The Naive
全額返金キャンペーン専用応募用紙

お名前

〈利用目的〉
応募者様よりいただいた
「個人情報」
は、
下記の利用目的の範囲内でのみ
利用し、
応募者様の同意なく利用目的以外に使用することはありません。

フリガナ
〒

1. ご返金の発送およびご返金の発送に伴うご連絡
2. 商品・サービス・アンケート情報のご案内
3. 個人を特定しない統計データの集計・分析

市区
都

男 ・ 女 ・ 答えたくない

レシート等のコピーは無効です。
レシート有効期間

日中連絡が取れるお電話番号

2022年7月15日（金）〜2022年8月31日（水）

お買い上げ店名

ご購入の商品（チェック欄にレを記入してください）
キリトリ

キリトリ

性別

年齢

〈個人情報の安全管理〉
お預かりした個人情報は、応募者様の同意なく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。
（法令等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、
当社および業務委託先にて責任を
持って破棄いたします。

〈個人情報に関するお問い合わせ : クラシエグループ個人情報窓口〉
https://www.kracie.co.jp/CGI/soudanshitsu/inquiry/inquiry.cgi
個人情報に関するお問い合わせは、
上記URLのお問い合わせフォームを
ご利用いただき、項目欄のその他のお問い合わせ「個人情報に関する
お問い合わせ」
を選択して送信してください。

都道
府県

ご住所

個人情報の取り扱いについて

〈クラシエグループにおける個人情報の取り扱い〉
クラシエ個人情報保護方針をご参照ください。
https://www.kracie.co.jp/privacy/

レシート等貼り付け欄

お客様情報
フリガナ

□The Naive ボディソープ
□The Naive ボディソープ

※レシート有効期間中に対象商品をご購入いただいたレシート
または期間中の日付のＥＣサイト等で購入した際の納品書等が
必要となります。

液体タイプ ポンプ （500mL）
泡タイプ ポンプ （540mL）

※セット品、詰替用等は対象外となります。

アンケート・ご返品理由（チェック欄にレを記入してください）
①全額返金キャンペーンを何から見聞きして知りましたか？
※複数回答可

□TVCM □The Naiveの公式Webサイト □店頭の告知
□インターネット広告 □SNS・ブログ □友人・知人から
□その他
（
）

商品バーコード貼り付け欄

②当商品を購入した理由は何ですか？
※複数回答可

〒151-8691
日本郵便株式会社

□TVCMや広告をみて □The Naiveの公式Webサイトをみて
□店頭でみて □SNS・ブログをみて □友人・知人にすすめられて
□商品特長をみて □パッケージをみて
□価格が手頃だったため □キャンペーンを実施していたため
□その他
（
）
③ご満足いただけなかった理由を具体的に教えてください。

代々木郵便局 郵便私書箱 第20号

The Naive
全額返金キャンペーン事務局 行

商品バーコードのコピーは無効です。

※①〜③すべてに対して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。

確認事項
左記「個人情報の取り扱いについて」
をご確認いただいた方は
下記チェック欄にレを記入してください。
□ 個人情報の収集、
使用目的について確認・了承いたしました。
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The Naive
全額返金キャンペーン応募概要
キャンペーン期間中に
「The Naive ボディソープ」の対象商品を
お買い上げ・お試しいただき、
ご満足いただけなかったら
商品代金を全額返金いたします。
※全額返金には一定の条件がございます。
返金の申込みなどの詳細は

右記の
「ご応募の前にお読みください」の内容を確認ください。

対象商品
対象商品

液体タイプ 泡タイプ
ポンプ
ポンプ
540mL
500mL

非対象商品

液体タイプ
詰替用
360mL

初回限定ボトル

泡タイプ
詰替用
430mL

The Naive ボディソープ 液体タイプ ポンプ 500mL（初回限定ボトルを含む）
The Naive ボディソープ 泡タイプ ポンプ 540mL（初回限定ボトルを含む）
※セット品、詰替用等は対象外となります。

キャンペーン期間
レシート有効期間 2022年7月15日
（金）〜2022年8月31日
（水）

※レシート有効期間中に対象商品をご購入いただいたレシート

または期間中の日付のＥＣサイト等で購入した際の納品書等が必要となります。

2022年9月15日（木）
応募宛先

〒151-8691 日本郵便株式会社 代々木郵便局 郵便私書箱 第20号
「The Naive 全額返金キャンペーン」事務局
※郵便料金はお客様負担とさせていただきます。

キャンペーンお問い合せ先

「The Naive 全額返金キャンペーン」事務局
受付時間：10：00〜17：00
土日、祝日を除く

お問い合わせは、
受付時間内に対応させていただきます。

事務局運営期間：2022年7月15日
（金）〜2022年10月31日
（月）

１

STEP

2

レシート有効期間中に対象商品をご購入いただいたレシート
または納品書等（以下「レシート等」
といいます）の原本と
対象商品のバーコード原本をご用意ください。

応募用紙の「レシート等貼り付け欄」及び「商品バーコード貼り付け欄」に、
セロハンテープ等でしっかりと貼付してください。
レシートが長い場合は折りたたんで、
応募用紙からはみ出さないようにしてください。

※ご購入いただいたレシート等の商品名部分を〇で囲んで、該当部分が見えるように
応募用紙に貼付してください。
※対象商品のバーコードは、
商品本体のシュリンクラベルから切り取ってください。
尚、
切り取る際には、バーコードの数字部分も含めて切り取ってください。
※セロハンテープの粘着面にレシートの印刷インクが付着すると、
印字が消える場合があるのでご注意ください。
※キャンペーン対象商品以外の商品は、応募対象外とさせていただきます。

STEP

3

応募用紙に下記①〜⑨の必須事項を記入してください。
[記入必須事項]
①郵便番号、
②ご住所、
③お名前、
④年齢、
⑤性別、⑥電話番号、
⑦お買い上げ店名、⑧ご購入の商品
⑨アンケート・ご返品理由

応募用紙

※①〜⑨の必須事項は、記入もれのないようにすべてご記入ください。

STEP

4

STEP2〜3で準備した応募用紙を封筒に入れ、
所定の郵便料金の切手を貼って郵送でご応募ください。

応募用紙

投函

0120-811-183

STEP

記入

応募締切

※2022年9月15日
（木）
当日消印有効です。

■ご応募の前にお読みください
【レシート・納品書等及び商品バーコードについて】●ご応募に必要なレシート等とは、
店舗またはECサイト等の通信販売で購入した際のレシート、領収書、納品書、配送伝票
のいずれかを指します。
また、
レシート等に、下記①〜④の情報が記載されていない場
合は、
そのレシート等は無効となります。①購入日、②購入商品名、③購入金額、④購入
店舗名●レシート等の原本及び商品バーコードの原本がない場合は無効となります。●
レシート等及び商品バーコードのコピーは無効となります。●ECサイト等の通信販売で
購入した際のレシート、領収書、納品書、配送伝票のいずれかを送付してご応募される
場合は、応募用紙と同封して、封書にてご応募ください。●クレジットカードの「お客様控
え」でのご応募はできませんのでご了承ください。●レシート等に、
「クレジットカード情
報」等の機微情報や、
「他の商品の購入歴」
その他、他人に知られたくない情報が記載さ
れている場合は、
その部分を切り取るか、塗りつぶしてください。
「会員番号」、
「カード有
効期限」、
「クレジット番号」
などの個人情報が記載されている部分は、
キャンペーン応募
には関係ありません。
【返金について】●ご応募は、
１世帯あたり対象商品それぞれ１回、
１点まで、返金上限金
額は対象商品それぞれ１点につき700円
（税込）
とさせていただきます。対象商品それぞ
れについてご応募いただいた場合は、返金上限金額は1,400円となります。●対象商品
を同時に複数ご購入された場合は、対象商品それぞれのうちの1点分のみが返金対象
となり、
それ以外の対象商品は返金対象に含まれません。●応募期間終了後応募内容
を確認の上、対象商品のご購入代金（50円未満は切り上げ）
を定額小為替にて返金い
たします。
（ご購入代金は
「税込金額」
となります。）郵便局に定額小為替証書をお持ちい
ただき、応募者様ご自身で現金化していただきますようお願いいたします。
その他返金方
法は対応しかねますので予めご了承ください。●販売店のポイントサービス等を利用し
てご購入された場合、返金対象となる
「ご購入金額」
は、
レシート等にポイントによるお支
払い金額と現金・電子マネー等でのお支払い額の両方もしくは合計が明記されている
場合は、
その合計金額分をご購入金額とし、
レシートにポイントを除いた金額のみが記
載されている場合は、
レシートに記載されている金額をご購入金額とさせていただきま
す。●ご返金の定額小為替証書は、2022年10月下旬頃までに簡易書留郵便でお届け
予定となりますが、やむを得ない事情によりお届けが遅れる場合がありますので、あら
かじめご了承ください。
【応募の際の注意事項】●本キャンペーンは個人のお客様を対象としたキャンペーンと
なります。●ご応募は、
日本国内にお住まいの方で、
かつ連絡先及びお届け先が日本国
内の方に限らせていただきます。●ご応募には、対象商品のご購入・商品に記載されて
いる使用方法でご使用が必須となります。
その上で対象商品にご満足いただけなかっ
た方のみご応募下さい。●日本国内でご購入された商品のみが対象となります（海外で
購入された商品は対象外です）。●オークションや個人売買でご購入された商品は対象
外となります。●レシート有効期間外のレシート等によるご応募及び応募受付期間外の
ご応募は無効となります。●ご応募の際、応募用紙に記載いただく必須事項等に不備ま
たは虚偽があった場合は無効となります。
ご応募いただいた後の内容の修正・変更等
は原則受付できませんので、必要事項の内容について、十分ご確認のうえご応募くださ
い。●レシート等の原本及び商品バーコードの原本がないご応募は無効となります。●
レシート等及び商品バーコードのコピーは無効となります。●他キャンペーンとの同一レ
シート等での応募は無効となります。●応募者様の長期不在やご住所・転居先不明等
の理由で定額小為替証書がお届けできない場合は無効となります。●本規約にご了承
いただけない場合や本規約に違反する場合、不正な行為があると判断した場合などは、
無効とさせていただきます。●ご応募の際に発生するインターネット接続料および通信
料は、応募される方のご負担となります。●バーコードを切り取った商品につきましては、
応募者様ご自身で、廃棄等のご処分をお願いいたします。●応募用紙、
レシート、納品書
等、バーコードの返却はいたしかねます。予めご了承ください。●対象期間が過ぎて、店
頭にてキャンペーン告知が行われている場合がございます。
ご容赦ください。●販売店
様でとりまとめての応募はご遠慮いただいております。●商品のご使用によるお肌への
トラブルがあった際は、
当社お客様窓口にお問い合わせください。●ご応募の際、
キャン
ペーン事務局宛に送られたご質問やご意見に関しては返答いたしかねます。いただいた
感想は、
当社の今後の商品開発の参考にさせていただきます。
当社からの返信はござ
いませんので、
ご了承ください。●クラシエグループの従業員及び関係者の応募はでき
ません。
【免責事項】●本キャンペーンの応募に関連して発生した応募者様または第三者の損害
について、
当社は一切の責任を負わないものとします。
●応募者様と第三者との間でトラ
ブルが生じた場合、
もしくは第三者に対して損害を与えた場合、
応募者様は自己の責任と
費用において解決するものとし、
当社に何等の迷惑もしくは損害を与えないものとします。
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