
キャッシュバック方法

● キャッシュバック申込内容確認後、不備がない場合、既定の金額の郵便為替
を送付いたします。郵便為替は全国の郵便局で換金することができます。

● 郵便為替を換金する際には、郵便為替の証書、印鑑、本人確認書類(運転免許
証、パスポートなど)が必要になります。

● お送りする郵便為替には有効期限があります。券面をご確認の上、お早め
に換金してください。

● 有効期限を過ぎた郵便為替の交換や換金などに関しては、弊社および、
キャンペーン事務局は一切責任を負いません。

● 郵便為替は簡易書留にてお送りします。ご指定住所に配達した際に応対して
いただいた方へお渡しする形となります。必ずしも本人が受け取る「本人
特定」郵便ではございません。

お申し込みに関する注意事項

● 対象商品はADVAN Sport V105/V103（Z・P・S含む）、ADVAN dB V552
（V５５２A含む）、GEOLANDAR X-CV G057、GEOLANDAR CV G058、
GEOLANDAR A/ T G015で日本国内のキャンペーン対象店舗で購入され
た新品のみです。 インターネットで購入した物は対象外 となります。 (中古
品、第三者からの譲渡品、オークションなどの個人売買での購入品は対象外)

● 本キャンペーンは 個人 のお客様のみ対象です。販売店やその他営利目的
の業者の方などによるお申し込みは無効です。

● お申し込みは、日本国内に在住し、郵便為替のお受け取りが可能な方に
限ります。お申し込みの内容について、お電話などでご確認させていただく
場合があります。

● 本キャンペーンのお申し込みは、専用応募用紙とアンケートに必要事項を
もれなく記載し、対象商品を購入した際のレシートまたは領収証の原寸大
コピー(購入年月日、販売店名、購入商品、購入価格などが記載されたもの)
と、バーコードの原本が必要となります。

● 専用応募封筒到着後、内容を確認し、内容に不備がないと確認した日を
もって、申込受付日とします。郵便為替は簡易書留にてお送りします。郵便
為替の発送は、申込受付日より3ヶ月程度を予定しております。

● 郵便為替の発送先は、お申し込み者の方に限ります。第三者への発送要請
はいかなる場合もお断りします。

● 欠品により申込書にバーコード原本を貼付できない場合は必ず【欠品により

　バーコード貼付不可】の項目にチェックを入れてください。チェックがない
　場合、不備とみなし応募が無効になる場合がございますのでご了承ください。
● 欠品以外の理由でバーコード原本の貼付がない場合は、応募を無効と
させていただきますのでご了承ください。

● 弊社およびキャンペーン事務局は、本キャンペーンを予告なく終了または
内容を変更することがあります。

● 以下の場合は、お客様にご連絡することなくご応募を無効とさせていただ
くことがあります。
ご応募に必要な書類に不足がある場合。また、改ざんなどが判明した場合。
氏名及び住所などに偽りの記入が判明した場合。
購入者以外の方による代行のお申し込み、および販売店などによるお申し
込みの場合。
転売を目的としたご購入と判断される場合。
レシートまたは領収証のコピーの日付がキャンペーン期間外の場合。

● お申し込みいただいた書類は一切返却しません。
● レシートまたは領収証の紛失については、ご購入された販売店にご相談
ください。

● アンケート内容は本キャンペーン関係制作物、横浜ゴム株式会社及び関連
の制作する発行物や広告、カタログ、ホームページ等に使用させていただ
くことがございます。

本キャンペーンにおけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

● 横浜ゴム株式会社(以下「弊社」)は、お客様からご提供いただいた氏名、
住所および電話番号(以下「お客様個人情報」)を、下記の規定に基づき
取り扱います。下記の規定にあらかじめご同意のうえ、お客様の個人情報
をご提供くださいますようお願いいたします。

● お客様の個人情報の利用目的について
弊社は、お客様の個人情報を、以下の目的にのみ利用させていただきます。
法令により例外的に認められた場合を除き、あらかじめお客様のご同意を
いただくことなく、以下の目的以外で利用することはありません。
（1）本キャンペーンへの応募資格の確認
（2）本キャンペーンのプレゼント(郵便為替)の発送
（3）お客様からのお問い合わせへの対応
（4）製品やサービス・キャンペーン情報のご案内
（5）お客様へのご意見やご感想の提供のお願い
※お客様の個人情報をご提供いただけない場合、利用目的に基づくお客様
　へのご案内などが行えないことがあります。

● お客様の個人情報の保管・消去について
弊社は、お客様の個人情報を正確・最新の内容に保つように努め、不正な
アクセス・改ざん・漏えい・減失・き損などを防止するため、現時点での技術
水準に合わせた必要かつ適切な安全管理措置を講じます。

なお、弊社は、利用目的の達成により保管の必要がなくなったと判断した
場合、お客様の個人情報を速やかに消去いたします。

● お客様の個人情報の提供について
以下の場合を除き、あらかじめお客様のご同意をいただくことなく、お客様
の個人情報を第三者に提供することはありません。
（1）お客様にご同意いただいた利用目的の達成のために必要な業務を

弊社が他社に委託した場合で、当該委託先に対してお客様の個人情報
の提供が必要な場合(なお、弊社は、委託先を、十分な個人情報の
セキュリティ水準にあることを確認のうえ選定し、契約などを通じて、
必要かつ適切な監督を行います。)

（2）司法機関または行政機関から法令に基づく要請を受け、要請理由が
妥当と判断した場合。

（3）人の生命、身体、財産を保護するために提供する必要がある場合で
あって、本人の同意を得ることが困難である場合。

（4）合併、会社分割、営業譲渡その他の事業承継の場合。
● お問い合わせおよびその他のご連絡
このたびご提供いただくお客様の個人情報について、照会、修正、消去または
利用停止をお客様が希望される場合には、裏面事務局までご連絡ください。
可能な限り速やかに対応いたします。

PREMIUM TIRE CASH-BACK CAMPAIGN
プレミアムタイヤキャッシュバックキャンペーン 応募要項

応募受付
 期 間▶必ずご確認

ください！！

キャンペーン期間内（4/1～5/10）、対象商品の購入分を

2021年5月17日事務局着分まで受付いたします。
※キャッシュバック申込内容確認後、不備がない場合、既定の金額の郵便為替を送付いたします。郵便為替はキャッシュバック申込内容確認後3ヶ月以内を目安に発送予定です。
※キャンペーン期間内であっても先着人数に達し次第終了致します。詳細はタイヤガーデン・グランドスラムHPをご確認ください。

お問い合わせ

住所：〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-24-1 遠山ビル3F　開局期間：2021年4月1日(木)～6月30日(水)

ADVAN × GEOLANDAR PREMIUM TIRE CASH-BACK CAMPAIGN事務局   

TEL：03-5304-2296 お問い合わせ時間：受付時間 10:00～17:00（土日祝、事務局指定休日を除く）

先着2021名様
対象店舗
全店合計



● レシートまたは領収証は、購入年月日/購入販売店/購入商品/購入価格が記載されて
　おり、購入したことを間違いなく証明できるもののみ有効とさせていただきます。
● キャンペーン対象商品（タイヤ）に貼り付けてあるラベルのバーコード部分のみを切り
　取り、のりもしくはセロハンテープにて以下の所定欄に貼り付けをお願いいたします。
● 以下①～④の漏れがないようご注意ください。

①レシートまたは領収証の
　原寸大コピーを貼り付けてください。

③販売店記入欄 ※必ずご記入願います。

②バーコード原本を
　貼り付けてください。
　　(購入本数分貼り付けをお願いします。)

レシートのりしろ

レシートまたは領収書は必ずコピーを貼り付けてください。

● 原本をお送りいただいた場合はご返送できません。

● 原寸大でコピーしてください。拡大・縮小コピーされたものは無効となります。

● 適宜折りたたんで貼り付けてください。

● 購入年月日、購入販売店名、購入商品、購入価格が記載されており、

   購入したことを間違いなく証明できるもののみ有効といたします。

バーコード原本を
貼り付けてください

バーコード原本を
貼り付けてください

バーコード原本を
貼り付けてください

バーコード原本を
貼り付けてください

④店舗印 ※必ず捺印願います。 店舗名

店　舗
担当者

※必ず①「レシートまたは領収書のコピー」、②「バーコードの原本」、③「販売店記入欄」、④「店舗印」が必要になります。漏れがないようご注意ください。注意

欠品によりバーコード
貼付不可

バーコードを貼り付けでき
ない場合は必ずチェックを
入れてください。

パターン サイズ 本 数

プレミアムタイヤキャッシュバックキャンペーン 専用応募用紙 ①

応募受付期間
キャンペーン期間内（4/1～5/10）、対象商品の購入分を
2021年5月17日事務局着分まで受付いたします。
※キャンペーン期間内であっても先着人数に達し次第終了致します。詳細はタイヤ
　ガーデン・グランドスラムHPをご確認ください。

※前後でサイズが違う場合は両方ご記入ください。チェックを入れてください。

GEOLANDAR X-CV G057

GEOLANDAR CV G058

GEOLANDAR A/T G015

ADVAN dB V552

ADVAN Sport V105



■ 当店を利用した際の感想

アンケートにご協力ありがとうございました。

※必ず本紙と「専用応募用紙①」の2枚の送付が必要になります。漏れがないようご注意ください。注意
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齢
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業
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都 道
府 県

区　郡
市

はきかえ前の
タイヤ銘柄

今回ご購入の
タイヤ銘柄/
サイズ

電話
番号

フリガナ

〒　　　　ー　　　　

性 

別

男
・
女 歳

（　　　　　　　）　　　　　　　ー

当てはまるタイヤメーカーにチェックを入れてください。

当てはまるタイヤにチェックを入れてください。

タイヤ銘柄

□ヨコハマ  □ブリヂストン  □ダンロップ  □トーヨータイヤ  □ミシュラン  □その他（　　　　                　 ）

サイズ

プレミアムタイヤキャッシュバックキャンペーン 専用応募用紙 ②

先着2021名様、対象店舗全店合計。キャンペーン期間内であっても先着人数に達し次第終了致します。詳細はタイヤ

ガーデン・グランドスラムHPをご確認ください。

別紙記載の「応募要項」をお読みいただき、ご同意の上で、下記必要事項をご記入ください。

枠内のすべての情報を漏れなく、楷書体でわかりやすくはっきりとご記入ください。郵便為替の送付先は、ご記入いただ

いた住所となります。申込書の記載内容に誤り、漏れがあった場合、応募が無効となりますのでご注意ください。

専用応募用紙にご記入前に必ずお読みください！！

以下のアンケートにもれなくお答えください。

■ このキャンペーンについて周りの人に紹介したいと思いますか？

    1. 思う　　2. 思わない

■ キャッシュバックキャンペーンへの応募は何回目ですか？

    1. 初めて　　2. 2回目　　3. 3回目以上

■ ADVAN・GEOLANDARのタイヤの購入は何回目ですか？

    1. 初めて　　2. 2回目　　3. 3回目以上

■ どのSNSをよく使用していますか？（複数回答可）

    1.Twitter　　2.Facebook　　3.instagram　　4.LINE　　5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ）
　 6.使用していない

メール
アドレス

今後、横浜ゴム株式会社（タイヤガーデン）からのメールマガジンを希望する □はい  　□いいえ  　□登録済み

□ADVAN Sport V105　　　　□ADVAN dB V552
□GEOLANDAR X-CV G057　□GEOLANDAR CV G058
□GEOLANDAR A/T G015


