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大日本印刷株式会社（DNP）が株式会社丸善ジュンク堂書店、株式会社文教堂及び株式会社トゥ・ディファク

トと共同で運営するハイブリッド型総合書店「honto（https://honto.jp/）」は、honto 会員 600 万人突破を記

念して「全額ポイント還元＆選べるデジタルギフトプレゼントキャンペーン」を 2020 年 11月 20 日（金）から

2021 年 1月 11 日（月）までの期間、丸善、ジュンク堂書店、文教堂、啓林堂書店などの hontoポイントサー

ビス実施店舗と honto電子書籍ストア、honto 本の通販ストアで実施します。 

 

■「全額ポイント還元＆選べるデジタルギフトプレゼントキャンペーン」概要 

期間中にエントリーいただき、対象店舗にて本・雑誌の累計お買い上げ金額が 500 円（税込）以上の方のな

かから抽選で 600名様に「期間中の累計お買い物金額の全額分相当の honto ポイント」、2,000 名様に「選べる

デジタルギフト 500 円分」をプレゼントします。 

 

◎キャンペーンページ URL： 

https://honto.jp/zengaku 

◎キャンペーン期間： 

 2020 年 11 月 20日(金)～2021 年 1 月 11日(月) 

◎当選商品： 

 【Ａ賞】 

   内容 ：期間中の累計お買い物金額の全額分相当の honto ポイント 

   当選人数：抽選で 600 名様 

 

 

-ハイブリッド型総合書店「honto」- 

年末年始 休暇延長の巣ごもりに！読書応援企画を実施 

honto 会員 600 万人突破記念「全額ポイント還元＆選べるデジタルギフトプレゼント」 

～2020 年 11 月 20 日(金)～2021 年 1 月 11 日(月)開催～ 



 
 【Ｂ賞】 

   内容 ：選べるデジタルギフト 500 円分（いずれか 1 種類をお客様がお選びいただけます） 

当選人数：抽選で 2,000 名様 

   ※選べるデジタルギフトは株式会社ギフティのサービスです。 

 

 【Ｗチャンス】 

   内容 ：電子書籍 601円以上のお買い物で使える 600 円クーポン 

   当選人数：Ａ賞・Ｂ賞の抽選に外れた方を対象として抽選で 15,000 名様 

 

 【もれなく全員プレゼント】 

   内容 ：honto ポイント 6ポイント 

   当選人数：キャンペーンのエントリー者様全員 

 

◎キャンペーン対象店舗： 

・honto 電子書籍ストア 

・honto 本の通販ストア 

・honto ポイントサービス実施店舗 

（丸善、ジュンク堂書店、文教堂、啓林堂書店など）※ 

店舗一覧：https://honto.jp/store/pt-list.html 

※店舗の営業時間変更・臨時休業についてはこちらをご確認ください。 

https://honto.jp/store.html 

 

◎注意事項： 

・本キャンペーンは他のキャンペーンと併用可能です。 

・honto への会員登録、ポイントカードが未連携の場合はキャンペーン対象外です。  

・honto ポイントまたはクーポンを使ってお支払いをされた場合は、ご利用後の支払金額に対してキャンペーンが適用されま

す。 

・累計購入金額とは、ポイントサービス実施店舗・電子書籍ストア・本の通販ストアで購入いただいた本・雑誌（文具、洋書

などの一部商品を除く）のお支払い金額の合計です。 

・全額分相当の honto ポイントについては最大 50,000 ポイントまでとなります。 

・ポイント付与日までに返品・キャンセルされた場合、また決済が正常に行われなかった場合は対象外となることがあります。 

・当選者および全額分相当の honto ポイント数の発表は 2021 年 2 月上旬の honto ポイント・デジタルギフトの付与をもって

代えさせていただきます。 

・選べるデジタルギフトの選択・利用は、それぞれ有効期限がございます。また期限の延長はいたしかねますので、ご了承く

ださい。 

・賞品の選べるデジタルギフトは、株式会社ギフティ（https://giftee.co/）が発行する電子チケットです。 

・株式会社ギフティにお客さまの情報は提供いたしません。 

・選べるデジタルギフトの受け取りには、スマートフォンが必要です。 

・選べるデジタルギフトをご利用される際は当選者のスマートフォン画面に表示された利用方法を元に、対象の各店舗にご来

店いただき、お会計時にスマートフォンでギフト券の画面をお見せください。 

・ポイントサービス非実施店舗はキャンペーン対象外です。 

・ポイントサービス実施店舗のキャンペーン対象期間は、各店舗の営業日・営業時間に準じます。 

・本キャンペーンは予告なく変更・中止する場合があります。ご了承ください。 

https://honto.jp/store.html


 
 

◎honto ポイントサービス実施店舗にお越しのお客様へ 

▽店舗営業について 

honto ポイントサービス実施店舗では、以下の感染拡大防止対策を実施しております。 

・従業員の常時マスク着用 

・店内の定期的な消毒、清掃 

・お客様との一定距離の確保 

 

▽ご来店のお客様へのお願い 

・ご来店の際は、マスクを着用くださいますようお願いいたします。 

・店内では、他のお客様との一定の距離をなるべく保たれますようお願いいたします。 

・レジにお並びいただく際も、他のお客様と適切な距離を保たれますようお願いいたします。※ 

※お子さま連れの場合は、その限りではございません。 

・安全確保のため、レジの稼働台数を通常より制限をしております。 

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力くださいますようお願い申し上げます。 

 

 

■会員 600 万人突破感謝・年末年始巣ごもり読書応援企画 

年末年始休暇が延長される今年の冬休み、巣ごもりで読書を楽しんでいただけるようご愛顧感謝のお得なキャ

ンペーンを 11 月 20 日から 2021 年 1 月 11日まで実施します。 

 

【honto 会員 600 万人突破記念大感謝祭】 

https://honto.jp/cp/hybrid/campaign/anniversary-entry.html 

 

 

 

 

 

 

 

①オンライン・ガラガラくじ「福引キャンペーン」11 月 20 日よりスタート 

 
図書カード NEXTネットギフト・honto ポイント・クーポンが当たる福引キャンペーンを 11 月 20 日（金）

から実施します。電子書籍ストアにて、1 回のお会計につき購入金額 500 円（税込）ごとに福引券を 1 枚

付与。また、福引キャンペーン期間中に honto新規会員登録した方に 10 枚の福引券をプレゼントします。

福引券 5 枚で福引に 1回チャレンジでき、抽選で賞品がその場で当たります！ 

 

〇キャンペーン期間 

福引券付与の対象購入期間：2020 年 11 月 20 日（金）00:00 ～ 2020 年 12 月 3 日（木）23:59 

福引券利用可能期間：2020 年 11 月 20日（金）00:00 ～ 2020 年 12 月 4 日（金）23:59 

〇キャンペーン実施店舗：honto 電子書籍ストア 

〇キャンペーンページ URL：https://honto.jp/cp/hybrid/campaign/fukubiki 

 

 

 

 

 

https://honto.jp/cp/hybrid/campaign/anniversary-entry.html
https://honto.jp/cp/hybrid/campaign/fukubiki


 
②リツイートが増えるとプレゼントが豪華に！ 

「フォロー＆RT キャンペーン」11 月 20 日スタート 

Twitter の honto 公式アカウント（@honto_jp）をフォローいただき、

対象のツイートをリツイートした方の中から、抽選で紙の本・電子書

籍どちらにも使える honto ポイント 5,000 円を 30名様にプレゼント 

さらに、リツイート数によってプレゼントが豪華に変わります。 

・10,000 リツイート以上：honto ポイント 7,500円分を 30 名様 

・20,000 リツイート以上：honto ポイント 10,000 円分を 60 名様 

 

〇キャンペーン期間：2020 年 11 月 20日(金) ～2020 年 12 月 3 日 (木) 

〇キャンペーン対象者：期間中に以下の全ての条件を満たしたお客様 

① honto 公式アカウント（@honto_jp）をフォロー 

② 該当のツイートをリツイート 

※キャンペーンのご応募には Twitter アカウントが必要です。 

※すでに@honto_jp をフォローしている方はリツイートだけで応募完了となります。 

 

 

感謝祭期間中は、話題作の紹介や期間限定セールなども実施します。さらに、お得なキャンペーンなど様々

な企画も続々登場予定です。乞うご期待ください。 

 

※キャンペーンは予告なく変更・中止する場合があります。あらかじめご了承ください。 

 

 

■ハイブリッド型総合書店「honto」について 

「honto」は、ネット書店（本の通販ストア、電子書籍ストア）と、丸善、ジュ

ンク堂書店、文教堂などのリアル書店を連携させた総合書店として 2012年 5 月に

サービスを開始しました。「読みたい本を、読みたい時に、読みたい形で」提供す

るサービスで、本を愛する人をサポートし、2020 年 10 月には会員数 600 万人を

突破しました。2020 年 11 月現在、honto サイトと共通で利用できる hontoポイン

トサービスは約 180 店舗で展開しています。 

≪ハイブリッド型総合書店「honto」公式サイト：https://honto.jp/≫ 

 

 

＜大日本印刷株式会社 会社概要＞ 

・会社名：大日本印刷株式会社（Dai Nippon Printing Co., Ltd.） https://www.dnp.co.jp/ 

・社長：北島 義斉 

・所在地：〒162-8001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目 1 番 1 号 

 

＜株式会社トゥ・ディファクト 会社概要＞ 

・会社名：株式会社トゥ・ディファクト（2Dfacto, Inc.） https://www.2dfacto.co.jp/ 

・社長：田宮 幸彦 

・株主：大日本印刷株式会社 

・所在地：〒141-8001 東京都品川区西五反田 3-5-20 

 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

大日本印刷株式会社 出版イノベーション事業部 honto 広報担当 ： 森岩（もりいわ） 

TEL: 050-3170-7713（直通/携帯） E-Mail: Moriiwa-T@mail.dnp.co.jp 

 

https://honto.jp/
mailto:Moriiwa-T@mail.dnp.co.jp

