日にお付けします。

クレジット払い

200円
（税込）で 1ポイント
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