
キャンペーンまとめ買い商品

×

のVプリカギフトが全員もらえる!! 
円分

※当店専用の申込用紙でお申し込みください!（1世帯5口まで申込可能）

1,0001,000

※ウエラ、アイムスは対象外となりました。 ※ブラウンオーラルB以外のブラウン商品、SKII、イリュームは対象外です。
※Ｐ＆Ｇ日本法人が扱っていないダウニーなどの並行輸入品は対象外です。 ※一部店舗で取り扱っていない場合があります。
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※当店1日のお買い物でP&G商品を3ブランド以上5,000円分（税込）お買い上げの方対象

※納品書は2枚以上同封しても有効ですが、当店での1日の対象商品（3ブランド以上）ご注文金額が5,000円（税込）で、1口のお申し込みとさせていただきます。

ご注文有効期間 2018年11月2日（金）▶2019年1月10日（木）

トイザらス

申込締切 商品のご注文日の翌日から14日以内の消印有効

●納品書は2枚以上同封しても有効ですが、当店での1日の対象商品（3ブランド以上）ご購入金額が
5,000円（税込）で、1口のお申し込みとさせていただきます。 ●1口のお申し込みの対象商品ご購入金
額が5,000円（税込）以上でも、対象商品3ブランド以上のご購入がない場合は無効となります。 ●キャン
ペーン期間中1世帯5口まで申込可能です。 ●キャッシュバック申込用紙に限り有効です。 ●店舗値引きが
ある場合、値引き後の金額で1口あたり対象商品購入5,000円（税込）が必要となります。 ●複数口
お申込みいただく場合も、ブランド数は3ブランド以上でお申込みいただけます。
●お申し込みの際にかかる郵送料はお客様のご負担となります。 ●お申し込みの送付は郵便のみとなります。メール便等の送付は承れま
せん。●キャッシュバックは1世帯上限5,000円分までとなります。 ●必要事項に不備や虚偽がある場合は、無効となります。 ●販売店への
ご請求や、販売店でのとりまとめてのご請求はご遠慮ください。 ●お申し込みの際、キャンペーン事務局宛に送られたご質問やご意見に
関してはご返答いたしかねます。 ●お申し込みの内容に応じては事務局より連絡させていただく場合がございます。 ●納品書現物の
送付がない場合や、納品書のコピーをご送付の場合は無効となります。 ●納品書に注文日、注文店、購入金額、注文商品名の記載がない
ものは無効となります。 ●ご送付いただいたものは全て返却できません。 ●送付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。●お申し込みは日本国内に在住でかつ連絡先が日本国内の18歳以上の方に限らせていただきます。 ●P＆Gジャパン
社員とその家族、および関係者の申し込みはできません。●申込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。 
●納品書には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、ご送付の
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お申し込みは有効です。※同時期に、同チェーンまたはP&Gおよびブラウンで
実施しているその他のキャンペーンの応募条件に納品書原本が必要な場合、当キャンペーンと同時にご応募できません。

ご注意 以下の内容を予めご了承の上、お申し込みください。

以下の①、②を封筒に入れ、切手を貼って下記お送り先に申込締切までにご郵送ください。
①ご注文有効期間中に当店での１日の対象商品
　（3ブランド以上）合計5,000円（税込）以上ご注文の納品書現物 

・申込口数をご記入ください。 ・記入欄に必要事項をご記入ください。
・納品書を確認し「納品書チェック欄」にチェックをしてください。

②キャッシュバック申込用紙 

お送り先・キャンペーンお問い合わせ先
〒153-0064 下目黒郵便局留

・対象商品に○を付けてください。
・納品書のコピー送付は無効となります。

必要事項に不備や虚偽がある場合は、無効となります。

お申し込みの際は、下記の申込要項等を必ずお読みいただき、同意の上、お申し込みください。
本キャンペーンのお申し込みされた場合、本申込要項等にご同意いただいたものとみなします。

申込方法

＊販売店へのお問い合わせはご遠慮ください。

＊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 （SK-IIに関しては、P&Gプレステージ合同会社）

0120-725-109

封筒

合計 ￥0,000
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○○○店
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【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、お客様が請求された製品やサービスのご提供やメール等によるご
案内、サンプル・プレゼント等の送付、P&Gが提供するその他の製品やサービスのご案内、統計的データとしての利用のために、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、その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。P&Gグループのプライバシーポリシーは
こちらをご覧下さい。  http://www.pg.com/privacy/japanese/privacy_notice.shtml

②①

＊事務局問い合わせ期間を過ぎてのお問い合わせには対応いたしかねますのでご了承ください。
●事務局問い合わせ期間 2018年10月24日（水）～2019年5月31日（金）の10:00～17:00（土日祝および2018/12/28～2019/1/4を除く）

Ｐ＆Ｇ「家族応援キャッシュバックキャンペーン55」事務局

「Vプリカギフト」でキャッシュバックいたします。

キャッシュバックについて

「Vプリカギフト」とはインターネット上のVisa加盟店ならどこでもクレジットカードと同じようにご利用できる
ネット専用Visaプリペイドカード（ギフトカード）です。有効期限は発行日より1年後の月末となります。日本
国内在住の18歳以上の方がご利用できます。
（Vプリカ詳細はこちらでご覧いただけます。http://vpc.lifecard.co.jp/）

Vプリカギフトにてキャッシュバックいたします。申込受付後、約1ヶ月半以内にメールにてご連絡いたしますので、
ご案内にしたがってお受け取り手続きをお進めください。メール受信設定をしている場合は「info＠pg-cp.jp」
からのメールを受信設定にしてください。
※Vプリカギフト以外でのキャッシュバックはおこなっておりません。※迷惑メール設定をされている場合はメールが届かない事がありますので、
必ず受信設定をしてください。※メール以外でのキャッシュバックのご連絡は行っておりません。メールを受信できない場合はキャッシュバック
お受け取りの権利が消失します。※ご連絡メールアドレスはフィーチャーフォンでもけっこうですが、Vプリカギフト受取手続きはPCまたは
スマートフォンからのみのお手続きとなります。※ご連絡はやむを得ない事情により遅れる場合がございますので予めご了承ください。



お客様情報 記入欄に必要項目をご記入ください。

※アパート、マンション名等、正確にご記入ください。

※18歳未満の方は
　お申し込みいただけません。様

都道
府県

□はい　□いいえ

〒 市区
郡

口

フリガナ

お名前

性別

ヨミガナ（例） ジェー、ユー、エム、ビー、オー、ハイフン、 0 、 1 、アンダーバー、キュー、＠、・・・・

j u m b o - 0 1 _ q ＠ ・ ・ ・ ・メールアドレス（例）

ヨミガナ

メールアドレス

ご住所

電話番号

ご購入店名

申込口数

トイザらス

年齢は
18歳以上ですか？

メールアドレスを正しく丁寧にご記入ください。間違いがあるとキャッシュバックをお受け取りいただけません。

年代 20代20代未満 30代 60代以降40代 50代男性 女性

専用申込用紙
×

2018年11月2日（金）▶2019年1月10日（木）
※納品書は2枚以上同封しても有効ですが、当店での1日の対象商品（3ブランド以上）ご注文金額が5,000円（税込）で、1口のお申し込みとさせていただきます。

ご注文有効期間

「Vプリカギフト」でキャッシュバックいたします。
申込要項と納品書チェック欄を必ずご確認いただき、
納品書（コピーは無効）を同封の上、ご送付ください。

申込締切 商品のご注文日の翌日から14日以内の消印有効

トイザらス

アンケートにお答えください（当てはまるものに○をつけてください。）

●このキャンペーンをどこで知りましたか？
１.店頭告知物を見て　２.店頭でイベントスタッフにすすめられて　３.チラシを見て   4.マイレピを見て   
5.お店のホームページを見て  6.知人から聞いて   7.その他（　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　   　　）

●P&Gのまとめ買いキャンペーンに過去にお申し込みしたことがありますか？
１.はい　　　　  　「はい」を選ばれた方にお聞きします。そのお申し込みは何口でしたか？　１.一口のみ　２.複数口   
２.いいえ

●今回のお申し込みにあたり、いつもと異なる、もしくは初めて買った商品はありますか？
１.ある　　 　　 　「ある」を選ばれた方にお聞きします。
２.ない              　その商品は何ですか？ ブランド名をお書きください。（　　　　　　　　     　　　   　　　　　 ）

●納品書は2枚以上同封しても有効ですが、当店での1日の対象商品（3ブランド以上）ご購入金額が
5,000円（税込）で、1口のお申し込みとさせていただきます。 ●1口のお申し込みの対象商品ご購入金
額が5,000円（税込）以上でも、対象商品3ブランド以上のご購入がない場合は無効となります。
●キャンペーン期間中1世帯5口まで申込可能です。 ●キャッシュバック申込用紙に限り有効です。
●納品書現物の送付がない場合や、納品書のコピーをご送付の場合は無効となります。 ●納品書に注文日、注文店、購入金額、注文商品名の記載がないものは無効となります。
●納品書には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、ご送付の際にその番号を
　切り取ったり、塗りつぶしていただいてもお申し込みは有効です。

以下を確認し、「はい」の場合はチェックをしてください。

全てにチェックが出来ないお申し込み内容は、無効となりますのでご注意ください。
※全てにチェックがされていても、申込内容に不備がある場合は無効となります。

キャッシュバック申込用紙

ご注意 以下の内容を予めご了承の上、お申し込みください。

納品書が2枚以上の場合

1口分の申込条件が以下に当てはまりますか？

同じ日にＰ＆Ｇ対象商品を
ご注文した納品書ですか？

Ｐ＆Ｇ対象商品の
合計金額が5,000円（税込）

以上になっていますか？

納品書の注文日付は
ご注文有効期間内ですか?

有効期間

ご注文日

納品書の注文日付の翌日から
14日以内のお申し込みですか？
注文日の翌日から14日以内の消印有効(　　　              )

申込締切合計金額

注文店が他店を含んでいるため
お申し込みいただけません。悪い例

同じ日のご注文ではないため
お申し込みいただけません。悪い例

良い例

納品書
チェック欄

トイザらスで
ご注文の納品書ですか？

ご注文店舗

3ブランド以上 ご購入商品は以下の3ブランド以上ですか？
下の対象商品ブランド名を囲んでください。

納品書① ： Ａ店

納品書② ： B店

納品書① ： Ａ店 

納品書② ： A店

納品書① ： Ａ店

納品書② ： Ａ店

Ｐ＆Ｇ対象商品合計2,000円

Ｐ＆Ｇ対象商品合計3,000円

Ｐ＆Ｇ対象商品合計2,000円

Ｐ＆Ｇ対象商品合計3,000円

Ｐ＆Ｇ対象商品合計2,000円

Ｐ＆Ｇ対象商品合計3,000円
同じ日に当店でご注文の納品書
のためお申し込みいただけます。

■アリエール　 ■ボールド　 ■さらさ　 ■ジョイ　 ■ファブリーズ　 ■レノア

■ヴィーナス　 ■ジレット　 ■ブラウン オーラルB　

■パンパース　■ハーバルエッセンス

■パンテーン　■パンテーンクリニケア　■ヴィダルサスーン　

■h&s　■h&s for men　
※ウエラ、アイムスは対象外となりました。
※ブラウンオーラルB以外のブラウン商品、SKII、イリュームは対象外です。
※Ｐ＆Ｇ日本法人が扱っていないダウニーなどの並行輸入品は対象外です。
※一部店舗で取り扱っていない場合があります。
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12月15日


