イズミ様応募 CP

18-0069 180323

ハガキ
サイズ：W200×H297

表

キャンペーン期間
応募締切日

対象商品

4月10日(火) 5月31日(木)
2018年5月31日(木)※当日消印有効
2018年

×

メリット・PYUANシリーズ商品

応募方法
キャンペーン実施期間中にイズミの店舗で、対象のメリット・PYUAN商品
800円以上(税込)お買い上げのレシート貼付が応募条件になります。
・この応募はがき(または市販のはがき)にレシートを貼ってください。 ・レシート枚数が多い場合は封筒でのご応募も可能です。
その際は必要事項をご記入後、
レシートと同封してください。
・レシート記載の対象商品に○を付けてください。
(郵便料金をご確認ください。
)
・レシートのコピー及び領収書でのご応募は無効です。
・必要事項全てにご記入後、所定の郵便料金分の切手を貼付のうえ、 ・郵送中の応募はがき紛失などの事故については責任を負いかねます。
郵送にてご応募ください。
郵便事故を避けるため、簡易書留郵便や特定記録のご利用をおすすめ
・市販のはがきでのご応募も必要事項全てご記入のうえ、
切手を
いたします。
(郵送費用はお客様ご負担になります。
)
貼って投函してください。

2018年
月 日
（木）

※一部の店舗では取り扱いしていない商品がございます。
※商品のデザインや色柄などは異なる場合がございます。

7 5

花王メリット

スポンサードゲ
ーム
広
島東洋カープ
VS
東 京ヤクルト
【マツダ スタスワローズ
ジアム】

家族で

広島東洋カープ

試合観戦
試合観戦

プレゼントキャンペーン
プレゼントキャンペーン
期間中、メリット・PYUANシリーズ商品を
合計800円
（税込）
以上お買い上げのうえ、
ご希望の賞品にご応募いただくと
抽選で合計94名様に当たる！

スタジアム
ツアー

観戦チケット付
〔内野指定席A １塁側〕

メリット つめかえ各種

ご応募の際は、下記の応募要項を必ずお読みください。

共同企画

応募対象商品ブランド商品一例

メリット各種

応募対象商品ブランド商品一例

▲

広島東洋カープ 家族で試合観戦
プレゼントキャンペーン

裏

20名

ペア10 組

C賞

CCダンス

観戦
チケット付

〔内野指定席A １塁側〕

5組10名

両チームへ
花束贈呈

観戦チケット付
〔内野指定席A １塁側〕

4名

ペア 2組

対象ブランド

PYUAN各種

当選発表

メリット・PYUANシリーズ商品

厳正なる抽選の上、賞品の発送をもって発表に
かえさせていただきます。
賞品の発送は2018年6月下旬頃を予定しています。
(都合により変更になる場合がございます。)

キャンペーン期間(レシート有効期間)
2018年4月10日(火)〜5月31日(木)

お問い合わせ先
キャンペーン事務局

応募締切日

0I20-598-026

平日10：00〜17:00
（土・日・祝日を除く）
※2018年8月31日(金)以降、
お客様からのお問い合わせには
ご対応いたしかねますので、
あらかじめご了承ください。

2018年5月31日
（木）
※当日消印有効

注意事項
●レシートは2枚以上貼付しても有効です。●はがき1枚につき1口のご応募となります。
●雨天中止の場合、観戦チケットの払い戻し、代替日程試合への変更はできません。予めご了承ください。●必要事項
に不備がある場合は、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。
●ご応募の内容によっては事務局より連絡させていただく場合がございます。●レシートに購入日、購入店、購入金額
の記載のないものは無効となります。●ご送付いただいたものはすべて返却できません。●花王グループ社員とその
家族、および関係者の応募はできません。●クレジットカードをご利用のお客様は、必ずレシートの個人情報が印字さ
れている部分を切り離すか、黒マジックで塗りつぶして、お買い上げ情報のみが明記されたレシートを貼ってください。
●ご応募に際してレシート現物が必要なため、同時期に同チェーンで実施しているキャンペーンにご応募できない場
合があります。●本応募懸賞内での重複当選や応募対象期間が重複する他の応募懸賞との重複当選は控えさせてい
ただきます。●ご応募された方の住所、転居先が不明等の理由により賞品がお送りできない場合があります。不備の
ないようご記入願います。●ご応募は日本国内に在住で、かつ連絡先が日本国内の方に限らせていただきます。●賞
品の発送は日本国内に限らせていただきます。予めご 了承ください。●お客 様からいただいた個人情報は、花王グ
ループカスタマーマーケティング株式会社が賞品等の発送・提供のみ利用させていただきます。また、当該業務の委
託に必要な範囲で委託先に提供する場合を除き、個人情報をお客様の承諾なく第三者に提供いたしません(法令によ
り開示が求められた場合を除く)。お客様からお預かりした応募はがきにつきましては、賞品の発送が済み次第、責任
をもって破棄いたします。

PYUAN つめかえ各種

切り取り線

1 1 2 - 8 6 9 1

おそれいりますが
所定の郵便
料金分の切手を
お貼りください

日本郵便株式会社 小石川郵便局 郵便私書箱第84号

イズミ×花王 共同企画

「広島東洋カープ
家族で試合観戦プレゼントキャンペーン」係
ご住所（フリガナ）

都道
府県

〒

市区
郡

※贈呈者はペアのうち1名様です。

D 賞 観戦チケット
〔内野指定席A １塁側〕

１組４名

15組60名

電話番号

（

）

-

PYUAN 新商品

お名前(フリガナ)

4月23日
発売商品

お買い上げ店舗名

雨天中止の場合、
観戦チケットの払い戻し、
代替日程試合への変更はできません。
予めご了承ください。

対象商品：メリット・PYUANシリーズ商品

レシートはこちらの面に貼ってください

※上記は対象の一例です。

対象商品一例は中面にもございます。
1805

＊レシートは2枚以上貼付しても有効です。
セロハンテープなどでしっかり貼ってください。
＊お買い上げレシートは、
＊レシートが長い場合は折りたたんで貼ってください。
＊ご購入いただいた店舗名・日付が表にくるように貼ってください。
＊レシート記載の対象商品に○を付けてください。
＊レシートのコピー・領収書でのご応募は不可です。
＊セロハンテープの粘着面にレシートの印刷インクが付着すると、
印字が消える場合がございますのでご注意ください。

くわしくはこのはがきの裏面をご覧ください

ご希望の賞品（ご希望の賞品に□をしてください。）

A賞：スタジアムツアー

B賞：両チームへ花束贈呈

C賞：CCダンス

D賞：観戦チケット

応募締切日：2018年5月31日(木) ※当日消印有効
レシートはこのはがきの裏面にはがれないようしっかりと貼り付けてください。
＊セロハンテープの粘着面にレシートの印刷インクが付着すると、印字が
消える場合がございますのでご注意ください。

※上記は対象の一例です。
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＊レシートは2枚以上貼付しても有効です。
セロハンテープなどでしっかり貼ってください。
＊お買い上げレシートは、
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