応募封筒

←左側を応募封筒として利用ください

WEBでも応募できる！

①キリトリ線に沿って切り取ってください。
②必要事項（2枚目）の記載の上、必要書類とあわせて、応募封筒（1枚目）に
同封し、3辺をテープでしっかり閉じて、切手を貼り投函ください。

【WEBの場合】2021年5月10日
（月）23：59まで
パソコンまたはスマートフォンで下記サイトからご応募ください。

キャッシュバックキャンペーンサイト
https://panasonic.jp/range/cb2102.html

詳しくはコチラ

● お申し込みから換金までの流れ

WEBサイトまたは郵送にてお申し込みください。

お客様

事務局

ゆうちょ銀行

お客様

お客様

ゆうちょ銀行
または郵便局窓口

STEP 2
「振替払出証書」が届きます。
●普通郵便・緑色の封筒（約2ヶ月後）

パナソニック スチームオーブンレンジ
キャッシュバックキャンペーン事務局 行

STEP 3
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。

※「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。

オーブンレンジ

NE-BS2700/NE-CBS2700のご購入・ご応募で
もれなく
全員に

STEP 1
（郵送の場合）
※必要書類について詳しくは裏面をご覧ください。
※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。

パナソニック

キャッシュバックキャンペーン
焼く・煮 る・蒸 す・揚 げるが 、
これ 一 台 。

ア ン ケ ート に ご 回 答 く だ さ い
ご購入時に当社以外でレンジのご購入を検討した
メーカーはございましたか？１つだけ をつけてください。
①パナソニック

②シャープ

③東芝

④日立

⑤その他

ご購入を決定する際に本キャンペーンはどの程度
影響しましたか？１つだけ をつけてください。

《対象商品》
スチームオーブンレンジ

①とても影響した
（キャンペーンがなければ買わなかった）

ご応募の前にもう一度ご確認ください
品番・製造番号が記載された保証書のコピーを同封
購入レシートのコピーを同封
必要事項の記入

2021年5月10日
（月）消印有効

②少し影響した
（キャンペーンを知って、購入欲が高まった）

NE-BS2700/NE-CBS2700

③影響しなかった
（キャンペーンには特に魅力を感じなかった）

本キャンペーンをどこでお知りになりましたか？
該当するものをすべて をつけてください。
①パナソニックホームページ

②販売店の店頭

③販売店のホームページ

⑤TVCM

⑤SNS

⑥その他

アンケートにご協力いただきまして、
ありがとうございました。

キャンペーン対象商品 ご購入期間

2 10日（水）〜2021年4月22日（木）

2021年 月

応募締切：2021年5月10日
（月）消印有効

点線に沿って切り取ってください

応募要項
期間中に対象商品をご購入の上、
ご応募いただいた
お客様全員にもれなく10,000円キャッシュバック！

対象商品

お客様情報

商品情報
購 入日

お名 前

スチームオーブンレンジ
NE-BS2700/NE-CBS2700

応募方法

【郵送の場合】2021年5月10日
（月）消印有効

電話番号

WEBでも応募できる！
【WEBの場合】2021年5月10日
（月）23：59まで

月

日

購入店名

本リーフレット
（専用応募封筒）に必要事項を明記、必要書類を同封の上、
ご応募ください。
応募にかかる郵送などの料金はお客様のご負担となりますので、
ご了承ください。

2021年

パソコンまたはスマートフォンで下記サイトからご応募ください。

詳しくはコチラ

番
製造番号

性 別

年 齢

① 必要事項をご記入の上、キリトリ線に
沿って切り離します。
② 品番・製造番号が記載された保証書
（商品同梱）のコピーを同封してください。

受付期間：2021年2月10日
（水）〜2021年5月31日
（月）

※お送り頂いた書類は返却できませんので必ずコピーでご応募ください。

受付時間：10:00〜18:00
この用紙を保管していただくと、お問い合わせの際に便利です。

※製造番号は保証書に記載がございます

必要書類

③ 購入レシートのコピーを同封してください。

※土・日・祝日を除く

NE-CBS2700

申込手順

パナソニック スチームオーブンレンジキャッシュバックキャンペーン事務局

☎ 03−6629−8484

NE-BS2700

所

キャンペーンに関するお問い合わせ

住

注意事項
必要事項や書類に不備がある場合は事務局よりお電話またはお手紙でご連絡をさせていただき
ますが、以下の場合は、
『ご応募された方に連絡することなく無効』にさせていただくことがあります
のでご了承ください。•購入日（注文日）、申込日がキャンペーン期間外の場合 •対象品番以外の場
合 •ご氏名、
ご住所、同一品番による重複したご応募 •ご記入いただいた住所、電話番号にてご連
絡が取れない場合 •その他当社が不正な応募と判断した場合（不正が発覚した場合、今後当社の
キャンペーンにはご応募できなくなります） 本キャンペーンへのご応募は、一商品につきお一人様
一回限りとさせていただきます。 本キャンペーンは、実際に商品をご使用（所有）されるお客様
が、日本国内の販売店で指定期間中に直接購入された新品のみが対象になります。
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。 転売目的のご購入は無効とさせていた
だきます。 ご応募は、日本国内に在住し、郵便物・宅配物の受け取りが可能な方に限らせていた
だきます。 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ず返送された等の理
由で賞品発送後2カ月を経過しても賞品のお届けが完了しない場合は、当社はご応募された方が賞
品を受け取る権利を放棄されたものとみなさせていただきます。 お預かりした個人情報は、賞品
の発送に使用させていただきます。お客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示、提供する
ことはありません(法令などにより開示を求められた場合を除く）。キャンペーン終了後、当社の定め
る規定に基づき、すべて消去します。パナソニックの「個人情報保護方針」につきましてはホームペー
ジ（https://www.panasonic.com/jp/privacy-policy.html）をご覧ください。 本キャンペー
ま
ンは、予告なく変更・終了する場合がございます。 パナソニックグループの社員および関係者、
たその家族の方のご応募はご遠慮ください。
【郵便為替について】 •応募受付後、約2カ月で賞品として本キャンペーンにて定められた額の「振
替払出証書」を普通郵便にてお送りいたします。なお、手続き・輸送等の事情により多少の遅れが生
じる場合があります。 •振替払出証書がお手元に届きましたら、お近くの郵便局にて換金してくださ
い。 •お送りする振替払出証書には有効期限があります。期限を過ぎますと払い戻しできなくなりま
す。券面をご確認の上、お早めに換金してください。 •有効期限を過ぎた振替払出証書の交換・換
金等には当社は一切応じられませんので、あらかじめご了承ください。 •振替払出証書の紛失や記
載ミスなどの場合は、いかなる理由があっても再発行はいたしません。 •振替払出証書の換金はご
応募された方が行っていただくようお願いいたします。なお、第三者へ譲渡され、
もし問題が発生した
場合には当社は一切応じられませんので、あらかじめご了承ください。

ご

為替の発送はご応募から発送まで約2カ月かかります

品

キャッシュバックキャンペーンサイト
https://panasonic.jp/range/cb2102.html

④ 封筒3辺のふちをテープでしっかりと閉じてください。

品番・製造番号が記載された保証書のコピー
購入レシートのコピー
※購入日・購入品番・購入店名が確認できるレシート

購入日・品番・購入店が 記載され、内容が 確認できる購入履
歴画面・メール本文などをプリントアウトしたものとメーカー
保証書のコピーをあわせて同封してください。
販売店の会員番号やポイント等の情報はマジック等で塗りつぶして送付ください。
保証書は必ずコピーを同封し、原本はお手元で保管してください。

点線に沿って切り取ってください

プリントアウトした応募封筒を使用して応募する場合

❶キリトリ線に沿って切り取る

応募封筒

キャッシュバックキャンペーンサイト

⑥その他

必要事項の記入

2021年5月10日
（月）消印有効

❻応募封筒の3辺のふちを
テープでしっかり閉じる

応募封筒

③ 購入レシートのコピーを同封してください。

受付期間：2021年2月10日
（水）〜2021年5月31日
（月）

※お送り頂いた書類は返却できませんので必ずコピーでご応募ください。

④ 封筒3辺のふちをテープでしっかりと閉じてください。

☎ 03−6629−8484

受付時間：10:00〜18:00

購入レシートのコピー
※購入日・購入品番・購入店名が確認できるレシート

購入日・品番・購入店が記載され、内容が 確認できる購入履
歴 画 面・メール 本 文 などをプ リントア ウトしたも のとメー
カー保証書のコピーをあわせて同封してください。
販売店の会員番号やポイント等の情報はマジック等で塗りつぶして送付ください。
保証書は必ずコピーを同封し、原本はお手元で保管してください。

この用紙を保管していただくと、お問い合わせの際に便利です。

品番・製造番号が記載された保証書のコピー

① 必要事項をご記入の上、キリトリ線に
沿って切り離します。

購入レシートのコピー
※購入日・購入品番・購入店名が確認できるレシート

② 品番・製造番号が記載された保証書
（商品同梱）のコピーを同封してください。
③ 購入レシートのコピーを同封してください。
④ 封筒3辺のふちをテープでしっかりと閉じてください。
※お送り頂いた書類は返却できませんので必ずコピーでご応募ください。

購入日・品番・購入店が記載され、内容が 確認できる購入履
歴 画 面・メール 本 文 などをプ リントア ウトしたも のとメー
カー保証書のコピーをあわせて同封してください。
販売店の会員番号やポイント等の情報はマジック等で塗りつぶして送付ください。
保証書は必ずコピーを同封し、原本はお手元で保管してください。

点線に沿って切り取ってください

STEP 4 確認事項をチェックして 切手を貼って投函
❼最後に確認事項をチェックして切手を貼って投函する

応募封筒

必要書類

必要書類

品番・製造番号が記載された保証書のコピー

② 品番・製造番号が記載された保証書
（商品同梱）のコピーを同封してください。

キャンペーンに関するお問い合わせ

※土・日・祝日を除く

アンケートにご協力いただきまして、
ありがとうございました。

申込手順

必要書類

パナソニック スチームオーブンレンジキャッシュバックキャンペーン事務局

応募封筒

切手

●保証書のコピー

●購入レシートのコピー

POST
パナソニック スチームオーブンレンジ
キャッシュバックキャンペーン事務局 行

ご応募の前にもう一度ご確認ください

ご応募の前にもう一度ご確認ください

品番・製造番号が記載された保証書のコピーを同封

品番・製造番号が記載された保証書のコピーを同封

購入レシートのコピーを同封

購入レシートのコピーを同封

必要事項の記入

必要事項の記入

2021年5月10日
（月）消印有効

必要事項（2枚目）

パナソニック スチームオーブンレンジ
キャッシュバックキャンペーン事務局 行

2021年5月10日
（月）消印有効

パナソニック スチームオーブンレンジ
キャッシュバックキャンペーン事務局 行

ご応募の前にもう一度ご確認ください
品番・製造番号が記載された保証書のコピーを同封
購入レシートのコピーを同封
必要事項の記入

2021年5月10日
（月）消印有効

性別

⑤SNS

品番・製造番号が記載された保証書のコピーを同封
購入レシートのコピーを同封

年齢

⑤TVCM

所

②販売店の店頭

申込手順

① 必要事項をご記入の上、キリトリ線に
沿って切り離します。

住

本キャンペーンをどこでお知りになりましたか？
該当するものをすべて をつけてください。

NE-CBS2700

ご

ご応募の前にもう一度ご確認ください

③影響しなかった
（キャンペーンには特に魅力を感じなかった）

応募封筒に必要事項と必要書類を同封する

❺必要事項と必要書類を同封する

電話番号

2021年5月10日
（月）消印有効

アンケートにご協力いただきまして、
ありがとうございました。

お名 前

応募締切：2021年5月10日
（月）消印有効

②少し影響した
（キャンペーンを知って、購入欲が高まった）

①パナソニックホームページ
③販売店のホームページ

NE-BS2700

製造番号

必要事項の記入

番

⑥その他

品番・製造番号が記載された保証書のコピーを同封
購入レシートのコピーを同封

2 10日（水）〜2021年4月22日（木）

品

⑤SNS

ご応募の前にもう一度ご確認ください

キャンペーン対象商品 ご購入期間
2021年 月

日

購入店名

⑤TVCM

月

※製造番号は保証書に記載がございます

性別

②販売店の店頭

※製造番号は保証書に記載がございます

申込手順

年齢

本キャンペーンをどこでお知りになりましたか？
該当するものをすべて をつけてください。

①とても影響した
（キャンペーンがなければ買わなかった）

NE-BS2700/NE-CBS2700

③影響しなかった
（キャンペーンには特に魅力を感じなかった）

お客様情報

2021年

所

②少し影響した
（キャンペーンを知って、購入欲が高まった）

①パナソニックホームページ
③販売店のホームページ

ご購入を決定する際に本キャンペーンはどの程度
影響しましたか？１つだけ をつけてください。

《対象商品》
スチームオーブンレンジ

NE-CBS2700

住

④日立

⑤その他

NE-BS2700

ご

②シャープ

③東芝

注意事項

性別

①パナソニック

④日立

詳しくはコチラ

為替の発送はご応募から発送まで約2カ月かかります

必要事項や書類に不備がある場合は事務局よりお電話またはお手紙でご連絡をさせていただき
ますが、以下の場合は、
『ご応募された方に連絡することなく無効』にさせていただくことがあります
のでご了承ください。•購入日（注文日）、申込日がキャンペーン期間外の場合 •対象品番以外の場
合 •ご氏名、
ご住所、同一品番による重複したご応募 •ご記入いただいた住所、電話番号にてご連
絡が取れない場合 •その他当社が不正な応募と判断した場合（不正が発覚した場合、今後当社の
キャンペーンにはご応募できなくなります） 本キャンペーンへのご応募は、一商品につきお一人様
一回限りとさせていただきます。 本キャンペーンは、実際に商品をご使用（所有）されるお客様
が、日本国内の販売店で指定期間中に直接購入された新品のみが対象になります。
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。 転売目的のご購入は無効とさせていた
だきます。 ご応募は、日本国内に在住し、郵便物・宅配物の受け取りが可能な方に限らせていた
だきます。 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ず返送された等の理
由で賞品発送後2カ月を経過しても賞品のお届けが完了しない場合は、当社はご応募された方が賞
品を受け取る権利を放棄されたものとみなさせていただきます。 お預かりした個人情報は、賞品
の発送に使用させていただきます。お客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示、提供する
ことはありません(法令などにより開示を求められた場合を除く）。キャンペーン終了後、当社の定め
る規定に基づき、すべて消去します。パナソニックの「個人情報保護方針」につきましてはホームペー
ジ（https://www.panasonic.com/jp/privacy-policy.html）をご覧ください。 本キャンペー
ンは、予告なく変更・終了する場合がございます。 パナソニックグループの社員および関係者、
ま
たその家族の方のご応募はご遠慮ください。
【郵便為替について】 •応募受付後、約2カ月で賞品として本キャンペーンにて定められた額の「振
替払出証書」を普通郵便にてお送りいたします。なお、手続き・輸送等の事情により多少の遅れが生
じる場合があります。 •振替払出証書がお手元に届きましたら、お近くの郵便局にて換金してくださ
い。 •お送りする振替払出証書には有効期限があります。期限を過ぎますと払い戻しできなくなりま
す。券面をご確認の上、お早めに換金してください。 •有効期限を過ぎた振替払出証書の交換・換
金等には当社は一切応じられませんので、あらかじめご了承ください。 •振替払出証書の紛失や記
載ミスなどの場合は、いかなる理由があっても再発行はいたしません。 •振替払出証書の換金はご
応募された方が行っていただくようお願いいたします。なお、第三者へ譲渡され、
もし問題が発生した
場合には当社は一切応じられませんので、あらかじめご了承ください。

年齢

ア ン ケ ート に ご 回 答 く だ さ い

②シャープ

③東芝

STEP 3

ゆうちょ銀行
または郵便局窓口

ご購入時に当社以外でレンジのご購入を検討した
メーカーはございましたか？１つだけ をつけてください。

①パナソニック

ご購入を決定する際に本キャンペーンはどの程度
影響しましたか？１つだけ をつけてください。

2021年5月10日
（月）消印有効

お客様

製造番号

※「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。

商品情報

パソコンまたはスマートフォンで下記サイトからご応募ください。

キャッシュバックキャンペーンサイト
https://panasonic.jp/range/cb2102.html

パナソニック スチームオーブンレンジ
キャッシュバックキャンペーン事務局 行

番

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。

日

所

ゆうちょ銀行
または郵便局窓口

①とても影響した
（キャンペーンがなければ買わなかった）

必要事項の記入

WEBでも応募できる！
【WEBの場合】2021年5月10日
（月）23：59まで

STEP 3

⑤その他

品番・製造番号が記載された保証書のコピーを同封

お客様

住

パナソニック スチームオーブンレンジ
キャッシュバックキャンペーン事務局 行

ア ン ケ ート に ご 回 答 く だ さ い

購入レシートのコピーを同封

事務局

月

電話番号

●普通郵便・緑色の封筒（約2ヶ月後）

ご購入時に当社以外でレンジのご購入を検討した
メーカーはございましたか？１つだけ をつけてください。

ご応募の前にもう一度ご確認ください

お客様

ゆうちょ銀行

STEP 2
「振替払出証書」が届きます。

焼く・煮 る・蒸 す・揚 げるが 、
これ 一 台 。

お客様情報

2021年

お名 前

（郵送の場合）
※必要書類について詳しくは裏面をご覧ください。
※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。

キャッシュバックキャンペーン

本リーフレット
（専用応募封筒）に必要事項を明記、必要書類を同封の上、
ご応募ください。
応募にかかる郵送などの料金はお客様のご負担となりますので、
ご了承ください。

ご

※「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。

お客様

応募方法

【郵送の場合】2021年5月10日
（月）消印有効

STEP 1
WEBサイトまたは郵送にてお申し込みください。

品

お客様

詳しくはコチラ

● お申し込みから換金までの流れ

商品情報

購入店名

事務局

お客様情報

スチームオーブンレンジ
NE-BS2700/NE-CBS2700

電話番号

お客様

ゆうちょ銀行

STEP 3
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。

https://panasonic.jp/range/cb2102.html

NE-BS2700/NE-CBS2700のご購入・ご応募で

応募要項
期間中に対象商品をご購入の上、
ご応募いただいた
お客様全員にもれなく10,000円キャッシュバック！

対象商品

キャッシュバックキャンペーンサイト

もれなく
全員に

STEP 2
●普通郵便・緑色の封筒（約2ヶ月後）

パソコンまたはスマートフォンで下記サイトからご応募ください。

お名 前

（郵送の場合）
※必要書類について詳しくは裏面をご覧ください。
※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。

「振替払出証書」が届きます。

❹必要事項を記載の上、谷折りの
位置で折る

購 入日

詳しくはコチラ

STEP 1

応募封筒

WEBでも応募できる！
【WEBの場合】2021年5月10日
（月）23：59まで

オーブンレンジ

購 入日

https://panasonic.jp/range/cb2102.html
● お申し込みから換金までの流れ

パナソニック

❸キリトリ線に沿って切り取る

点線に沿って切り取ってください

応募封筒

①キリトリ線に沿って切り取ってください。
②必要事項（2枚目）の記載の上、必要書類とあわせて、応募封筒（1枚目）に
同封し、3辺をテープでしっかり閉じて、切手を貼り投函ください。

パソコンまたはスマートフォンで下記サイトからご応募ください。

WEBサイトまたは郵送にてお申し込みください。

❷アンケートにご回答いただき、
山折りの位置で折る

←左側を応募封筒として利用ください

WEBでも応募できる！
【WEBの場合】2021年5月10日
（月）23：59まで

パナソニック スチームオーブンレンジ
キャッシュバックキャンペーン事務局 行

を作る
STEP 2 必要事項（2枚目）

応募封筒（1枚目）を作る

STEP 1

〒

① 必要事項をご記入の上、キリトリ線に
沿って切り離します。
② 品番・製造番号が記載された保証書
（商品同梱）のコピーを同封してください。
③ 購入レシートのコピーを同封してください。
④ 封筒3辺のふちをテープでしっかりと閉じてください。
※お送り頂いた書類は返却できませんので必ずコピーでご応募ください。

