
応募要項

こちらの専用応募用紙に①レシート有効期間中にお買い上げいただい
た対象のオーラルＢ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、日中連絡がとれる電話番号、ご購入店名、ご購入商
品名、ご購入商品のバーコードナンバー（42または49または69からは
じまる13桁の数字）をご記入いただき、③封筒に入れて、84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、

。すまきだたいてせさと」効無「、為の止防正不
※対象商品一覧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。

●応募受付後、応募内容を確認の上、不備のなかった方には、郵便為替
または現金をお客様へ郵送いたします。
● 応募受付後、1ヵ月半前後でお届けしますが、やむを得ない事情により
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。

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）
お問い合わせ対応期間 2022年7月15日（金）まで

〒100-8692　日本郵便（株）銀座郵便局　郵便私書箱第718号

「Oral-B 購入キャンペーン」係
※「まずは実感30日ご満足いただけなければ全額返金キャンペーン（　 ）」の応募宛先はWEBサイト
　https://res.cloudinary.com/mtree/raw/upload/v1624031846/oralb/ja-jp/OralB_ouboleaf.pdfで
　ご確認ください。こちらにお送りいただいても受け取れません。

応募宛先

「Oral-B 購入キャンペーン」事務局

キャンペーンお問い合わせ先

●同一商品を対象としたP&Gが主催する返金保証キャンペーンに応募いただい
　た方は、本キャンペーンには応募いただけません。
●念の為、レシートのコピーを保管ください。
●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。
●購入日が購入期間外のもの、消印が応募締切を過ぎてのご応募は無効となります。
●替えブラシ同時購入で最大2000円キャッシュバック（　）のご応募には同日同
　店舗での対象のオーラルB本体と対象替えブラシのご購入が条件となります。
　ご購入日が同日でない場合は無効となります。また、ご購入店舗が同一店舗で
　ない場合も無効となります。

ご注意

購入期間

応募締切

2022年5月23日（月）当日消印有効

2022年3月1日（火）～2022年5月8日（日）まで

今だけ!

大
最5000円
キャッシュバック

電動歯ブラシご購入で

※替えブラシのご購入商品に応じて
　キャッシュバック金額が異なります

大
最2000円
キャッシュバック

替えブラシ
同時購入で

キャンペーン対象商品

応募条件

キャッシュバックには、対象のオーラルB本体製品ご購入が条件となります。
替えブラシ同時購入キャッシュバック（　 ）も同時にご応募いただく場合は、
同日同店舗で、対象の替えブラシ1製品のご購入が条件となります。
※本体のみご購入でキャッシュバック（　  ）のみのご応募も可能です。

対象のオーラルB本体 対象のオーラルB替えブラシ

400円
キャッシュバック対象 1～2本入

1,000円
キャッシュバック対象 2～5本入

2,000円
キャッシュバック対象 4～10本入5,000円

キャッシュバック対象

1,000円
キャッシュバック対象

本体のみは
キャッシュバック対象外

※替えブラシ同時購入で最大2000円キャッシュバック（　 ）は、対象の本体に最初から付属してい
　る替えブラシは対象外です。本体とは別売りの対象の替えブラシをご購入ください。
※PRO1シリーズ、キッズシリーズを替えブラシと同時に購入いただいた方は、
　替えブラシ同時購入で最大2000円キャッシュバック（　 ）のみの応募が可能です。
※対象製品は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。
※ご応募はお一人様1回（本体1台、替えブラシ1製品）限りとさせていただきます。
※同一レシート内で替えブラシが2製品ある場合は本数の多い方が対象です。

iOシリーズ

ジーニアスシリーズ
スマートシリーズ
PRO2シリーズ
PRO1シリーズ
キッズシリーズ

1 本体購入で
最大5000円キャッシュバック 2 本体＋替えブラシ同時購入で

最大2000円キャッシュバック
1 本体購入で

最大5000円キャッシュバック 2 本体＋替えブラシ同時購入で
最大2000円キャッシュバック

キャンペーン対象商品 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。

替えブラシ

シリーズ名 型番
iORBCB-4EL

iORBCW-4EL

iORBCB-7EL

iORBCW-7EL

iORBCB-3EL

iORBCW-3EL

iORBCB-2EL

iORBCW-2EL

iORBSW-4EL

iORBSW-7EL 

iORBSW-3EL

iORBSW-2EL

EB50-8-EL

EB5018-8

EB50-8-ELNR

EB50RB-8 EL

EB50-7EL

EB50-6-ELN

EB50-10-EL

EB50-5EL

EB50-3-ELN

EB50-2-ELN

EB50BK-2-EL

EB60-7-EL

EB60-6-ELN

EB60-10-EL

EB60-5EL 

EB60-3-ELN

EB60-2-ELN

EB18-8-ELNR

EB18RB-8 EL

EB18-5-EL

EB18-3-ELN

EB18-2-ELN

EB25-7-EL

EB25-6-ELN

EB25-5-EL

EB25-3-ELN

EB25-2-ELN

EB2050-8CN

EB20-7-EL

EB20-6-ELN

EB20-5-EL

EB20-3-ELN

EB20CH-3 EL

EB20-2-ELN

IP17-1-EL

EB30-2EL

EB10-8-KB

EB10-8-KG

EB10S-5 PKMBL

EB10S-5 PKMPK

EB10S-4 PKMBL

EB10S-4 PKMPK

EB10S-3 PKMBL 

EB10S-3 PKMPK

EB10-2KB

EB10-2KG

EB10-2KBE

EB10-2KGE

EB10S-2 PKMBL

EB10S-2 PKMPK

アルティメイト
クリーン

ジェントルケア

マルチアクション
ブラシ

やわらか極細毛
ブラシ

ホワイトニング
ブラシ

歯間ワイパー付
ブラシ

ベーシック
ブラシ

歯間用ブラシ

子供用ブラシ
スイングブラシ

2,000円
キャッシュバック

2,000円
キャッシュバック

2,000円
キャッシュバック

2,000円
キャッシュバック

2,000円
キャッシュバック

2,000円
キャッシュバック

2,000円
キャッシュバック

2,000円
キャッシュバック

1,000円
キャッシュバック

1,000円
キャッシュバック

1,000円
キャッシュバック

1,000円
キャッシュバック

1,000円
キャッシュバック

1,000円
キャッシュバック

1,000円
キャッシュバック

1,000円
キャッシュバック

400円
キャッシュバック

400円キャッシュバック

400円キャッシュバック

400円キャッシュバック

400円
キャッシュバック

400円
キャッシュバック

1

2

2

３

2

2

2

1

※替えブラシ本数は製品により異なりますので、
　右記「キャンペーン対象商品」をご確認ください。

iO

シリーズ名 型番
本体

1,000円
キャッシュ
バック対象

5,000円
キャッシュ
バック対象

iOM92B22ACBK 

iOM92B20BK 

iOM94K11ADRQ 

iOM94K11ADWT

iOM82A11BCWT 

iOM82A10WT 

iOM84K11BDVT

iOM72A11BCWT

iOM72A11BCWTC

iOM72J22BDBK

iOM61B60BK

iOM62I61KGR

iOM62I61KWT

iOM71B20BK 

iOM61A60GR

D7015366XCMBK

D7015266XCMBK

D7015366XCMOP

D7015266XCMOP

D7015366XCMK

D7015266XCMK

D7015266XCMRG

D7015266XCMPK

D7015256XCTBK

D7015256CTBK

D7015256CTBK_IP17

D7015356XCTRG 

D7015256XCTRG

D7015356XCTWH

D7015256XCTWH

D7005135XBK

D7005135XWT

D7015355XCT

D7015256XCTMC

D7015256XCWH

D7015355XCWH

D7065266XCTG

D7065266CTG

D7065366XCRG

D7065266XCWT

D7065266XCSP

D7015355XCPN

D7015356XCTMC

D7005245XP

D6015255XP

D6015253P

D6015153ZEB

D5055133XBL

D5055133XWT

D5055163XSP

D5015132XBKN

D5015132XPKN

D5015132XBK

D5015132XPK

D5015132WH

D5055133XBK

D5055133BL

D3055133CB

D3055133LR

D3055133BK

D3055163KPKMCB

D3055133KPKMCB

D1004162KPKME

D1004132KPKMBL 

D1004162KPKMBL 

D1004132KPKMBLE

D1004132KPKM

D12513KPKMRD

D12513KPKMPK

D12513KPKMRDE

D12513KPKMB

D12513KPKMG

ジーニアス

スマート

PRO2

PRO1

キッズ

本体のみは
キャッシュ
バック対象外



キャッシュバックについて

個人情報の取り扱いについて

お客様からいただいた個人情報は、P&Gが提供するその他の製品やサービスのご案内の
ために、必要な範囲でP&Gグループ企業（日本国外を含む）と共同で利用いたします*。
また潜在的な顧客に広告配信を行うために、お客様のメールアドレスを利用する場合が
ございます。その際は、復元不可能な手段でデータ変換を行い、個人を特定できない情報
として利用いたします。なお、お客様からいただいた個人情報は、秘密が保持されるよう
P&Gグループのデータベースに保管され、ご本人の同意を得ずに 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、弊社またはP&Gグループ 
企業は、業務代行者（日本国外を含む）へ業務遂行に必要最小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委託した内容を超えて使用するこ
とを禁じられており、情報を適切に取り扱います。また、弊社が管理するお客様からいた
だいた個人情報は、法律で要求される場合を除き、当キャンペーンに関わる全ての手続き・
業務終了後90日以内に適切に廃棄いたします。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。
https://privacypolicy.pg.com/ja/

●キャッシュバックは応募内容を確認の上、現金または郵便為替にてP&Gジャパンより
お客様へ直接郵送させていただきます。変更になる場合もございます。●応募受付後、
約1ヶ月半前後にお届けいたしますが、やむを得ない事情により遅れる場合があります
ので予めご了承ください。

ご注意

●必要事項に不備や虚偽があるご応募は、無効となります。●同一レシートを使用して
ブラウンまたはP&Gジャパンが同時期に開催するほかのキャッシュバックキャンペーン
に当選された場合、ほかのキャンペーンでご返金した金額を除いた額の返金となります。
●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。●法人で
のご応募は無効となります。●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。●レシート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／店舗名の記載がないものは無効となります。●レシートが他の
商品の保証を兼ねている場合は、そのコピーを同梱してください。●インターネットや通
信販売でご購入の場合は領収書、納品書等の、購入日・購入商品名・購入金額・購入店名
のすべてが記載されているものを同梱してください。●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ので、予めご了承ください。●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。●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。●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。●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。●ご応募の際、キャンペーン事務局に送られたご質問
やご意見等に関しては返答いたしかねますので、ご了承ください。

※「まずは実感30日ご満足いただけなければ全額返金キャンペーン（　）」
の詳細は、ＷＥＢサイト https://res.cloudinary.com/mtree
/raw/upload/v1624031846/oralb/ja-jp/OralB_ouboleaf.pdf
にございます。必ずこちらをご確認の上、ご応募ください。

本キャンペーンにご応募いただいた時点で、本キャンペーンのすべてに同意・承認いただいたものとします。

3

1 2 3 3キャンペーン共通

本体ＰＲＯ１またはキッズシリーズを買って
　替えブラシ同時購入キャッシュバックに応募する

レシート貼付欄

キャンペーンにご応募された方は、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開催する
他のキャンペーンへのご応募はできません。
※すでに応募されているキャンペーンに関しては有効となります。

ここにレシート（コピー可）をお貼りください。
対象商品部分を○で囲んでください。

※レシート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。
※レシートがはがれないように４辺をテープなどでしっかり貼ってください。
※レシートが長い場合は折りたたんで貼ってください。
※レシートが他の商品の保証書を兼ねている場合や、すでに他のキャンペーン
　で使用されている場合は、そのコピーを同梱してください。
※レシートはご返却できませんので予めご了承ください。
※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ジャパン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。
※対象商品をご購入いただいた場合のみご応募いただけます。

■お客様情報

本体購入で最大5000円キャッシュバックに応募する

必ずすべてご記入ください。ボールペン等ではっきりとお書きください。

※アパート、マンション名等、正確にご記入ください。

※日中連絡がとれる電話番号をご記入ください。

フリガナ

ご住所
都道
府県

市区
郡

本体

替えブラシ
（本体と同時購入の場合のみ）

バーコード№記入欄

バーコード№記入欄

電話番号

お名前

ご購入店舗名

ご購入商品名と
バーコードナンバー

店

必須

必須

必須

必須

必須

1 本体購入で
最大5000円キャッシュバック 2 本体＋替えブラシ同時購入で

最大2000円キャッシュバック

1

本体購入で最大5000円キャッシュバックと
+替えブラシ同時購入で最大2000円キャッシュバック

に応募する

1
2

2

線
リ
ト
リ
キ

1 本体購入で
最大5000円キャッシュバック 2 本体＋替えブラシ同時購入で

最大2000円キャッシュバック

メールアドレス




