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対象製品返品方法

※ご購入日の翌日から90日以内の消印有効となります。
※インターネットや通信販売でご購入の場合は注文日が購入日となります。
※発売前に予約した製品については製品の受取日から90日以内に
　お申し込みください。

レシートの日付をご確認ください。
応募締切：ご購入日の翌日から90日以内の消印有効
※インターネットや通信販売でご購入の場合は注文日が購入日となります。

コピー不可。ただし他の商品の保証書を兼ねている場合は
この限りではありません。

※レシートのコピーは無効です。ただし、他の商品の保証書を兼ねてい
　る場合は、この限りではありません。
　【キャンペーンの応募に関する注意事項】をご確認の上、ご応募ください。
※レシート貼付が無い場合も無効です。
※レシートが長い場合は折りたたんでください。
※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・購入製品名・購入金額・購入店名のすべてが記載されている
　ものを貼付してください。

※製品と応募用紙を入れる外箱はお客様でご用意ください。
※外箱底面も開かないようにしっかりと梱包テープで貼ってください。
※その他の注意事項については裏面をご確認ください。
※送料はお客様負担とさせていただきます。

このキャンペーンがご購入のきっかけになりましたか？
1.はい　　2.いいえ

ヤーマンのアプリはご使用になりましたか？　1.はい　　2.いいえ
→　1.はい  の方、 アプリのご感想は？
1.とても良い　2.良い　 3.普通　 4.あまり良くない　5.非常に良くない

レイボーテを使ったご感想は？
1.とても良い　2.良い　 3.普通　 4.あまり良くない　5.非常に良くない

インターネットでご購入されましたか？　　1.はい　　2.いいえ
→　1.はい　の方、 店頭へ行き、実際にお試しされましたか？
1.はい　　2.いいえ

ご購入時ヤーマン以外で光美容器のご購入を検討したメーカーは
ございますか？
1.Panasonic　　　2.ブラウン　　　3.脱毛ラボ　　4.ケノン
5.その他（　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　）

ご購入製品一式とレシートを貼った専用応募
用紙を箱に入れてください。
応募宛先まで必ず追跡可能な配送方法にて
送付してください。

専用応募用紙に必要事項をご記入ください。
レシートを貼付欄にしっかりと貼付けます。

キリトリ線で切り離してください。

レシートをご用意してください。
ご購入日の翌日から90日以内に
お申し込みください。
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〈専用応募用紙〉
対象店舗（敬称略・アイウエオ順）

〈専用応募用紙〉

〈ご購入製品〉

付属品類、ケース等も
全て入れてください。
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アンケートにお答えください。

レシート貼付欄
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Q4

Q5

専用応募用紙

株式会社エディオン、株式会社ケーズホールディングス（ケーズデンキ）、株式会社コジマ、
株式会社サンキュー（100満ボルト）、上新電機株式会社、株式会社ソフマップ、株式会社
DINOS CORPORATION、株式会社ノジマ、株式会社ビックカメラ、株式会社ベスト電器、
株式会社ヤマダ電機、株式会社ヨドバシカメラ、ヤーマン直営店、ヤーマン公式オンライン
ショップ、ヤーマン公式ショップ楽天市場店、ヤーマンamazon店、ヤーマン公式ショップ
paypayモール店、その他ヤーマンキャンペーンサイトに記載の店舗

お家でエステ!

YJEA0L

2022

対象製品 ： 
レイボーテヴィーナス プロ
レイボーテ Rフラッシュ ハイパープロ、
レイボーテ Rフラッシュ ダブルPLUS プロ

2023
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発売前に予約した製品も
キャンペーン対象になります。

切り取り後、返金されるまで保管してください。

※応募受付後、約2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
　場合がありますので予めご了承ください。
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ヤーマン  レイボーテ

専用応募用紙
必ずすべてご記入ください■お客様情報

お名前

ボールペン等ではっきりとお書きください。 ※18歳未満の方はご応募いただけません。

ご住 所

電話番号
（日中連絡先）

職業

性別

男
女歳

〒
都 道
府 県

@

市 区 郡
町 村

ー

フリガナ 年齢

ご購入
製品

YJEA0L　　 YJEAIL
YJEA2P

メール
アドレス

お買い上げ
店名

確認事項

お客様は
18歳以上
ですか？

ご満足
いただけ
なかった
理由を
お選び
ください。

はい　　いいえ

個人情報の収集および管理、使用目的について
確認・了承いたしました。

1. 効果を感じなかった
3. エステに行くことにした
5.その他（必ずご記入ください。）

2. 使いづらかった
4. 十分きれいになった

※ご回答がない場合はご応募を無効とさせていただきます。

※チェックいただけない場合はご応募を無効とさせていただきます。

お家でエステ！ 90日間返金保証
キャンペーン

● 左記「個人情報取り扱いについて」をご確認・ご了承いただいた方は
  下記チェック欄に　  を記入してください。

● 左記応募要項・ご返金方法及び【キャンペーンの応募に関する注意事項】
  を全てお読みいただいた方は下記チェック欄に　  を記入してください。

対象製品をご購入ご使用後にご満足いただけなかった場合は、専用応募
用紙（こちらの用紙かヤーマンキャンペーンサイトよりダウンロードした
用紙）に対象店舗でお買い上げ（購入対象期間中に限る）いただいた対
象製品のレシート原本（ただし、レシートが他の製品の保証を兼ねている
場合はそのコピーで可、また手書きの領収書は無効）をテープ等でしっ
かりと貼り付け、専用応募用紙のお客様情報すべて（お名前、年齢、性
別、郵便番号、ご住所、電話番号（日中連絡が取れる電話番号）、職業、メー
ルアドレス、お買い上げ店名、18歳以上であるかの確認、ご購入製品、確
認事項チェック、ご満足いただけなかった理由、アンケート）を明記の上、
お買い求めいただいた製品と一緒に、ヤーマンレイボーテキャンペーン事
務局まで送料お客様負担にてお送りください。（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。）本キャンペーンのご応募は、お一人
様１台限り（同じ住所に住むご家族も含めて１台）とさせていただきます。
ご応募いただく際は予約受付期間または、購入対象期間中（2022年4月
１日から2023年2月28日）であること、お申し込みいただく日がご購入
日の翌日から90日以内（消印有効）であることがご応募の条件となりま
す。ご応募がご購入日の翌日から91日以上経過している場合やお送りい
ただいた製品の部品や付属品類やケース等が欠品していた場合は、ご応
募対象外となりますので予めご了承ください。18歳未満の方は、このキャ
ンペーンにご応募いただけません。インターネットや通信販売でご購入の
場合は注文日が購入日となります。
※返金の上限金額は99,000円（税込）とさせていただきます。
※ご購入時に獲得した対象製品のポイント相当分の金額を返金額から
差し引かせていただきます。
※クーポン券でのお支払い分は返金対象とはなりません。返金額はクー
ポン（割引券）使用後の実際にお支払いいただいた金額になリます。

〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目23番5号  JPR千駄ヶ谷ビル7F
ヤーマン「お家でエステ！ 90日間返金保証キャンペーン」係

応 募 要 項

◆応募内容を厳重に確認した上でご購入代金（ご購入時に獲得した対象製品のポイント相当分の金額は
返金額から差し引きます）を普通為替にてヤーマンレイボーテキャンペーン事務局よりお客様へ本人限定受
取郵便にて郵送させていただきます。◆古物営業法により、本人限定受取郵便となります。本人限定受取郵
便は受取時に運転免許証等の写真付公的証明書（例：運転免許証・日本国旅券（パスポート）・個人番号カー
ド）なら１点の提示、写真の付いていない公的証明書または写真付職員証・学生証等なら２点（例：健康保険
証・職員証・学生証等）の提示が必要です。◆本人限定受取郵便で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2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
ので予めご了承ください。◆普通為替到着までキャンペーン応募確認に必要な場合がございますので配送伝
票控えと【キャンペーンの応募に関する注意事項】が記載されている用紙は大切に保管してください。

ご返金方法について

お客様よりご応募いただいた個人情報は、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扱います。
キャンペーン終了後は収集した個人情報の不正アクセスや紛失、漏洩等がおきぬようヤーマン株式
会社にて厳重に管理いたします。そして、ヤーマン株式会社各種事業に関する案内やお客様に有益
と思われる情報誌・各種資料をお送りする場合があります。※その場合、個人情報の取扱いに関して
は、弊社ホームページ「個人情報保護方針」に準じます。

■個人情報取り扱いについて

◆ご購入時に獲得した対象製品のポイント相当分の金額は、返金額から差し引いて返金させて
いただきます。◆送料はお客様負担です。◆ご応募はご購入日の翌日から90日以内の消印有効
となります。◆返金の上限金額は99,000円（税込）とさせていただきます。◆本キャンペーン
のご応募は、お一人様１台限り（同じ住所に住むご家族も含めて１台）とさせていただきます。
◆ヤーマンが同時期に開催する他のレイボーテキャンペーンにご応募された方は本キャンペー
ンに応募できません。◆ご返金する金額は、製品本体のご購入価格のみです。同時にご購入され
た付属品等の代金は返金対象外となります。◆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。◆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。◆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。◆インターネットや
通信販売でご購入の場合は領収書、明細書、納品書等の購入店名・購入日・購入製品名・購入
金額のすべてが記載されているものを同梱してください。◆ご応募でご送付いただいた製品・レ
シートは返却できませんので、予めご了承ください。◆対象製品はヤーマンが日本国内で販売し
た製品に限ります。ご応募は日本国内在住の方に限らせていただきます。◆ヤーマンの社員とそ
の家族及び関係者の応募はできません。◆応募時の配送事故等による紛失に関して、ヤーマン
では責任を負いかねます。◆ご応募の内容によっては、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、本人限定受取郵便となります。本人限定受取郵便は受取時
に運転免許証等の写真付公的証明書（例：運転免許証・日本国旅券（パスポート）・個人番号カー
ド）なら１点の提示、写真の付いていない公的証明書または写真付職員証・学生証等なら2点（
例：健康保険証・職員証・学生証等）の提示が必要です。◆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。◆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。ご了承ください。◆本キャ
ンペーンにご応募いただいた時点で、本キャンペーンすべてに同意・承認いただいたものとします。
◆インターネットや通信販売でご購入の場合は注文日が購入日となります。

①お申し込みがご購入日の翌日から91日以上経過している場合。②製品本体のみや付属品の
み、ケースが欠品していたもの、キャンペーン対象外の製品をお送りただいた場合。この場合お
送りいただいた製品は送料着払いでご返却させていただきます。③必要事項に不備や虚偽があ
る場合。④法人でのご応募の場合。ご応募は一般のお客様に限らせていただきます。⑤レシート
のコピー貼付の場合。（ただし、レシートが他の製品の保証を兼ねている場合はそのコピーで可）
⑥手書きの領収書の場合。⑦レシートの貼付がない場合。⑧レシートに購入店舗名・購入日・購
入製品名・購入金額の記載がない場合。⑨対象店舗以外でのご購入、オークションや個人売買
でご購入された製品、中古品や未使用品（新古品）、並行輸入品をご購入の場合。⑩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、レシートのご購入日がキャ
ンペーン期間外の場合。⑪本人受取郵便をお受け取りになれない場合。⑫専用応募用紙のお客
様情報すべて（お名前、年齢、性別、郵便番号、ご住所、電話番号（日中連絡が取れる電話番号）、
職業、メールアドレス、お買い上げ店名、18歳以上であるかの確認、ご購入製品、確認事項チェッ
ク、ご満足いただけなかった理由、アンケート）にご記入されていない場合。⑬インターネットや
通信販売でご購入の場合は注文日が購入日となります。

【キャンペーンの応募に関する注意事項】
お申し込みいただく前、必ずお読みください

対 象 製品

応 募宛先

購入対象期間

応 募 締 切

キャンペーン
お問合せ先

レイボーテヴィーナス プロ
レイボーテ Rフラッシュ ハイパープロ
レイボーテ Rフラッシュ ダブルPLUS プロ

YJEA0L

YJEAIL

YJEA2P

ヤーマン「お家でエステ！ 90日間返金保証キャンペーン」事務局

ご購入日の翌日から90日以内の消印有効
最終応募締切 ： 2023年5月29日

（発売前に予約した製品もキャンペーン対象になります。）
2022年4月1日～2023年2月28日

※送料はお客様負担とさせていただきます。
　着払いでお送りただいた場合は、お受け取りいたしかねます。

対 象 店 舗
敬称略・
アイウエオ順（ )
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受付時間 ： 10：00~17：00 （土日祝祭日、お盆、正月休み除く）
受付期間 ： 2022年4月1日～2023年6月30日

0120-634-511

□

応募要項及びキャンペーン応募に関する注意事項を
確認・了承いたしました。

□

左記「ご返金方法について」を確認・了承しました。□

以下の場合の応募は無効となります
※無効の場合はそのままお返しする可能性があります。予めご了承ください。

※返金の条件については
　左記をご確認ください。

※

（ ）

株式会社エディオン、株式会社ケーズホールディングス（ケーズデン
キ）、株式会社コジマ、株式会社サンキュー（100満ボルト）、上新電
機株式会社、株式会社ソフマップ、DINOS CORPORATION、株式
会社ノジマ、株式会社ビックカメラ、株式会社ベスト電器、株式会
社ヤマダ電機、株式会社ヨドバシカメラ、ヤーマン直営店、ヤーマン
公式オンラインショップ、ヤーマン公式ショップ楽天市場店、ヤーマン
amazon店、ヤーマン公式ショップpaypayモール店、その他ヤーマ
ンキャンペーンサイトに記載の店舗

山折 山折

山折 山折

100mm100mm 97mm

A4サイズ（W297×H210mm）　三つ折り　スミ1C


