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お客様情報（振込の際に利用しますので楷書でご記入ください）

30日間お試し、返金保証キャンペーン
専用申込用紙

フリガナ

性別 男　・　 女
お名前

生年月日 西暦　　　　　年　　　　月　　　　日 年齢 歳

ご住所

〒

電話番号

メールアドレス

振込口座名義 
カタカナのみで 
ご記入ください

振込先

金融機関コード（4桁） 銀行 ・ 信金 
信組 ・ 農協

店番号（3桁） フリガナ 本店
支店

出張所

口座番号
普 通  ・ 当 座  

（　 ）

振込口座の確認（ご確認のうえ枠にチェックをご記入ください）

□ 通帳、キャッシュカードなどで確認しました

30日間お試し
返金保証キャンペーン

3．申込要項

お申込いただく前に下記の申込要項等を必ずお読みください。

返金金額
対象製品のレシート・納品書記載の税込購入金額となります。
•	対象製品のご購入時にクーポン等により割引がある場合または対象製品に
対してポイントの付与がある場合は、当該クーポン等およびポイント相当分の
金額は、返金額から差し引かせていただきます。
•	複数製品をご購入されたレシートが貼付され、レシートから本製品購入に対
し付与されたポイントが判明しない場合は、全体の付与ポイントと購入額か
ら本製品への付与ポイントを按分計算し、その分を差し引いて返金します。
•	送料等、対象製品以外の金額は、返金の対象外となります。

返金方法
返金方法：銀行振込
•	お申込から30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）。
•	応募後の振込先の変更はお受けできません。

申込上のご注意
•	専用申込用紙以外の用紙やハガキ、電話、FAXではお申込できません。
•	お申込は、お申込者1名につき1台とさせていただきます。万が一、複数台のお
申込があった場合は、2台目以降は無効とし、お送りいただいた製品と書類は
後日返却させていただきます。
•	お申込はご購入者様ご本人に限らせていただきます。
•	お申込の際にかかる費用はお客様負担とさせていただきます。
•	お申込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。
•	お申込内容に不備や虚偽がある場合や返送品に漏れがある場合、お申込は
無効とし、お送りいただいた製品と書類は後日返却させていただきます。
•	返送の際の配送伝票等の控えは、返金の確認ができるまで必ず保管してくだ
さい。
•	お申込における紛失などの事故について、弊社では責任を負いかねます。
•	お申込内容について、弊社より連絡させていただく場合がございます。
•	申込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。
•	申込期間が過ぎても店頭やWEBにてキャンペーンが告知されていることが
ありますが、申込締切日を過ぎてのお申込は無効となります。

プライバシーポリシー（個人情報取扱い）
申込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、
本キャンペーンにお申込いただいた時点で、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みなします。
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および返金
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(事務局業務委託先会社、決済代行会
社、金融機関、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「30日間お試し、返金保証キャンペーン」事務局
0120-02-2898（月曜–金曜	10時–17時）

レシート貼付欄
•	レシート・納品書内のご送付いただく製品を○で囲んでください。
•	レシート・納品書貼付は原本に限ります。コピー貼付の場合は、無効
になります。
•	レシート・納品書が他の製品の保証書を兼ねている場合に限り、
コピーでのお申込を受け付けいたします。
•	クレジットカードのお客様控えは、レシート・納品書とはみなしま
せん。
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対象購入期間 2019年6月27日（木）−8月4日（日）
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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。

購入した際、どのような点に惹かれて購入しましたか。（複数回答可）

1. デザイン
2. バランスを重視した設計
3. 簡単なお手入れ
4. 用途別に付け替えられる	
	 アタッチメント
5. 過度な熱に頼らない
6. 簡単にスタイリングできる

7. カール・ブロー・ドライの3 in 1
8. 他のヘアドライヤーよりも	
	 速く乾く
9.	 その他	
	 （具体的に記述してください）

1. デザイン
2. 使い勝手
3. 運転音の大きさ
4. 本体の大きさ・重さ
5. 思っていたほど上手く	
	 スタイリングができなかった

6. 思っていたほど速く乾かなかった
7.	 その他	
	 （具体的に記述してください）

製品にご満足いただけなかった理由を以下より選んで 
数字に○をつけてください。

1. このキャンペーンがなければ買わなかった
2. このキャンペーンを知って購入意欲が高まった
3. このキャンペーンには特に魅力を感じなかった

このキャンペーンはご購入の決定にどの程度影響しましたか。

1. テレビ
2. 雑誌
3. 新聞
4. 弊社ホームページ
5. SNS（Instagram、Facebook、	
	 Twitter、YouTube、ブログ等）
6. インターネット記事

7. インターネット広告
8. メールマガジン
9. ニュースアプリ
10. 家族・友人・知人
11. 美容院
12. その他

購入のきっかけになったものを教えてください。

ご購入時の金額
1. 5,000円未満
2. 5,000円-10,000円未満
3. 10,000円-15,000円未満
4. 15,000円-20,000円未満
5. 20,000円-25,000円未満
6. 25,000円以上

メーカー
1. パナソニック
2. シャープ
3. 日立
4. リュミエリーナ
5. テスコム
6. コイズミ
7. その他

期間
1. 1年未満
2. 1-2年未満
3. 2-3年未満
4. 3-4年未満
5. 4年以上

これまでにご使用になっていた製品に関して○をつけてください。

1．キャンペーン概要

対象購入期間中、対象製品をご購入・ご使用になり、万が一製品に
ご満足いただけない場合、「3．返金金額」記載の金額を返金いた
します。専用申込用紙に必要事項をご記入のうえ、対象製品のレ
シート等の購入証明（原本）を貼付し、お買い上げいただいた製品
一式（付属品、保証書、購入特典含む）とともにご返送ください。

対象製品
Dyson Airwrap™スタイラー（HS01）
Dyson Supersonic Ionicヘアードライヤー、	
Dyson Supersonic™ヘアードライヤー（HD01 ULF）
※Dyson Supersonic™ヘアードライヤー	プロモデルは対象外
となります。

※メーカー再生品（弊社が、返品された製品を調整・修理して
再出荷した製品）、アウトレット品は本キャンペーンの対象外
となります。

対象店舗
原則、日本国内の以下店舗より購入した製品に限ります。
ダイソン株式会社の直販ストア
ダイソン公式オンラインストア、ダイソンお客様相談室、Dyson Demo直営店
Dyson Demo ポップアップストア	東京ミッドタウン

家電量販店（五十音順）
エディオン／エディオンネットショップ	
ケーズデンキ／ケーズデンキ	オンラインショップ	
コジマ／コジマネット、ジョーシン／Joshin webショップ	
ソフマップ／ソフマップドットコム、ビックカメラ／ビックカメラ.com	
ヤマダ電機／ヤマダウェブコム、ヨドバシカメラ／ヨドバシ・ドット・コム

百貨店（五十音順）
そごう横浜店	ダイソンヘア、大丸札幌店	ダイソンヘア	
阪神梅田本店	2階コスメティックキューブ	ダイソンコーナー

その他の販売店（五十音順）
ANAショッピング	A-style、ショップチャンネル

上記以外の店舗でのご購入製品はキャンペーン対象外となります。
※Amazon、楽天およびコジマ楽天市場店などのマーケットプレイス上の家電量
販店、ネットオークション等の個人での売買等も対象外となります。

対象購入期間
2019年6月27日（木）0時00分−8月4日（日）23時59分ご購入分
（レシートまたは納品書記載の購入日・注文日）

申込締切日
レシートまたは納品書に記載のご購入日・注文日から30日後まで
（最終申込締切	2019年9月3日（火）当日消印有効）
例：	6月27日（木）にご購入の場合、申込み期限は7月27日（土）となります。
 8月4日（日）にご購入の場合、申し込み期限は9月3日（火）となります。

2．お申込方法

1. 専用申込用紙に必要事項およびアンケートをご記入ください。
専用申込用紙以外の用紙やハガキ、電話、FAXではお申込でき
ません。

2. ご購入時のレシート・納品書（原本）を、専用申込用紙の所定箇
所へ貼り付けてください。
•	次の1-5の情報すべてが記載されているレシート・納品書を貼付してくだ
さい。すべてが記載されていない、あるいは不鮮明な場合は無効となります。
クレジットカードのお客様控えを同封したお申し込みは、お受け付けでき
ません。	
1. 購入日（または注文日）	
2. 購入製品名	
3. 購入金額	
4. クーポン等の割引（割引がある場合のみ）	
5. 付与されたポイント（付与ポイントがある場合のみ）
•	レシート・納品書は、原本のみ有効です。コピーの場合、お申込は無効となり
ます。レシート・納品書が他の製品の保証書を兼ねている場合に限り、コピー
でのお申し込みを受け付けします。
•	レシート・納品書に記載された購入日（注文日）が2019年6月27日（木）0時

00分－8月4日（日）23時59分のもののみ有効です。
•	レシート・納品書は、テープ等で専用申込用紙にしっかりと貼付してくださ
い。貼付がない場合は、無効となります。
•	クレジットカードで購入し、レシートにクレジットカード番号などの情報が
記載されている場合、該当部分を塗りつぶしてください。
•	レシート・納品書は返却できませんので予めご了承ください。

3. 購入製品と専用申込用紙を箱に入れ、テープ等でしっかりと梱
包してください。
•	取扱説明書を参照し、製品本体、付属品、保証書含め製品一式をご返送く
ださい。購入特典がある場合はそれらも含めてご返送ください。同梱品に
漏れがある場合は無効とし、お送りいただいた製品と書類は後日返却させ
ていただきます。
•	製品梱包箱を処分または紛失された場合は、製品一式と専用申込書が1個
口で収まる箱をご用意のうえ、ご返送ください。

4. 申込宛先へご返送ください。
•	返送時の送料はお客様ご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。

申込宛先	
〒330-0845 
埼玉県さいたま市大宮区仲町3-13-1 
住友生命大宮第2ビル5F
ダイソン「30日間お試し、返金保証キャンペーン」事務局


