
対象製品をご購入・ご使用になり、満足いただけなかった場合、ご購入日
の翌日から30日以内にお申し込みください。その後の製品返品を含めた
手続き完了の確認後、購入金額を全額返金いたします。

感動の磨き上がりに自信30日
間返金保証

■応募宛先
〒142-0063 東京都品川区荏原4-12-13

ブラウンオーラルB
「30日間返金保証キャンペーンiO」係
※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は、お受け取りいたしかねます。

■キャンペーン期間（レシート有効期間）／応募締切

キャンペーン期間：2020年10月1日（木）～2021年6月30日（水）当日ご購入分まで
※iO9に関しては予約販売期間中の購入も対象とします。

応募締切：ご購入の翌日から30日以内の消印有効
最終応募締切：2021年7月30日（金）当日消印有効

■キャンペーン問い合わせ先

ブラウンオーラルB
「感動の磨き上がりに自信 30日間返金保証キャンペーン」係
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・祝日および夏季休暇、年末年始休暇を除く）
年末年始休暇：2020年12月28日（月）～2021年1月4日（月）　夏季休暇：2021年8月12日（木）～2021年8月13日（金）
お問い合わせ対応期間：2021年9月30日（木）まで

〈製品に関するお問い合わせ〉ブラウンお客様相談室
フリーダイヤル：0120-136343　受付時間：9:00～17:30（祝日を除く月～金）
ホームページからもご相談いただけます。 http://braun-service.jp
※ご注意　電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

■応募要項
対象商品をご使用になり、万が一ご満足いただけない場合、こちらの専用応募用紙に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レシートを貼り付け、別紙の必要事項をご記
入の上、お買い上げ商品と一緒に応募宛先までご返品ください。送料はお客様ご負担とさせていただきます。

■キャンペーン対象製品 

［iO9］
iOM9.2B2.2AC BK  JAN:4210201328209 iOM9.4K1.1AD RQ  JAN:4210201328223 iOM9.4K1.4DG  RQ  JAN:4210201328247
iOM9.4K1.1AD WT  JAN:4210201328261 iOM9.2B2.0 BK  JAN:4210201328285　　  iOM9.2I1.1B WT P  JAN:4210201328308
［iO8］
iOM8.2A1.1BC WT  JAN:4210201328049 iOM8.4K1.1BD VT JAN:4210201327844 iOM8.2A1.0 WT JAN:4210201328186
［iO7］
iOM7.2A1.1BC WT JAN:4210201327820
［ジーニアスX］
D7065266XCTG JAN:6903148281871 D7065266CTG JAN:6903148281888 D7065366XCRG JAN:6903148281840 D7065266XCWT JAN:6903148281857 
D7065266XCSP JAN:4902430870108 D7065366XCTG JAN:6903148281864
［ジーニアス 10000］
D7015366XCMBK JAN:6903148265321 D7015266XCMBK JAN:6903148265499 D7015366XCMOP JAN:6903148265314 D7015266XCMOP JAN:6903148265482 
D7015366XCMK JAN:4902430823869 D7015266XCMK JAN:4902430823876 D7015266XCMRG JAN:6903148265475 D7015266XCMPK JAN:4902430828918 
［ジーニアス 9000］
D7015356XCTRG JAN:4210201180746 D7015256XCTRG JAN:4210201180753 D7015356XCTWH JAN:4210201183914 D7015256XCTWH JAN:4210201183938 
D7015356XCTMC JAN:4902430776004 D7015256XCTMC JAN:4902430776011 D7015156CBK JAN:4210201169611 D7015256CTBK JAN:6903148272794 
D7015256XCTWHC JAN:4902430844055
［ジーニアス 8000］
D7015355XCT JAN:4210201183976 D7015355XCWH JAN:4210201163008
※替えブラシは対象外です。　※P&Gジャパンが日本国内で販売した商品に限ります。 

■ご返金について
●返金の金額は42,800円+消費税額を上限とさせていただきます。対象商品のご購入時に獲得した対象商品の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
購入のレシートが貼付され、本製品購入にあたって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。●現金または普通為替にて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。●古物営業法に基づき、本人限定受取郵便にてご返金させていただきます。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。●本人限定受取郵便をお受け取りになれない場合は無効になります。●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。●現金または普通為替到着まで配送伝票控えを保管してください。●対象商品と同時にご購入された付属品等の代金は返金対象に含まれま
せん。●各販売店での延長保証等の代金は、本キャンペーンの対象外となります。

■ご注意（不備・無効となる場合）
●古物営業法・東京都青少年の健全な育成に関する条例により、18歳未満の方はご応募いただけません。●応募期限を過ぎている場合（ご購入日の翌日から31日 以上経過している場合）
は、キャンペーンの対象外となります。●製品本体のみや付属品のみ、キャンペーン対象商品以外の製品をお送りいただいた方は、ご応募対象外とさせていただきます。この場合お送りいた
だいた商品はご返却させていただきます。●必要事項に不備や虚偽があるご応募は、無
効となります。●本全額返金キャンペーンのご応募は、お一人様1台限りとさせていただき
ます。●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。●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。●
レシートのコピー貼付は無効です。レシート貼付がない場合も無効となります。●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。●古物営業法 により、お客様の
「お名前」、「生年月日」、「年齢」、「ご住所」、「電話番号」、「職業」の記入欄は必ずご記入く
ださい。記入 のないものは無効となります。●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。●お客様情
報下記にある「商品品質にご満足いただけな かった理由」のご回答がない場合は無効と
させていただきます。
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。

■個人情報の取り扱いについて
 「感動の磨き上がりに自信 30日間返金保証キャンペーン」で収集したお客様の個人情報
は、現金または普通為替発送及び個人を特定できない形に加工した統計データの作成
のみに使用します。収集されたすべての個人情報は本キャンペーンの終了後、6ヶ月以内
に適切に破棄され、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。ただし現金または普通為替発送を含むキャンペーン事務局業務
全般を代行者に委託するために、弊社は業務代行者に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、弊社から委託した
内容を超えて使用することを禁じられており、また情報を適切に取り扱います。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://www.pg.com/privacy/japanese/privacy_notice.shtml（PC専用）

ご応募いただく前に、下記の応募要項等を必ずお読みください。

※送料は応募者負担とさせていただきます。
※こちらのカタログは現金または普通為替到着まで保管してください。

応募宛先までお送りください。

※底面もテープでしっかりと固定してください。
※イラストはイメージです。

専用応募用紙に必要事項をご記入の上、レシートを貼って折ってください。

1 対象購入期間、対象製品であることをご確認ください。

2

3

※レシートのコピー貼付は無効です。レシート貼付がない場合も無効となります。
※レシートが他の商品の保証書を兼ねている場合は、そのコピーを同梱してください。

専用応募用紙

○○SHOP
2020.00.00

○○SHOP
2019.00.00

＊00000
＊00000＊00000
＊00000

ブラウン ○○○○

※イラストはイメージです。

レシート

テープ

製品箱専用応募用紙 製品一式

お買い上げになった商品の製品一式とともに、専用応募用紙を元々の製
品箱に入れ、テープ等でしっかりと固定してください。

4

●レシートが
　はがれないように
　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、
しっかりと折りたたんで
ください。

■対象商品返送の手順



「感動の磨き上がりに自信 30日間返金保証キャンペーン」専用応募用紙

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。

※ご回答がない場合は無効とさせていただきます。

※18歳未満の方はご応募いただけません。

フリガナ

ご住所

職業

都道
府県

市区
郡

性別 男・女

歳年 月 日

学生 ／ 会社員・公務員 ／ 自営業・自由業 ／ パート・アルバイト 

専業主婦 ／ 無職 ／ その他（　　　　　   　  　   　　　　　）

電話番号

お名前

該当するものに◯をしてください

ご購入店舗名

購入商品

商品品質に
ご満足いただけ
なかった理由を
教えてください。

店

購入商品名を記入してください

必須

必須

必須

必須

必須

生年月日
必須

年齢
必須

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。

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は、お受け取りいたしかねます。

※レシートのコピー貼付は無効です。レシート貼付がない場合も無効となります。
※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。　※返金の金額は42,800円+消費税額を上限とさせていただきます。
※対象商品のご購入時に獲得した対象商品の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。
※複数製品購入のレシートが貼付され、本製品購入にあたって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。

レシート有効期間：2020年10月1日（木）～2021年6月30日（水）当日ご購入分まで
※iO9に関しては予約販売期間中の購入も対象とします。

応募締切：ご購入日の翌日から30日以内の消印有効
最終応募締切：2021年7月30日（金） 当日消印有効

ここにレシートをお貼りください。 対象商品部分を○で囲んでください。

■お客様情報 ■レシート貼付欄

製品返送時に、本紙を必ず同梱してください。ご応募いただく前に、別紙の応募要項を必ずお読みください。


