※必ず２ページともA4サイズでプリントアウトし、１枚目の専用応募封筒に、２枚目の専用応募用紙（必要事項ご記入ください）、
レシートのコピー、バーコード
（２種）
などの必要書類を同封の上、郵送してください。

お手数ですが、82 円分
の切手をお貼り下さい。

1044690

ださい。

Step2．対象のロボット掃除機ルンバのご購入

時のレシートもしくは領収書のコピーを
封入してください。

※製品名、購入日
（注文日）、金額、店名が記載されたレシートまたは領収
書のコピー
（納品書・請求書・見積書などは無効）

封をする前に、
もう一度ご確認をお願いいたします。

必要書類に不備がある場合は、
ご応募を無効とさせていただく場合がございます。

ロボット掃除機ルンバ 980 の製品箱
（ルンバの本体画像が印刷されている
箱）の２つのバーコードの切り取り
※コピーは無効となります。

を貼り合わせてください

ロボット掃除機ルンバ980ご購入時の
レシート等のコピー

ここにのりしろ

日本郵便株式会社 晴海郵便局 郵便私書箱

のりしろ

Step3．対象のロボット掃除機ルンバの製品箱

（ルンバの本体画像が印刷されている
箱）底面 2 か所のバーコード部分をす
べて切り取り、封入してください。

※下記製品箱のバーコード部分すべてを切り取って封入してください。
コピーは無効となります。

専 用 応 募 用 紙へ名前・住 所・電 話 番
号・メールアドレス等もれなく記入
これらの書類を必ずすべて封入の上ご応募ください。

252

号

ロボット掃除機 ルンバ
﹁２０００万台突破記念キャンペーン﹂係

※応募封筒が25gを超える場
合は、所定金額分の切手を貼
り、郵送にてご応募ください。

Step1．専用応募用紙にお客様情報をご記入く

※はさみやカッターで手を切らないようにご注意ください。

ここにのりしろ を貼り合わせてください
のりしろ

①専用応募封筒

※必ず２ページともA4サイズでプリントアウトし、１枚目の専用応募封筒に、２枚目の専用応募用紙（必要事項ご記入ください）
、
レシートのコピー、バーコード
（２種）などの必要書類を同封の上、郵送してください。

ロ ボット 掃 除 機 ル ン バ
「 2 0 0 0 万 台 突 破 記 念 キャン ペ ー ン 」

専用応募用紙

お客様情報を楷書ではっきりとご記入ください。

アンケートにご協力お願いいたします
Q1. 本キャッシュバックキャンペーンをどこでお知りになりま
したか？
（ひとつ）

1. リビング

2. ダイニング

3. キッチン

2. iRobotのSNS（Twitter、Facebookなど）

4. 廊下

5. 書斎

6. 寝室

3. オンライン広告 4. 新聞広告

7. こども部屋

8. 家中全体

9. その他

5. 雑誌広告

6. TV

7. 店頭のリーフレット

8. 店頭POP

9. 店頭の販売員から

10. 知人友人・親類から

Q2. 今回、対象のルンバをお買い上げになった理由をお聞
かせください。
（いくつでも）

1. キャンペーンがあると以前から知っていたから

※必須

2. お店に行ったらたまたまキャンペーンをやっていたから
3. ロボット掃除機があると掃除の手間が省けると思ったから
4. ルンバをもう一台買い足したいと思っていたから
5. 機能・性能が他の掃除機・ロボット掃除機より気に入ったから
別

6. 家族のアレルギーなどが気になるから

男・女

8. 掃除機を自分でかけるのに疲れたから

性
お名前

姓

名

※必須

※法人ではなく、個人名でご記入ください。

生年月日
※必須

西

暦

年

月

7. ペットの毛を取りやすいと思ったから

※必須

品を以下からお聞かせください。
（いくつでも）

購入店舗
種別
※必須

１．百貨店
２．家電量販店
３．
ホームセンター
４．
スーパー
５．
テレビ通販
６．
カタログ通販
７．
インターネット通販
８．
アイロボットストア
９．贈答
99．その他

2. ￥30,001〜￥50,000

3. ￥50,001〜￥70,000

4.

5. ￥90,001〜￥100,000

6. ￥100,001〜￥130,000

7. ￥130,001以上

8. 予定していなかった

¥70,001〜￥90,000

Q6. 店頭でご購入の方に伺います。店頭で、本キャンペーン
のご説明はありましたか？
（ひとつ）

1. 販売スタッフから説明を受けた

2. 店頭リーフレットでのみ知った

Q7. 家族構成をお教えください。
（ひとつ）

Q3. 今回、対象のルンバをお買い上げの際に、比較された商
1. ルンバ960

予算をお聞かせください。
（ひとつ）

1. ￥30,000以下

4. その他

9. その他

＠

Q5. お買い上げの前までに予定していたロボット掃除機のご

3. 販売スタッフの説明、店頭リーフレットともになかった

日生まれ

※必須

屋はどこですか？
（ひとつ）

1. iRobotの公式ホームページ

11. その他

ご住所

Q4. 今回お買い上げのルンバでもっとも掃除をしたいお部

2. ルンバ800シリーズ

3. ルンバ600シリーズ

4. パナソニック ルーロ MC-RS800 5. パナソニック ルーロ MC-RS300
6. ダイソン 360 Eye
8. その他ロボット掃除機
9. ダイソン スティック型掃除機v8
10. その他スティック型掃除機
11. その他キャニスター型掃除機

7. 日立 ミニマル

1. 単身

2. パートナー（配偶者など）

4. 三世代（親と子と孫）

3. 二世代（親と子）

5. その他

Q8. 室内で犬または猫を飼われていますか？
（ひとつ）
１. 犬猫両方

2. 犬

3. 猫

4. どちらも飼っていない

Q9. キャンペーン、限定商品、新製品情報などのご案内を差
し上げてもよろしいですか？(ひとつ)
1. 希望する

2. 希望しない

個人情報の取り扱いについて

このキャンペーンのご応募にてお客様よりお預かりした個人情報は、賞品の発送、会員登録、製品・サービス向上のためのアンケート、当社および当社提携事業者の製品情報（新製品、製品の機能向上、キャンペーン情報など）
のご提供に利用させていただきます。また、法令等で認められた場合を除き、第三者へ提供・開示することはございません。
※個人情報の取り扱いは、公式サイト（http://www.irobot-jp.com/policy/）をご覧ください。

②専用応募用紙

