キャンペーン応 募 要 項
進撃のお年玉プレゼントコース
賞
品：進撃のお年玉2,000円
レシート有効期間：2021年10月16日（土）〜2022年1月15日（土）
応 募 締 切：2022年1月15日（土）
■ハガキの場合：当日消印有効
■キャンペーンサイトの場合：23：59応募受付終了

…1,000名様

進 撃 のコラボグッズ プレゼントコース

進 撃の巨人 サンスター

※ハブラシのセット販売の場合はセット内の本数分を購入本数とさせていただきます。
（例：3本パックの場合は、3本としてカウントさせていただきます）
■ハガキの場合：当日消印有効
■キャンペーンサイトの場合：23：59応募受付終了

進撃のお年玉 2,000円を当てよう！ 1,000
名様
抽選で

2022年
1月15日（土）

・エレン＆リヴァイ ペアアクリルスタンド
（オリジナル描き下ろしデザイン）

・エレン オリジナルデザイン
ハブラシ

外れた方の
中から
抽選で

レシート有効期間
2021年10月16日（土）
から
2022年1月15日（土）まで

・調査兵団マント風 ブランケット
抽選で

名様

キャンペーンサイト
からの応募はコチラ

名様

応募締切
2022年
1月15日（土）

ハガキで応募する場合
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外れた方の
中から
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Levi
Levi

厳正なる抽選のうえ、
賞品の発送をもって発表にかえさせていただきます。

名様

お問い合 わせ 先

ご注意：コラボグッズのデザインは若干変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

〉
〉
〉https://sunstar-rcp.com

●対象商品1回のお買い上げにつき、応募ハガキ、またはキャンペーンサイトでのご応募にかかわらず、ご応募は1回のみとさせていただきます。対象商品3個を1口
とし、そのご購入口数分ご応募が可能となります。●インターネットや通信販売でご購入の場合は、領収書、納品書など、
「店舗名」
「お買い上げ日」
「対象商品」が
確認できるものでご応募ください。●同じレシートで複数回の応募はできません。●レシートのコピーでの応募は不可です。ご応募いただいたものは全てご返却でき
ません。●レシートにクレジットカード番号が印字されている場合は、切り取るか塗りつぶしてからお送りください。●商品名がないレシートは金額に○をつけてく
ださい。●レシートは「店舗名」
「お買い上げ日」
「対象商品」がわかるように○囲みのうえ、お送りください。

当選 発 表

抽選で

サイズ：W1600mm H900mm

キャンペーンサイト（https://sunstar-rcp.com）にアクセスし、応募期間内に購入された商品のレシートをスマートフォンなどで撮影し、キャンペーンサイトか
（ガラケー・フィーチャーフォンからのご応募も可能です）
ら撮影した画像を添付、必要事項を入力しご応募ください。
●レシート写真は「店舗名」
「お買い上げ日」
「対象商品」がはっきり見えている画像を添付ください。確認できない場合は無効と致しますので予めご了承くだ
さい。●当選の際、レシートの原本をお送りいただく場合がございますので、捨てずにお手元に保管ください。●ファイル形式はJPEG（.jpeg/.jpg）、画像サ
イズ5MB以下でお送りください。

応 募 方 法に関する注 意 点

・リヴァイ オリジナルデザイン
ハブラシ

300
Eren

※ハブラシのセット販売の場合はセット内の本数分を購入本数とさせていただきます。
（例：3本パックの場合は、3本としてカウントさせていただきます）

キャンペーンサイトで応募する場合

■ハガキの場合：当日消印有効
■キャンペーンサイトの場合：23：59応募受付終了

抽選で

100

応 募 期 間 中にご購 入いただいた 対 象 商 品 /サンスターハブラシ、歯 間 清 掃 具 の中からどれでも3 個を1口とし、
キャンペーン サイトまたは ハ ガキにてご応 募ください。

●テープなど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ございますので、ご注意ください。
●レシートは、はがれないようにしっかりと貼ってご応募ください。

対象商品：サンスターハブラシ、歯間清掃具の中からどれでも3個で1口応募
応募締切
2021年
11月30日（火）

…100名様
…300名様

＜宛先＞ 〒158-8540 東京都世田谷区瀬田3-15-10 進撃の巨人×サンスター 進撃のプレゼントキャンペーン！係
＜必要事項＞ お名前（ふりがな）、郵便番号、ご住所、性別、年齢、お電話番号、ご希望のコース、応募口数、メールアドレス（任意）

応募締切

レシート有効期間：2021年10月16日（土）から2022年1月15日（土）まで

レシート有効期間
2021年10月16日（土）
から
2021年11月30日（火）まで

第2弾 賞品：調査兵団マント風 ブランケット
（外れた方の中から抽選でリヴァイ オリジナルデザインハブラシ）
レシート有効期間：2021年10月16日（土）〜2022年1月15日（土）
応 募 締 切：2022年1月15日（土）
■ハガキの場合：当日消印有効
■キャンペーンサイトの場合：23：59応募受付終了

期間中にご購入された対象商品のお買い上げレシートを専用応募ハガキまたは郵便ハガキに貼って、必要事項をご記入のうえ、ご応募ください。

サンスター のハブラシまたは歯 間清 掃 具を買って

進撃のコラボグッズプレゼントコース

…100名様
…300名様

応募方法

が抽選で当たる！
進撃のお年玉プレゼントコース

第1弾 賞 品：エレン＆リヴァイ ペアアクリルスタンド（オリジナル描き下ろしデザイン）
（外れた方の中から抽選でエレン オリジナルデザインハブラシ）
レシート有効期間：2021年10月16日（土）〜2021年11月30日（火）
応 募 締 切：2021年11月30日（火）
■ハガキの場合：当日消印有効
■キャンペーンサイトの場合：23：59応募受付終了
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サンスター キャンペーン事務局 ＴＥＬ：03-6704-9342

本キャンペーンに関するお問い合わせは上記事務局のみでの受け付けとなります。店頭では受け付けておりません。

開設期間：2021年10月15日（金）〜2022年3月31日（木）
※土日･祝・年末年始（2021年12月28日〜2022年1月4日）を除く
受付時間：10：00〜17：00

進撃の巨人×サンスター

進撃のプレゼントキャンペーン！

1588540

おそれいりますが
所定の郵便料金の

サンスターハブラシ、歯間清掃具の中からどれでも3個お買い上げいただいた（3個で1口応募）

東京都世田谷区瀬田3-15-10

レシートをお貼りください。
レシートが複数に分かれる場合は全てお貼りください。

進撃の巨人×サンスター

性別

（ふりがな）

︿折り線﹀

進撃のプレゼントキャンペーン！係
姓

都道
府県

○○店
○月○日

才


進撃のお年玉プレゼントコース（2,000円のお年玉）

応募
口数

口

進撃のコラボグッズプレゼントコース

第1弾

応募
口数

口

第2弾

応募
口数

口

・エレン＆リヴァイ ペアアクリルスタンド ・調査兵団マント風 ブランケット
（オリジナル描き下ろしデザイン）
外れた方の中から抽選で

外れた方の中から抽選で

・エレン オリジナルデザインハブラシ ・リヴァイ オリジナルデザインハブラシ
※複数の口数を申し込む場合は、
応募口数分、
コースを分けてのお申し込みも可能です。
※今後、サンスターからの商品やキャンペーンなどの情報配信を希望する方のみご記入ください。

︿折り線﹀

ご希望のコースに○を付けて
応募口数を記入してください︒
メール
アドレス

）

【ご注意】
同じレシートで
複数の応募はできません。

レシート

年齢

ご住所

お電話番号 （

※レシート有効期間
進撃のお年玉プレゼントコース：2021年10月16日（土）〜2022年1月15日（土）
進撃のコラボグッズプレゼントコース：
進撃のコラボグッズプレゼントコース：第1弾2021年10月16日
（土）〜2021年11月30日（火）
：第2弾2021年10月16日（土）〜2022年1月15日（土）

男・女

名

〒

お年玉の2,000円はご当選されたお客様に
「普通為替証書」
にてご送付
させていただきます。
下記の要領で現金との引き換えが可能となります。

お買い上げレシート貼り付け欄

切手をお貼りください

お名前

【進撃のお年玉プレゼントにつきまして】

□□□□□

￥0000

対象商品

￥0000

□□□□□

￥0000

□□□□□

￥0000

対象商品

店 舗名・お買い上げ日・対 象
商品が全て見えるようにしっ
かりとお貼りください。

■普通為替とは
現金を普通為替証書に換えて送付する送金方法のことです。
■お金を受け取るには
受け取った普通為替証書をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓
口にお持ちください。
その証書と引き換えに表示された金額の現金をお
受け取りいただけます。
※ご本人であることを確認できる公的書類のご提示をお願いする場合が
あります。
■利用上の留意事項
普通為替証書の有効期間は発行日から6か月です。
有効期間が経過した
場合は、為替証書の再発行のご請求が必要です。発行日から5年間為替
証書の再発行または為替金のご請求がない場合には、
受取人は、
為替金
をお受け取りいただけなくなります。

ご注意事項
●お申し込みの際、必要事項に記入漏れがあった場合は、無効とさせていただく
ことがあります。●受付期間が過ぎてからも、店頭にてキャンペーン告知がされ
ている場合がございますが、ご容赦願います。●お申し込みの際、いただいたご

意見・ご感想は、今後の製品開発の参考にさせていただきます。弊社からの返信

￥0000

はございませんので、ご了承ください。●サンスター社員とその家族および関係
※レシートは「店舗名」
「お買い上げ日」
「対象商品」がわかるように○囲みのうえ、
お送りください。

●テープなど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ござい
ますので、ご注意ください。
●商品名がないレシートは金額に○をつけてください。

者の申し込みはできません。●販売店様でとりまとめてのお申し込みは、ご容赦

願います。●ご送付いただいたものは全てご返却できませんので、予めご了承くだ
さい。●重複申し込みが確認された場合は無効とさせていただきます。
【個人情報の取り扱いについて】

お送りいただいた個人情報は、ご返金及びより良い当社商品・サービスの開発のために
個人を特定しない統計資料を作成するために使用させていただきます。応募者の個人情

●レシートのコピーでの応募は不可です。ご応募いただいたものは全てご返却できません。

報は厳重に管理し、応募者の同意なしに業務委託先を除く第三者に開示・提供すること

●レシートにクレジットカード番号が印字されている場合は、切り取るか塗りつぶしてか
らお送りください。

り扱いに関しては、個人情報保護ポリシー（https://jp.sunstar.com/policy.html）を

はございません（法令等により開示を求められた場合を除く）。その他個人情報のお取
ご覧ください。

裏面にお買い上げレシートを貼り付けてご応募ください！
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ハガキ裏面

コチラの専用応募ハガキを切り取り、お買い上げ商品のレシートを
ハガキ裏面に貼り付け、必ず記入項目にご記入の上ご応募ください。

【応募ハガキでご応募される場合】
テープまたは糊でハガキを貼り付ける︒
※

ハガキ表面

キャンペーンサイトからのお申し込みはコチラから

切り取ったハガキは
折り線で折り曲げて
デープか糊で貼り付
けてください。

