
キャッシュバック対象品番・金額一覧表

区分 対象品番 キャッシュバック金額

DC-S5K ★

DC-S5 ★

S-X50

S-E2470 ☆

S-E70200 ☆

S-R24105

S-R70200

S-R70300 ☆

S-R1635 ☆

S-S24 ☆

S-S85 ☆

S-S50 ☆

S-S35 ☆

¥30,000

¥20,000

¥20,000

¥20,000

¥20,000

¥15,000

¥15,000

¥15,000

¥15,000

¥10,000

¥5,000

¥5,000

¥5,000

レンズキット

ボディ

レンズ

区分 対象品番 キャッシュバック金額

DC-GH6L ★

DC-GH6 ★

DC-GH5M2M ★

DC-GH5M2 ★

DC-G100K ★

H-X1025

H-X2550 ☆

H-NS043

H-ES50200

H-RS100400

H-E08018

H-ES12060

¥30,000

¥20,000

¥20,000

¥15,000

¥8,000

¥5,000

¥20,000

¥20,000

¥20,000

¥15,000

¥15,000

¥10,000

¥8,000

レンズキット

ボディ

レンズキット

ボディ

レンズキット

レンズ

★この商品はお取り扱い先を限定しております。一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。
☆この商品はお取り扱い先を限定しております。
●カメラのご応募は、「DC-S5K」「DC-S5」、「DC-GH6L」「DC-GH6」、「DC-GH5M2M」
「DC-GH5M2」、「DC-G100V」「DC-G100K」のいずれか各1台、最大で1モデル1台の合計
4台までとさせていただきます。

開局期間 ： 2022年11月18日（金）～2023年2月28日（火）
受付時間 ： 10：00～12：00、13：00～17：00 
　　　　　　  ＊土・日・祝日を除く
　　　　　　  ＊2022年12月28日（水）～2023年1月4日（水）まで休業

年末・年始キャッシュバックキャンペーン事務局
キャンペーンに関するお問い合わせ

本キャンペーンのご応募は郵送にて受付けます

・必要書類に不備（不足・改ざんなど）がある場合。または書類の内容がはっきりと確認できない場合。
・購入日（注文日）、応募日がキャンペーン期間外の場合。  
・ご応募された方の住所・転居先が不明などの理由でお届けできない場合。
・購入者本人以外の方からの代行のご応募。（販売店代行も含む）
・ご応募いただいた情報に「偽名」や「偽の住所」が判明した場合。
※郵送の際、投函日に消印が押されない場合がありますのでお早めにご応募ください。
※不正応募が判明した場合は、しかるべき措置をとらせていただく場合があります。
※レシート型保証書の紛失についてはご購入店にご相談ください。

● 本キャンペーンは、実際に対象商品を所有し、利用されるために購入されたお客様限定のキャン
ペーンです。

● 対象商品は、2022年11月18日（金）～ 2023年1月15日（日）に日本国内のパナソニック家電
製品正規取扱店にてお買い上げいただいた新品のみとなります。ネットオークションなどの個人
売買、譲渡品や中古品は対象外となります。

● ご応募は、日本国内で郵送により「振替払出証書」のお受け取りが可能な、日本国内に在住の方に限ら
せていただきます。

● 「振替払出証書」の受領は、ご購入者（ご応募者）のみが対象です。それ以外の第三者による代
理受領、第三者宛への発送要請、権利委譲はいかなる場合も一切お断りいたします。

● キャンペーン期間中にお一人様、1回のみのご応募に限らせていただきます。
● カメラのご応募は、「DC-S5K」「DC-S5」、「DC-GH6L」「DC-GH6」、「DC-GH5M2M」「DC-GH5M2」、
「DC-G100V」「DC-G100K」のいずれか各1台、最大で1モデル1台の合計4台までとさせていただ
きます。

● カメラのみおよび、レンズのみのご応募も可能です。
● 対象商品を2点以上ご購入の場合、別日・別店舗でも構いませんが、ご応募は1回にまとめて
お申し込みください。

● レンズキットの付属レンズは、「交換レンズとしてのキャッシュバック」とはみなされず、レンズキッ
ト本体としてのキャッシュバック金額が適用されます。

● 同一品番の対象レンズを複数ご購入の場合、キャッシュバック対象はそのうちの1本になります。
● 各シリーズごとに対象レンズを2本以上ご購入の場合でも、同時購入のキャッシュバックはそれぞ
れ最大10,000円になります。

● ご応募方法は、郵送のみとなります。
● 郵送の際は、お客様ご自身でご用意いただいた封筒に、専用応募台紙と必要書類を同封してください。
● 専用応募台紙はWEBサイトからダウンロードの上、ご使用ください。
● ご応募受付完了後の対象商品の変更・追加はできません。
● ご応募いただいた書類は一切返却いたしません。お客様自身でコピーをお取りいただきお申し込
みください。

● ご応募の際の郵送料などはお客様負担になりますのでご了承ください。また、郵送料については
郵便局にて必ずご確認ください。

● ご応募の際の郵送中の紛失・事故等による応募書類の期限内未到着については、その責任を
負いかねますのでご了承ください。

● 以下の場合は、お客様に連絡することなく無効とさせていただく場合がありますのでご了承ください。

ご応募に関する注意事項

個人情報のお取り扱いについて

● ご応募いただいたお客様に対し、事務局から電話などによる確認のご連絡をさせていただく場合がございます。
● キャンペーンの内容は、予告なく変更、終了する場合がございます。

❶会社名および個人情報保護管理者：パナソニック株式会社 コンシューマーマーケティング ジャパン本部 個人情報保護
管理者 ❷個人情報の利用目的：物品の発送（当選賞品発送） ❸個人情報の第三者提供について：取得した個人情報は、法
律上許されている場合を除き、お客様の同意無しに第三者に提供することはありません ❹個人情報の取扱の委託につい
て：取得した個人情報の取扱の全部又は一部を、上記利用目的に必要な範囲において委託することがあります ❺開示対
象個人情報の開示等および問い合わせ窓口について：ご本人からの求めにより、当社が保有する開示対象個人情報の、利
用目的の通知、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去（「開示等」といいます）に応じます ❻開示等に応じる
窓口は下記となります：年末・年始キャッシュバックキャンペーン事務局 電話番号：045-479-9300 ❼本キャンペーンに応
募申請いただいた時点で、個人情報の取扱に同意・承認いただいたものといたします

045-479-9300

パナソニック家電製品
正規取扱店はこちら

パナソニック家電製品正規取扱店からの
購入に限ります
※デジタルカメラは取り扱いがない店舗もございます。

DC-G100V ★
（トライポッドグリップ付属）

●2022年11月18日（金）～20２3年1月15日（日）に対象商品をお買い上げいただいたお客様が対象となります。
●キャンペーン期間中にお一人様、1回のみのご応募に限らせていただきます。●対象商品についての詳細は、
本チラシの「ご応募に関する注意事項」をご覧ください。●カメラのみおよび、レンズのみのご応募
も可能です。●ご応募方法は、郵送のみとなります。●キャンペーン内容は、予告なく変更、終了
する場合がございます。●このチラシの記載内容は、2022年10月24日現在のものです。

応募締切:2023年1月31日（火） 消印有効

2022年11月18日（金）～2023年1月15日（日）
キャンペーン対象商品 ご購入期間

キャッシュバックキャンペーン
年末・年始

※各シリーズごとに対象レンズを2本以上ご購入の場合でも、同時購入のキャッシュバックはそれぞれ最大10,000円になります。

さらに！各シリーズごとにカメラとレンズ同時購入※で
キャッシュ
バック （カメラ＋レンズ1本）

（カメラ＋レンズ2本以上）

￥5,000＋
キャッシュ
バック￥10,000＋

※パナソニック家電製品正規取扱店からの購入に限ります。

https://panasonic.jp/dc/campaign/campaign2022.html
年末・年始キャッシュバックキャンペーン



ご応募方法

お申し込みから換金までの流れ

振替払出証書を換金3STEP3

必要書類をご準備ください1STEP1

キャンペーンに応募2STEP2
●製品箱からバーコード部分を箱ごと切り取り、ご準備ください。
●切り取りの際はケガなどにご注意ください。

対象商品の製品箱の「バーコード部分」 の切り取り
（コピーは無効となります）

必要書類②

必要書類①

対象商品の「品番」「製造番号」「購入日付」が証明できる
「製品保証書」のコピー
●販売店名印（購入日付入り）が押印済の保証書のコピーをご準備ください。
【販売店名印（購入日付入り）がない保証書の場合】
●保証書のコピー＋販売店発行のレシート型の製品保証書のコピーをご準備ください。
●原本はお手元で保管してください。

上記サイトから専用応募台紙をダウンロードの上
印刷いただき、STEP1の必要書類①②を貼り付けて、
年末・年始キャッシュバックキャンペーン事務局宛に
ご郵送ください。
●郵送の際は、お客様ご自身でご用意いただいた封筒に、
　専用応募台紙と必要書類を同封してください。

キャンペーンサイトへアクセス
https://panasonic.jp/dc/campaign/campaign2022.html

※「振替払出証書」と公的書類（免許証・保険証等）・印鑑をご持参ください。

●普通郵便・緑色の封筒（約2ヶ月後）

ゆうちょ銀行 お客様❶

ゆうちょ銀行
または郵便局窓口お客様❷

「振替払出証書」が届きます。

有効期限内に、お近くのゆうちょ銀行または
郵便局の窓口にて換金してください。

パナソニック家電製品正規取扱店からの購入であることをご確認ください。

※各シリーズごとに対象レンズを2 本以上ご購入の場合でも、同時購入のキャッシュバックはそれぞれ最大10,000 円になります。●キャンペーン期間中の購入なら同時購入の対象になります。
★この商品はお取り扱い先を限定しております。一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。 ☆この商品はお取り扱い先を限定しております。
●LEICA／ライカはライカマイクロシステムIR GmbHの登録商標です。 ●LUMIX S PROレンズは、ライカカメラ社の品質基準に基づき、ライカカメラ社が認定した測定機器と品質保証システムによって生産されています。 

年末・年始
キャッシュバックキャンペーン

2022年11月18日（金）
～2023年1月15日（日）

対象商品
購入期間

応募締切

キャッシュバックの
組み合わせ一例 ＋ ＋ ＋ ＋ = ¥95,000

CASH BACK!!

¥30,000
CASH BACK

DC-S5K

¥20,000
CASH BACK

H-X1025

¥10,000
CASH BACK

2023年1月31日（火）消印有効

Gシリーズ・Sシリーズ
カメラ各1台＋レンズ各1本で
追加キャッシュバック

¥5,000
CASH BACK

S-S50

¥30,000
CASH BACK

DC-GH6L

DC-GH6L ★ DC-GH6 ★

H-NS043

H-ES50200

DC-GH5M2 ★

H-RS100400 H-E08018

¥15,000 CASH
BACK

¥30,000 CASH
BACK

¥15,000 CASH
BACK

¥20,000 CASH
BACK

¥8,000 CASH
BACK

DC-GH5M2M ★

DC-G100K ★

¥20,000 CASH
BACK

¥5,000 CASH
BACK

¥10,000 CASH
BACK ¥8,000 CASH

BACK

DC-G100V ★

H-X1025 H-X2550 ☆

¥20,000 CASH
BACK

H-ES12060

S-E2470 ☆S-X50 S-E70200 ☆

S-R70300 ☆

DC-S5K ★

¥30,000 CASH
BACK ¥20,000 CASH

BACK

¥15,000 CASH
BACK¥20,000 CASH

BACK

¥10,000 CASH
BACK¥15,000 CASH

BACK

S-R24105

S-R1635 ☆S-R70200

S-S24 ☆

S-S85 ☆ S-S50 ☆ S-S35 ☆

DC-S5 ★

¥5,000 CASH
BACK



お手数をおかけしますが、是非、ご協力お願いいたします。

ご意見・ご要望などありましたら自由にお書きください。

性別　A. 男性　　B. 女性　　C. （　　　　　）

年齢　A. 19歳以下　 B. 20～24歳　 C. 25～29歳　
　　　D. 30～34歳　E. 35～39歳　F. 40～49歳　

　　　G. 50～59歳　H. 60歳以上

② DC-S5

⑥ DC-GH5M2

③ DC-GH6L

⑦ DC-G100V

④ DC-GH6

⑧ DC-G100K

① DC-S5K

⑤ DC-GH5M2M

② S-E2470

⑥ S-R70300

⑩ S-S50

⑭ H-NS043

⑱ H-ES12060

③ S-E70200

⑦ S-R1635

⑪ S-S35

⑮ H-ES50200

④ S-R24105

⑧ S-S24

⑫ H-X1025

⑯ H-RS100400

① S-X50

⑤ S-R70200

⑨ S-S85

⑬ H-X2550

⑰ H-E08018

A. 当社デジタルカメラからの買い替え・買い増し　

   品 番 （　　　　　　　 ）

B. 他社デジタルカメラからの買い替え・買い増し

   メーカー （　　　　　　　 ）　品 番（　　　　　　 　   ）

   メーカー （　　　　　　　 ）　品 番（　　　　　　 　   ）

C. シネマカメラからの買い替え・買い増し

   メーカー （　　　　　　　 ）　品 番（　　　　　　 　   ）

   メーカー （　　　　　　　 ）　品 番（　　　　　　 　   ）

D. ビデオカメラからの買い替え・買い増し

   メーカー （　　　　　　　 ）　品 番（　　　　　　 　   ）

E. 新規購入   

Q1 お客様のプロフィール

Q2 ご購入のデジタル一眼は何ですか？

Q3 ご購入のレンズは何ですか？

Q4 上記カメラ、レンズの主なご購入理由（複数選択可）

Ａ. 映像制作の仕事用途
　 主に使用するお仕事の内容（　　　 　　　　　　　　 　　 　）

Ｂ. 映像制作の勉強用途

Ｃ. 映像制作の趣味用途

Ｄ. ビデオグラファーとしての映像制作用途

Ｅ. YouTubeなどのSNSでの動画発信用途

Ｆ. 写真撮影の用途
　 主に使用する写真撮影のジャンル（　　 　　　　　　　　　 　）

G. 映像制作・写真撮影、両方の用途

　映像用途と写真用途の割合（　　　　　：　　　　　）

Q5 左記カメラ、レンズの用途（複数選択可）

建物名・部屋番号など、正確にご記入ください。

●楷書でハッキリとご記入ください。

ご住所

都 道
府 県

市
郡

区
町
村

お名前

TEL

Eメール
アドレス

〒

フリガナ

フリガナ

（　　　　　　）　　　　　

※は必須ではありません。

※

お客様情報をご記入ください。

専用応募台紙

お客さま情報・アンケートをご記入の上、
必要書類と一緒に封筒に入れてください。

アンケートご協力のお願い



キ
リ
ト
リ
線

保証書のりしろ

下記の通り必要書類を貼り付け、封筒に入れてください。

バーコードのりしろ

ここに「カメラの製品保証書」のコピーを
貼り付けてください。

ここに「カメラ製品箱のバーコード部分」を
はがれないように貼り付けてください。

専用応募台紙（カメラ保証書・バーコード）

●バーコードの貼り方

製品箱のバーコード部分すべてを貼り付けて
ください。

●製品保証書のコピーの貼り方

上図のように、保証書のコピーの端にのり付けをし
て縦に貼り付けてください。

●専用応募台紙が足りない場合はお手数ですが、コピーまたはダウンロードしてお使いください。

送付先

必要書類を　　　　　　　　  に貼り付け、お客様ご自身でご用意いただいた封筒に入れてご郵送ください。専用応募台紙

〒224-0057　神奈川県横浜市都筑区川和町268番地

株式会社ワイ・ビー・エス内「年末･年始キャッシュバックキャンペーン事務局」

■以下3点について必要書類に不備はありませんか？

□製品保証書のコピー（購入日付・販売店名印入り）
   もしくは、製品保証書のコピー（販売店名印無し）＋
   販売店で発行する保証書やレシート型保証書のコピー
    （品番・製造番号・購入日付・店名が証明できるもの）
    （パナソニック家電製品正規取扱店でのご購入であること）

□製品箱のバーコード部分（コピーは無効）
□お名前・ご住所・電話番号のご記入

再度お確かめの上、
お客様ご自身でご用意いただいた封筒に入れて
ご郵送ください。

パナソニック家電製品正規取扱店はこちら

キ
リ
ト
リ
線

保証書のりしろ

下記の通り必要書類を貼り付け、封筒に入れてください。

バーコードのりしろ

ここに「カメラの製品保証書」のコピーを
貼り付けてください。

ここに「カメラ製品箱のバーコード部分」を
はがれないように貼り付けてください。

専用応募台紙（カメラ保証書・バーコード）

●バーコードの貼り方

製品箱のバーコード部分すべてを貼り付けて
ください。

●製品保証書のコピーの貼り方

上図のように、保証書のコピーの端にのり付けをし
て縦に貼り付けてください。

●専用応募台紙が足りない場合はお手数ですが、コピーまたはダウンロードしてお使いください。

送付先

必要書類を　　　　　　　　  に貼り付け、お客様ご自身でご用意いただいた封筒に入れてご郵送ください。専用応募台紙

〒224-0057　神奈川県横浜市都筑区川和町268番地

株式会社ワイ・ビー・エス内「年末･年始キャッシュバックキャンペーン事務局」

■以下3点について必要書類に不備はありませんか？

□製品保証書のコピー（購入日付・販売店名印入り）
   もしくは、製品保証書のコピー（販売店名印無し）＋
   販売店で発行する保証書やレシート型保証書のコピー
    （品番・製造番号・購入日付・店名が証明できるもの）
    （パナソニック家電製品正規取扱店でのご購入であること）

□製品箱のバーコード部分（コピーは無効）
□お名前・ご住所・電話番号のご記入

再度お確かめの上、
お客様ご自身でご用意いただいた封筒に入れて
ご郵送ください。

パナソニック家電製品正規取扱店はこちら
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保証書のりしろ

下記の通り必要書類を貼り付け、封筒に入れてください。

バーコードのりしろ

ここに「カメラの製品保証書」のコピーを
貼り付けてください。

ここに「カメラ製品箱のバーコード部分」を
はがれないように貼り付けてください。

専用応募台紙（カメラ保証書・バーコード）

●バーコードの貼り方

製品箱のバーコード部分すべてを貼り付けて
ください。

折り曲げる

のり付け

●製品保証書のコピーの貼り方

上図のように、保証書のコピーの端にのり付けをし
て縦に貼り付けてください。

貼り付け

●専用応募台紙が足りない場合はお手数ですが、コピーまたはダウンロードしてお使いください。

送付先

必要書類を　　　　　　　　  に貼り付け、お客様ご自身でご用意いただいた封筒に入れてご郵送ください。専用応募台紙

〒224-0057　神奈川県横浜市都筑区川和町268番地

株式会社ワイ・ビー・エス内「年末･年始キャッシュバックキャンペーン事務局」

■以下3点について必要書類に不備はありませんか？

□製品保証書のコピー（購入日付・販売店名印入り）
   もしくは、製品保証書のコピー（販売店名印無し）＋
   販売店で発行する保証書やレシート型保証書のコピー
    （品番・製造番号・購入日付・店名が証明できるもの）
    （パナソニック家電製品正規取扱店でのご購入であること）

□製品箱のバーコード部分（コピーは無効）
□お名前・ご住所・電話番号のご記入

再度お確かめの上、
お客様ご自身でご用意いただいた封筒に入れて
ご郵送ください。

パナソニック家電製品正規取扱店はこちら



キ
リ
ト
リ
線

保証書のりしろ

下記の通り必要書類を貼り付け、封筒に入れてください。

バーコードのりしろ

ここに「レンズの製品保証書」のコピーを
貼り付けてください。

ここに「レンズ製品箱のバーコード部分」を
はがれないように貼り付けてください。

専用応募台紙（レンズ保証書・バーコード）

●バーコードの貼り方

製品箱のバーコード部分すべてを貼り付けて
ください。

●製品保証書のコピーの貼り方

上図のように、保証書のコピーの端にのり付けをし
て縦に貼り付けてください。

●専用応募台紙が足りない場合はお手数ですが、コピーまたはダウンロードしてお使いください。

送付先

必要書類を　　　　　　　　  に貼り付け、お客様ご自身でご用意いただいた封筒に入れてご郵送ください。専用応募台紙

〒224-0057　神奈川県横浜市都筑区川和町268番地

株式会社ワイ・ビー・エス内「年末･年始キャッシュバックキャンペーン事務局」

■以下3点について必要書類に不備はありませんか？

□製品保証書のコピー（購入日付・販売店名印入り）
   もしくは、製品保証書のコピー（販売店名印無し）＋
   販売店で発行する保証書やレシート型保証書のコピー
    （品番・製造番号・購入日付・店名が証明できるもの）
    （パナソニック家電製品正規取扱店でのご購入であること）

□製品箱のバーコード部分（コピーは無効）
□お名前・ご住所・電話番号のご記入

再度お確かめの上、
お客様ご自身でご用意いただいた封筒に入れて
ご郵送ください。

パナソニック家電製品正規取扱店はこちら

キ
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線

保証書のりしろ

下記の通り必要書類を貼り付け、封筒に入れてください。

バーコードのりしろ

ここに「レンズの製品保証書」のコピーを
貼り付けてください。

ここに「レンズ製品箱のバーコード部分」を
はがれないように貼り付けてください。

専用応募台紙（レンズ保証書・バーコード）

●バーコードの貼り方

製品箱のバーコード部分すべてを貼り付けて
ください。

●製品保証書のコピーの貼り方

上図のように、保証書のコピーの端にのり付けをし
て縦に貼り付けてください。

貼り付け

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

●専用応募台紙が足りない場合はお手数ですが、コピーまたはダウンロードしてお使いください。

送付先

必要書類を　　　　　　　　  に貼り付け、お客様ご自身でご用意いただいた封筒に入れてご郵送ください。専用応募台紙

〒224-0057　神奈川県横浜市都筑区川和町268番地

株式会社ワイ・ビー・エス内「年末･年始キャッシュバックキャンペーン事務局」

■以下3点について必要書類に不備はありませんか？

□製品保証書のコピー（購入日付・販売店名印入り）
   もしくは、製品保証書のコピー（販売店名印無し）＋
   販売店で発行する保証書やレシート型保証書のコピー
    （品番・製造番号・購入日付・店名が証明できるもの）
    （パナソニック家電製品正規取扱店でのご購入であること）

□製品箱のバーコード部分（コピーは無効）
□お名前・ご住所・電話番号のご記入

再度お確かめの上、
お客様ご自身でご用意いただいた封筒に入れて
ご郵送ください。

パナソニック家電製品正規取扱店はこちら

キ
リ
ト
リ
線

保証書のりしろ

下記の通り必要書類を貼り付け、封筒に入れてください。

バーコードのりしろ

ここに「レンズの製品保証書」のコピーを
貼り付けてください。

ここに「レンズ製品箱のバーコード部分」を
はがれないように貼り付けてください。

専用応募台紙（レンズ保証書・バーコード）

●バーコードの貼り方

製品箱のバーコード部分すべてを貼り付けて
ください。

●製品保証書のコピーの貼り方

上図のように、保証書のコピーの端にのり付けをし
て縦に貼り付けてください。

●専用応募台紙が足りない場合はお手数ですが、コピーまたはダウンロードしてお使いください。

送付先

必要書類を　　　　　　　　  に貼り付け、お客様ご自身でご用意いただいた封筒に入れてご郵送ください。専用応募台紙

〒224-0057　神奈川県横浜市都筑区川和町268番地

株式会社ワイ・ビー・エス内「年末･年始キャッシュバックキャンペーン事務局」

■以下3点について必要書類に不備はありませんか？

□製品保証書のコピー（購入日付・販売店名印入り）
   もしくは、製品保証書のコピー（販売店名印無し）＋
   販売店で発行する保証書やレシート型保証書のコピー
    （品番・製造番号・購入日付・店名が証明できるもの）
    （パナソニック家電製品正規取扱店でのご購入であること）

□製品箱のバーコード部分（コピーは無効）
□お名前・ご住所・電話番号のご記入

再度お確かめの上、
お客様ご自身でご用意いただいた封筒に入れて
ご郵送ください。

パナソニック家電製品正規取扱店はこちら

折り曲げる

のり付け


