「Braunシェーバーを含むレシートが抽選で100人に1人タダになるキャンペーン」
ご応募いただく前に、本応募要項等をよくお読みいただき、同意の上、ご応募ください。本キャンペーンに応募された場合、本応募要項等にご同意いただいたものとみなします。

キャンペーンお問い合わせ先

応募要項
P&Gジャパン株式会社が主催する「Braunシェーバーを含むレシートが抽選で100人に1人タダになるキャンペーン」
（以
下、本キャンペーンといいます）にご応募いただく前に、本応募要項等をよくお読みいただき、同意の上、ご応募くださ
い。本キャンペーンに応募された場合、本応募要項等にご同意いただいたものとみなします。
本 キャンペーンに 応 募され た 方は同 一レシートを 使 用するブラウンまたはP& Gジャパンが同 時 期に実施して
いるキャンペーンへのご応募はできません。
こちらの専用応募用紙に
①キャンペーン期間中にお買い上げいただいた対象商品のシェーバーのバーコード原本とお買い上げいただいた対象商品のレシート
（コピー可）
を貼付し、
②必要事項（お名前、郵便番号、ご住所、電話番号（日中連絡がとれる電話番号）、性別、年齢、ご購入チェーン名、ご購入店名、ご購入商品の型番、アンケー
ト）
をご記入いただき、
③のりしろを貼り合わせ、
82円以上の所定の代金の切手を貼ってご郵送ください。
※領収書等で購入商品名が不明なもの、
購入商品名が手書きのものは、
不正防止の為、
「無効」
とさせていただきます。
※対象商品欄に記載の商品のみが対象となります。
記載がない商品は対象外となります。

対象商品

型番のアルファベットと数字がすべて一致しない商品は対象外です。

9297cc、9296cc-P、9295cc-P、9280cc-P、9260s-P、9250cc-P、9240s-P、7899cc-P、7898cc-P、7893s-SP1、
7893s-SP、7880cc、7855s-P、7850cc-SP1、7842s-P、7840s-P、7840s-CL、7840s、7720s-P、5197cc-SP、5197cc、
5195cc、5160s-E5、5147s、5145s、5030s、WF2s black-BK、WF2s blue、WF2s black、WF2s red、CT6cc、CT4s、
3080s-B-P1、3080s-S-P1、3040s-P1、3040s-W-P1、3040s-R-P1、3040s-R、3030s-SP1、3030s-SP、3020s-B-P1、
3010s-SP、3010s-BT、3010s、3000s、310s-SP、310s-CT、310s、301s、300s-B、300s-R、190s-1、M-90、M-60B
※対象商品1点以上のご購入が応募条件となります。
※対象商品はP&Gジャパンが日本国内で販売した商品に限ります。
※一部店舗で取り扱っていない場合があります。
※2019年4月30日（火）までにご購入いただいた商品に限りご応募いただけます。

キャッシュバックについて
同日同店舗で対象商品をお買い上げいただき、バーコード原本とレシート（コピー可）をお送りいただくと、抽選で

10 0人に1人レシート全 額タダ！※上限10万円（購入金額により変動します）
対象のBraunシェーバーを含むレシートの金額が
①税込み5,000円以上であれば、
100,000円までのレシートの金額を抽選でキャッシュバック
②税込み5,000円未満であれば、
その金額の20倍までのレシート金額を抽選でキャッシュバック
●応募締切後、ご当選者様には約1ヶ月半前後にお届けしますが、やむを得ない事情により
●賞品は普通為替にてご当選者様へ直接郵送させていただきます。

お届けが遅れる場合がありますので予めご了承ください。

レシート有効期間
2019年2月1日（金）〜2019年4月30日（火）

応募締切
2019年5月13日（月）当日消印有効

応募宛先
〒100 -8692

日本郵便（株）銀座郵便 局

郵便私書箱第718号

「Braunシェーバーを含むレシートが抽選で100人に1人タダになるキャンペーン」係

「Braunシェーバーを含むレシートが抽選で100人に1人タダになるキャンペーン」事務局
フリーダイヤル 0120-566-586
メールでのお問い合わせ info@braun-cp.jp
受付時間 9：30〜12：30/13：30〜17：30（土・日・祝日を除く）
ゴールデンウィーク休業期間 2019年4月30日（火）〜2019年5月2日（木）
受付期間 2019年2月1日(金)〜2019年6月28日（金）

ご注意
●対象商品を含むレシートに限ります。
●抽選で100人に1人、お一人様当たり、レシート記載の金額を最大で10万円をプレゼント。
●ご応募いただいた方のうち、厳正なる抽選の上、当選者を決定し、賞品（普通為替）の発 送をもって当選発表にかえさせていただきます。
●当選はお一人様1回限りとさせていただきます。
●当選の可否へのご質問にはお答えいたしかねますのでご了承ください
●諸事情により賞品の発送が遅れる場合もございますので、予めご了承ください。
●対象商品を含んで購入され、申込用紙の該当欄にチェックされた方100人に1人当たります。
●プレゼントの上限は最大10万円になります。ご購入金額により上限は変動します。
●ご応募の送付は郵便のみとなります。
●必要事項に不備や虚偽があるご応募は、無効となります。
●購入日がキャンペーン期間外のもの、消印が応募締切を越えてのご応募は無効となります。
●対象商品以外のご応募は無効となります。
●販売店へのご応募や、販売店でのとりまとめてのご応募はご容赦ください。
●郵便はがきや電話、FAXでのお申し込みは受け付けておりません。
●法人でのご応募は無効となります。
●ご応募は専用応募用紙でのみ受け付けています。
●シェーバーのバーコードのコピー貼付は無効です。必ず原本をお貼りください。バーコード貼付がない場合も無効となります。
●レシート（コピー可）の貼付がない場合は無効となります。
●レシートに購入日・購入商品名・購入金額･購入店名の記載がないものは無効となります。
●領収書等で購入商品名が不明なもの、購入商品名が手書きのものは、不正防止の為、
「 無効」とさせていただきます。
●オンラインストア等のインターネットや通信販売でご購入の場合、レシートの代わりに領収書、納品書等の、購入日・購入商品名・購入
金額・購入店名の全ての記載があるものを同封 してください。
●オークションや個人売買、リサイクルショップでのご購入や、中古品や未使用品（新古品）をご購入の場合は対象外となります。
●ご応募の際にかかる郵送料は応募者負担とさせていただきます。
●ご送付いただいたものはすべて返却できません。
●ご応募は日本国内在住の方に限らせていただきます。
●P&Gジャパンの社員とその家族、及び関係者の応募はできません。
●ご応募物の配送事故等による紛失に関して、P&Gジャパンでは責任を負いかねます。
●ご応募の際、キャンペーン事務局宛に送られたご質問やご意見等に関してはご返答いたしかねますので、ご了承ください。
●本キャンペーンに関するお問い合わせはブラウンキャンペーン事務局のみでの受付となります。店頭では受け付けておりません。
●ご応募の内容に応じては、事務局よりご連絡させていただく場合がございます。
●応募期間が過ぎても店頭にてキャンペーン告知がされている場合がありますが、レシート有効期間外のご応募は無効となります。
●キャッシュバックをお受け取りいただくまで、こちらの応募用紙半片を保管いただきますようお願いいたします。
●本キャンペーンに応募された方は同一レシートを使用するブラウンまたはP&Gジャパンが同時期に実施しているキャンペーンへのご
応募はできません。
●販売店、業者等による申請、及び代行申請は無効となります。
●場合によっては本人限定受取郵便にてキャッシュバックを送付する場合がございます。本人限定受取郵便は受取時に運転免許証等
の公的証明書の提示が必要です。お申し込みの取り消しや変更等は一切できません。

個人情報の取り扱いについて
必ずお読みになり、ご同意いただいた上でお申し込みください。
「Braunシェーバーを含むレシートが抽選で100人に1人タダになるキャンペーン」で収集したお客様の個人情報は、普通為替または定額小
為替の発送及び個人を特定できない形に加工した統計データの作成のみに使用します。
収集されたすべての個人情報は当キャンペーンの活動終了後、3ヶ月以内に適切に破棄され、ご本人の同意なく外部機関に対してそれらの
情報の交換・売買・共有を行うことはありません。
ただし、普通為替または定額小為替の発送を含むキャンペーン事務局業務全般を代行者に委託するために、弊社は業務代行者に業務遂
行に必要最低限の個人情報を開示する場合があります。
業務代行者は、開示された個人情報を、弊社から委託した内容を超えて使用することは禁じられており、また情報を適切に取り扱います。
弊社プライバシーポリシーの詳細はこちらでご覧いただけます。 http://www.pg.com/privjp（PC専用）

「Braunシェーバーを含むレシートが抽選で100人に1人タダになるキャンペーン」
キリトリ線に沿って切り取り、キャンペーン期間中にお買い上げいただいた対象商品の、バーコード原本 とレシートを必ず貼付の上、ご郵送ください。

「Braun シェーバーを含むレシートが抽選で 100 人に 1 人タダ
になるキャンペーン」専用応募用紙
■お客様情報

ボールペン等ではっきりとお書きください。

フリガナ

キャンペーン期間

男 ・ 女

性別

応募には、同日同店舗で対象商品1点以上のご購入が
条件となります。

対象のシェーバーのバーコード原本貼付欄
ここにキャンペーン期間中にお買い上げいただいた対象シェーバーのバーコード
原本をお貼りください。

2019年2月1日(金)〜2019年4月30日(火)

お名前
年齢

歳

応募締切：2019年5月13日(月) 当日消印有効

アンケート
都道
府県

市区
郡

ご住所

※本キャンペーン対象商品のシェーバーをご使用になっているご本人様がご記入ください。

まことにお手数ですが、以下の質問事項に対する回答をご記入ください。
今後のサービス改善に使用させていただきます。
1 本シェーバーをお買い求めになられた、主な理由は何ですか？
当てはまるものをすべて○で囲んでください。

＊アパート、マンション名等、正確にご記入ください。

電話番号（日中連絡がとれる電話番号）

1.
2.
4.
6.
8.

テレビコマーシャルを見て、買いたいと思っていたから
店 頭で見て買いたくなった から 3 . キャンペーンにひ かれた から
限 定モデルだった から 5. 店員さんに薦 められて
口コミ
（価 格. comなど）を見て 7. チラシで見て
店 頭で 積まれていてお買い 得に見 えたから

※対象商品のバーコードはパッケージの底面あるいは側面にあります。
（製品によりバーコード位置が違います）
※バーコード数字が見えるように切り取り、はがれないように4辺をテープなどでしっかり貼ってください。
※バーコードのコピー貼付は無効です。バーコード貼付がない場合も無効となります。ご注意ください。
※バーコードは
「4210201」
または
「4902430」
から始まる13桁の数字になっております。

対象商品のバーコードナンバー記入欄
対象商品のバーコードナンバーをご記入ください。
ここにバーコードナンバーをご記入ください。

そのうち1番の理由は何ですか？

ご購入店名
店

ご購入された商品の型番とバーコード（JAN）

型番のアルファベットと数字がすべて一致しない商品は対象外です。
必ず該当する機種の型番にチェックを入れてください。
対象商品型番
9297cc
9296cc-P
9295cc-P
9280cc-P
9260s-P
9250cc-P
9240s-P
7899cc-P
7898cc-P
7893s-SP1
7893s-SP
7880cc
7855s-P
7850cc-SP1
7842s-P
7840s-P
7840s-CL
7840s
7720s-P
5197cc-SP
5197cc
5195cc
5160s-E5
5147s
5145s
5030s
WF2s black-BK

JANコード
42-10201-17079-2
42-10201-21543-1
42-10201-21545-5
42-10201-21547-9
42-10201-21549-3
42-10201-21551-6
42-10201-21581-3
42-10201-21583-7
42-10201-21585-1
49-02430-83713-2
42-10201-19545-0
42-10201-16741-9
42-10201-21591-2
49-02430-83712-5
49-02430-83711-8
42-10201-21593-6
49-02430-86857-0
42-10201-16753-2
49-02430-84769-8
42-10201-18706-6
42-10201-17765-4
42-10201-17523-0
42-10201-18069-2
42-10201-17759-3
42-10201-17519-3
42-10201-09624-5
49-02430-72055-7

対象商品型番
WF2s blue
WF2s black
WF2s red
CT6cc
CT4s
3080s-B-P1
3080s-S-P1
3040s-P1
3040s-W-P1
3040s-R-P1
3040s-R
3030s-SP1
3030s-SP
3020s-B-P1
3010s-SP
3010s-BT
3010s
3000s
310s-SP
310s-CT
310s
301s
300s-B
300s-R
190s-1
M-90
M-60B

JANコード
42-10201-12048-3
42-10201-12046-9
42-10201-12053-7
42-10201-07164-8
42-10201-07162-4
49-02430-79585-2
49-02430-79586-9
49-02430-79583-8
49-02430-79584-5
49-02430-79640-8
42-10201-19937-3
42-10201-18669-4
49-02430-72058-8
49-02430-83579-4
49-02430-72057-1
42-10201-15168-5
42-10201-11208-2
42-10201-12444-3
42-10201-18710-3
49-02430-80552-0
42-10201-16347-3
42-10201-17307-6
42-10201-16343-5
42-10201-16345-9
42-10201-03753-8
42-10201-64990-8
42-10201-11762-9

2 今回ご購入いただいたシェーバーの前に、使用していたシェーバー
（メーカー）
に当てはまるものをひとつ○で囲み、型番・機種名を記入してください。
1. ブラウン 2. パナソニック

3. フィリップス

4. 日立

5. その他

型番・機種名
3 本シェーバーのお買い上げに際して、他のシェーバーと迷われた方は、
そのシェーバーを教えてください。
当てはまるものにチェックを入れてください。
Braun

□ シリーズ 9 □ シリーズ 7 □ シリーズ 5

Panasonic

□ 5枚刃ラムダッシュ □ 3枚刃ラムダッシュ □ お風呂剃りラムダッシュ

Philips

□ シリーズ9000 □ シリーズ7000 □ シリーズ5000

レシート貼付欄

該当のレシートをお貼りください

ここにキャンペーン期間中にお買い上げいただいた対象商品のレシート
（コピー可）
をお貼りください。対象商品部分に○を付けてください。

対象商品のレシート

□ シリーズ 3

□ その他
4 今回ご購入いただいたシェーバーの満足度について、当てはまるものを
ひとつ○で囲んでください。
その理由を具体的にお答えください。
（任意）

1. 満足した
2. やや満足した
3. どちらとも言えない
4. あまり満足していない ＊ご記入いただいたコメントの一部または全部を年齢とイニシャルと
5. 満足していない
ともにWEBに掲載させていただく場合がございます。
ご協力ありがとうございました。

レシートは対象商品の購入日・購入商品名・購入金額・購入店名の記載があるものを
貼付してください。
※レシート（コピー可）の貼付がない場合は無効となります。
※購入日、
購入店名、
購入商品名、
購入金額の記載がないレシートは無効となります。

※レシートは印字にかからないように一ヶ所をテープやホチキス等で留めてください。
※レシートが長い場合はしっかりと折りたたんでください。
※レシートの返却はできませんのでご了承ください。

※領収書等で購入商品名が不明なもの、
購入商品名が手書きのものは、
不正防止の為、
「無効」
とさせていただきます。

※レシートにはクレジットカード番号が記載されることがあります。
この情報はP&Gプライバシーポリシーに基づき
適切に保持されますが、
ご応募いただく際にその番号を切り取ったり、
塗りつぶしていただいてもご応募は有効です。
※ご購入対象期間外でのご応募
（レシート）
は無効となります。

レシート有 効 期 間：2019年2月1日(金)〜2019年4月30日(火)
応 募 締 切：2019年5月13日(月)当日消印有効

