
応募要項 ※応募者全員対象

応募条件

対象商品

※対象のブラウン グルーミング製品1点以上と、対象のブランドのシェーバー1点以上の購入が
　応募条件となります。
※対象となるブラウン グルーミング製品はP&Gジャパンが日本国内で販売した商品に限ります。
※2020年4月30日（木）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。
※一部店舗で取り扱っていない場合があります。

対象のシェーバーブランド
ブラウン、パナソニック、フィリップス、マクセルイズミ、日立

①ブラウン グルーミング製品

②対象ブランドのシェーバー本体 ※替刃・洗浄液等の消耗品を除く

※その他廃番品・企画品は含まない。

●対象のブラウン グルーミング製品のみ、または対象ブランドのシェーバー本体のみのご
　購入での応募は無効となります。（応募には必ず両方の購入が必要になります。）
●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。
●ご応募には同日同店舗で対象のブラウン グルーミング製品と対象のブランドのシェー
　バー本体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。
●対象商品以外のご応募は無効となります。
●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。
●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。
●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。
●すべてのレシート（コピー可）の貼付がない場合は無効となります。  
●レシートにすべての商品の購入日・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。
●オークションや個人売買でのご購入や、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。
●対象となるブラウン グルーミング製品はP&Gジャパンが日本国内で販売した商品に限ります。
●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左記事務局のみでの受け付けとなります。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。
●SMS送信が届く（または定額小為替到着）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。 
●販売店、業者等による申請、およ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提示が必要です。

ご注意

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。
お客様からいただいた個人情報は、賞品の発送、ご連絡等、当キャンペーン遂行のために、
必要な範囲で弊社と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＊。
ご本人の同意なく外部機関に対してそれら情報の交換・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）へ個人情報取扱
い業務を委託する場合があり、業務代行者は委託内容の範囲において個人情報を適切
に取り扱います。
また、株式会社セブン・ペイメントサービスに、当キャンペーンのキャッシュバック目的で
のみ、 開示・提供・利用されることがあります。
（なお、キャッシュバックのお受取りについて、セブン銀行ATMでお受取りの場合は株式会
社セブン・ペイメントサービスが運営するATM受取を使って送金いたします。）
P&Gグループのプライバシーポリシーはこちら。
http://www.pg.com/privacy/japanese/privacy_notice.shtml
＊ 共同利用の管理責任者：プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社

「ブラウン グルーミング製品同時購買キャンペーン」
P&Gジャパン株式会社が主催する「ブラウン グルーミング製品同時購買キャンペーン」  （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。

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）
お問い合わせ受付期間 2020年2月1日(土)～2020年7月31日（金）

応募宛先
〒100-8692　日本郵便（株）銀座郵便局　郵便私書箱第718号
「ブラウン グルーミング製品同時購買キャンペーン」係

レシート有効期間

応募締切

2020年5月14日（木） 当日消印有効

「ブラウン グルーミング製品同時購買キャンペーン」事務局

キャンペーンお問い合わせ先

2020年2月1日（土）～2020年4月30日（木）まで

セブン銀行ATMキャッシュバック受取り方法

●キャッシュバックはセブン銀行ATMで受取れます。
●キャッシュバックは、㈱セブン・ペイメントサービスの「ATM受取」でお客様に
　お渡しします。
●セブン銀行ATMで以下の内容を入力してください。

セブン銀行ATMの「カードを使わない番号入力での取引」ボタンを押して
以下の①～③の内容を入力
①提携先コード： ××××（実際にSNSに記載されている番号）
②お客様番号： お客様の西暦を含む8桁の生年月日 
 （1980年1月1日生まれの方の場合、「19800101」）
③確認番号： SMSに記載されています。
①から③の入力が終わりますと、ATMから紙幣をお受取りいただけます。

●SMSでキャッシュバック受取り情報が届きます。
●ご記入いただいた携帯電話番号宛にSMSをお送りします。
●SMSには、キャッシュバックを受取るための情報が記載されています。

SMSの送信元番号

お使いの端末によって、確認番号より下部の記載が表示されないことがあります。

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の
ブラウン グルーミング製品のバーコード原本とお買い上げいただいた対象商品
すべてのレシート（コピー可）を貼付し、②必要事項（お名前、郵便番号、ご住所、
携帯電話番号（携帯電話をお持ちでない場合は、固定電話番号）、性別、年齢、生年
月日（西暦を含む8桁）、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、84円以上の切手を貼ってご郵送ください。
※SMS（ショートメール）をご使用できない方は、郵送（定額小為替）でのキャッシュバックとなります。
※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。
※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。

※応募者全員対象キャッシュバックについて

●キャッシュバックの受取りは、原則「（株）セブン・ペイメントサービス ATM受取」 になります。
　（詳しくは右記ページ参照）                 
●SMSには、キャッシュバックを受取るための情報が記載されています。         
●やむを得ない事情によりSMS送信が遅れる場合がありますので予めご了承ください。         
●「（株）セブン・ペイメントサービスATM受取」 でのキャッシュバック受取りには「期限」がございます。
　一定期間が経過いたしますとお受取りいただけなくなりますのでご注意ください。         
●「（株）セブン・ペイメントサービスATM受取」 でのキャッシュバック受取り期限はSMS送信が
　届いてから60日以内になります。期限を超えてのお受取りはできませんので、必ず60日以内
　でのお受取りをしてください。         
●携帯電話をお持ちでない方、またはSMS機能の無い携帯電話をお持ちの方は、
　「ATM受取」をご使用いただけない為、郵送（定額小為替）でのキャッシュバックとなります。         
●何らかの事由によりSMS送信が完了しない場合は、郵送（定額小為替）でのキャッシュバックに
　切替させていただきます。         
●郵送の場合は、定額小為替をお客様へ直接郵送させていただきます。

同日同店舗で対象のブラウン グルーミング製品と、対象の
ブランドのシェーバー本体を同時に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、
1,000円キャッシュバック。

●もっと㈱セブン・ペイメントサービスのATM受取に関してお知りになりたい方は、
　https://www.7ps.jp/ をご覧ください。
●セブン銀行ATMの設置場所に関しては、
　https://pkg.navitime.co.jp/sevenbank/ でご確認ください。

※「（株）セブン・ペイメントサービス ATM受取」 でのキャッシュバック受取りには「期限」がございます。
※受取り期限は案内通知が届いてから60日以内（SMS受取日を含む）になります。
　期限を超えてのお受取りはできませんので、必ず60日以内でのお受取りをしてください。
※受取り期限を超えた場合は、キャッシュバックの権利を放棄するものとします。
※SMSの受取りが可能なスマートフォンまたはフィーチャーフォンが必要です。
※SMSの再送はいたしかねますので、キャッシュバックを受取られるまで大切に保管してください。
※インターネット接続料および通信料はお客様ご負担となります。

NTTドコモ、au（KDDI）の回線をご利用の方 0120588789

ソフトバンクの回線をご利用の方 21061

BT7240、BT7040、BT5265、BT5065、BT3242、BT3240、BT3222、BT3221、BT3042、
BT3021、HC5090、HC5030、MGK3221、MGK3220、MGK3021、MG5050

応募受付後、応募内容を確認の上、不備の無かった方には、約1ヵ月半前後で
ご記入いただいた携帯電話番号宛てにSMSをお送りします。



「ブラウン グルーミング製品同時購買キャンペーン」

レシート有効期間 ： 2020年2月1日（土）～2020年4月30日（木）まで
応募締切 ： 2020年5月14日（木） 当日消印有効

※対象商品のバーコードは（外箱の）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」から始まる13桁の数字になっております。

※すべてのレシート（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。
※ご応募には同日同店舗で対象のブラウン グルーミング製品と対象のブランドのシェーバー本体の
　ご購入が条件となります。

レシートはすべての対象商品の購入日・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。

対象のブラウン グルーミング製品のバーコード原本貼付欄

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すべてのレシート（コピー可）をお貼りください。

レシート貼付欄　  該当のレシートをお貼りください

ここにブラウン グルーミング製品のバーコード原本をお貼りください。

ここに対象商品のすべてのレシート（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

キャンペーン期間中にお買い上げいただいた対象のブラウン グルーミング製品の（外箱の）
バーコード原本をお貼りください。

「ブラウン グルーミング製品同時購買キャンペーン」専用応募用紙

キャンペーン期間

郵送（定額小為替）でのキャッシュバック受取り

2020年2月1日（土）～2020年4月30日（木）まで
応募締切：2020年5月14日（木） 当日消印有効

ボールペン等ではっきりとお書きください。■お客様情報

お名前

性別 男　・　女 年齢

ご住所

フリガナ

歳

都道
府県

市区
郡

ご購入店名 店

携帯電話番号
（携帯電話をお持ちでない場合は、固定電話番号）

西暦を含む生年月日（8桁）　※西暦を含む8桁の生年月日がお客様番号となります。
1980年1月1日生まれの方の場合、「19800101」がお客様番号になります。

＊アパート、マンション名等、正確にご記入ください。

※携帯電話をお持ちでない方、またはSMS機能の無い携帯電話をお持ちの方は、
　「ATM受取」をご使用いただけない為、郵送（定額小為替）でのキャッシュバックとなります。

ご購入された商品の型番とバーコード（JAN）

ご購入されたシェーバー本体の型番をご記入ください。
記入例：3080s-SP1

谷
折
り

谷
折
り

お近くにセブン-イレブン、セブン銀行ATMが無い場合は、定額小為替を郵送で
お受取りが可能です。郵送（定額小為替）でのお受取りを希望される場合は、
右のチェック欄にチェックを入れてください。

※ご記入内容が判別できない場合はキャンペーン事務局の判断により郵便為替をお送りいたします。

アンケート

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。

※本キャンペーン対象ブラウン グルーミング製品をご使用になっているご本人様がご記入ください。

今回ご購入いただいたブラウン グルーミング製品は、通算何台目ですか？３

1.  今回が初めて

1.  店頭販促物 3.  web 4.  その他2 .  店頭にいる店員

その他を選択された方は詳細をお答えください。

その他を選択された方は詳細をお答えください。

このキャッシュバックキャンペーンをどこでお知りになりましたか？
当てはまるものを〇で囲んでください。

1

今回ご購入いただいたブラウン グルーミング製品の用途に当てはまるものを
〇で囲んでください（複数回答可）。

2

1.  坊主カット

4.  ボディグルーミング 5.  鼻耳毛カット

2 .  ツーブロックカット 3.  ヒゲトリミング

4.  4台以上2 .  2台目 3.  3台目

ご協力ありがとうございました。

＊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ともに
　WEBに掲載させていただく場合がございます。

今回ブラウンのグルーミング製品をご購入いただいたきっかけを教えてください。4

6.  その他

□ BT7240
　  JAN:42-10201-28136-8

□ BT7040
　  JAN:42-10201-22007-7

□ BT5265
　  JAN:42-10201-28395-9

□ BT5065
　  JAN:42-10201-21997-2

□ BT3242
　  JAN:42-10201-28391-1

□ BT3240
　  JAN:42-10201-28407-9

□ BT3222
　  JAN:42-10201-28403-1

□ BT3221
　  JAN:42-10201-28132-0

□ BT3042
　  JAN:42-10201-21990-3

□ BT3021
　  JAN:42-10201-21981-1

□ HC5090
　  JAN:42-10201-20761-0

□ HC5030
　  JAN:42-10201-13175-5

□ MGK3221
　  JAN:42-10201-28128-3

□ MGK3220
　  JAN:42-10201-28399-7

□ MGK3021
　  JAN:42-10201-21970-5

□ MG5050
　  JAN:42-10201-13202-8

対象のブラウン グルーミング製品  必ず該当する機種の型番にチェックを入れてください。

商品型番記入欄
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