5,000円 キャッシュバック キャンペーン 専用応募用紙

5,000円 キャッシュバック キャンペーン 応募要項
ご応募いただく前に、下記の応募要項等を必ずお読みください。

フリガナ

年齢

お名前

歳

性別

対象商品

男 ・ 女

Dyson V8 Absolute+（SV10 EX, SV10 ABL EXT2, SV10 ABL
EXT3）
Dyson V8 Absolute Extra（SV10 ABL EXT, SV10 EX2）
Dyson V8 Absolute（SV10 ABL, SV10 ABL2）
Dyson V8 Animalpro（SV10 AN COM, SV10 AN COM2）
Dyson V8 Fluffy+（SV10 FF COM, SV10 FF COM2）
Dyson V8 Fluffy（SV10 FF, SV10 FF2）

〒
ご住所

• 対象製品は、日本国内のダイソン公式オンラインストア、ダイソン
直営店（Dyson Demo フラッグシップ表参道、他）
、ダイソンお客
様相談室ならびに正規販売店にて販売した製品に限ります。
• 個人間の売買（ネットオークションなど）でご購入された製品は対
象外とさせていただきます。

電話番号

メールアドレス
銀行コード

支店コード

振込先

口座番号

銀行 ・ 信金
信組 ・ 農協

キャッシュバックについて
対象購入期間中、Dyson V8 コードレスクリーナーをご購入いた
だいた方で、専用応募用紙に必要事項をご記入の上、対象製品の
レシート（コピー可）と梱 包 箱にある JAN コード 記 載のあるバー
コードを貼り付けてご応募いただくと、お買い上げ金額に関わらず
5,000 円を応募締切日から 40 日以内にご指定の口座に振り込み
ます（振込手数料は弊社負担）
。

支店

普通 ・ 当座

対象購入期間
2017年10月4日－11月5日

名義人
カタカナのみでご記入ください。

応募締切日

2017年11月15日（当日消印有効）

応募要項に同意の上、本キャンペーンに応募します

日本郵便株式会社 杉並南郵便局 郵便私書箱
「5,000 円 キャッシュバック キャンペーン」係

ここに対象商品の
バーコード（原本）を
お貼りください。

レシート貼付欄
ここに対象商品のレシート
（コピー可）をお貼りください。
切り取り線

バーコード貼付欄

5,000 円 キャッシュバック
キャンペーン

Dyson V8 コードレスクリーナー 11月5日（日）ご購入まで

祝日を除く月−金 9: 00−17:30

第17号

応募上のご注意
• 本キャンペーンへのお申込は、
1台につき1回に限ります。
• ご応募ならびに返金は日本国内在住の方に限らせていただきます。
• 応募内容に不備や虚偽がある場合、ご応募は無効となります。
（お
送りいただいた書類は後日返却させていただきます）

※年末年始、ゴールデンウィーク その他都合によりお休みさせていただくこ
とがあります、予めご了承ください。

* IEC（国際電気標準会議）規格 60312-1 5.1, 5.2, 5.3, 5.9に準拠した、ダイソンによる集じん試験。国内の売上げ上位11社の性能上位コードレス掃除機と、ダイソンを除く国内
の売上げ上位5 社のプレミアムコード付き掃除機（平均価格5万円以上）（2016 年 4月時点。独立調査会社のデータに基づく）を対象に実施。4 種類の床から取り除かれたゴミの
平均。実際の使用状況により異なる場合がございます。

コード付き掃除機よりも
*
確実にゴミを吸い取ります。

プライバシーポリシー（個人情報取扱い）
応募用紙にご記入いただいた個人情報につきましては、以下のと
おり取り扱います。その他個人情報の取扱いの詳細については、弊
社のプライバシーポリシー（http://privacy.dyson.com/ja/
homepage.aspx）によるものといたします。なお、本キャンペーン
にご応募いただいた時点で、上記のプライバシーポリシー（個人情
報取扱い）に同意・承認いただいたものといたします。
1. 個人情報取扱事業者の名称：ダイソン株式会社
2. 個人情報の利用目的：本キャンペーンに関するご連絡、抽選およ
び当選賞品の発送
3. 個人情報の第三者提供：お客様の個人情報は、法律上許されて
いる場合を除き、お客様の同意なしに業務委託先(配送会社等)
以外の第三者に開示・提供することはありません。
お問い合わせ先
ダイソンお客様相談室

応募宛先

〒168 - 8691

• ご応募における紛失などの事故について、ダイソン株式会社では
責任を負いかねます。
• 応募期間を過ぎても店頭にて本キャンペーンが告知されている
ことがありますが、応募締切日を過ぎてのご応募は無効となりま
すのでご了承ください。
• 応募用紙にご質問やご意見等をご記入いただいても返答いたし
かねますので、ご了承ください。
• 本キャンペーンの内容は、やむを 得ず、内容が一部変更となる場
合がございます。
• ご応募の際にかかる費用は応募者負担とさせていただきます。
• 専用応募用紙以外の用紙やハガキ、電 話、FAX ではお申込みでき
ません。

JN.92249 DATE.15.09.17

お客様情報

* 詳しくは 裏面をご覧ください。

キャンペーン概要

ご準備いただくもの

対象購入期間中、Dyson V8 コードレスクリーナーをご購入いただいた方で、専用応募用紙に必要事項
をご記入の上、対象製品のレシート（コピー可）と梱包箱にあるJANコード記載のあるバーコードを貼り付
けてご応募いただくと、お買い上げ金額に関わらず 5,000 円を返金いたします。

専用応募用紙

対象購入期間

2017年10 月4日−11月5日
応募締切日

2017年11月15日（当日消印有効）

今後のサービス改善に使用させていただきますので、
お手数ですが以下のアンケートにご回答ください。
* キャンペーン対象製品をご使用されているご本人様がご記入ください。

対象商品のバーコード原本（原本のみ可）
• 対象商品のバーコードは梱包箱の側面にあります。
• バーコードの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と貼って下さい。
• バーコードは「5025155」から始まる13ケタの数字になっています。
• バーコードの貼り付けがない場合は無効となります。
• バーコードは原本のみが有効でコピーは無効となります。

本キャンペーンを知ったきっかけは何ですか？
当てはまるものを全て〇で囲んでください。
（複数回答可）

1. ダイソンの公式ウェブサイト

対象商品
• 対象製品は、日本国内のダイソン公式オンラインストア、ダイソン直営店（Dyson Demo フラッグシップ
表参道、他）、ダイソンお客様相談室ならびに正規販売店にて販売した製品に限ります。
• 個人間の売買（ネットオークションなど）
でご購入された製品は対象外とさせていただきます。

ご応募方法
「 5,000 円 キャッシュバック キャンペーン」本専用応募用紙を用いて申し込みください。専用応募用紙は、
店頭で入手もしくはDysonの公式オンラインストア（ https://www.dyson.co.jp/v8cashbackcampaign）
よりダウンロードいただけます。
応募手順
1. 本 専用応 募用紙を 切り取り線に沿って切っていただき、お客 様 情 報および アンケートをご記 入くだ
さい。※専用応 募用紙 以 外 の用紙 やハガキ、電 話、FA X ではご応 募 できません。
2. ご購入対象商品の梱包箱に印刷されているバーコードを数字（JANコード「5025155」から始まる13ケ
タの数字）ごと切り取ります。※バーコードは梱包箱の側面にあります。
3. バーコード原本とご購入時のレシート（コピー可）を、専用応募用紙の所定箇所へ貼り付けてください。
4. 専用応募用紙のお客様情報の面が内側になるよう折り、封筒に入れ、所定の切手を貼って、応募宛先へ
ご送付ください。※応募の際にかかる切手代等の費用はお客様負担とさせていただきます。着払いでお
送りいただいた場合、受け取りはできません。

2. ネット上のバナー広告
ご購入時のレシート（コピー可）

3. ネット上のニュース・記事・SNS

• ①購入日、②購入製品名が記載されているレシートをテープ等で専用応募用紙にしっかりと貼付してください。
• オンラインストアでご購入の場合は、領収書、納品書、配送伝票等のうち、①購入日、②購入製品名が分かるものを貼付く
ださい。
• ダイソン公式オンラインストアで購入された場合は商品梱包に貼付されている伝票の下に納品書がございます。
• レシート等購入証明の貼付がない場合、応募は無効となります。
• レシート等購入証明に記載された文字が不鮮明な場合は無効となります。
• レシート等購入証明は、返却いたしませんので予めご了承ください。
• レシート等購入証明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。この情報はダイソン株式会社のプライバ
シーポリシーに基づき適切に保持されますが、ご応募いただいた際にその番号を切り取ったり、塗りつぶしたりしていた
だいてもご応募は有効です。
• レシート等購入証明の有効期限：2017年10月4日−11月5日

4. 家電量販店などの店頭のポスターや各種販促物
5. 家電量販店などの店員の勧め
6. 口コミ、友人・知人からの情報
7. その他（具体的に記述してください）

本キャンペーンはご購入のきっかけになりましたか？
当てはまるものをひとつ〇で囲んでください。

封筒
郵送用切手

1. とてもなった
2. ややなった
3. どちらともいえない

応募宛先

〒168 - 8691 日本郵便株式会社 杉並南郵便局 郵便私書箱 第17号
「5,000円 キャッシュバック キャンペーン」係

切り取り線

Dyson V8 コードレスクリーナー

4. あまりならなかった
5. ならなかった

