一眼レフ＆レンズ プレミアムキャッシュバックキャンペーン 2018応募要項

一眼レフ＆レンズ
プレミアムキャッシュバック
キャンペーン 2018
【対象製品をお買い上げの方に】

最大

100,000

キャンペーン対象製品

円

キャッシュバック

応募手順

■購入対象期間

2018年 11月5日(月)〜2019年 1月14日(月)

■キャンペーン応募期間

2018年11月5日(月)〜2019年1月31日(木)※
※当日消印有効

❶ 応募封筒および応募用紙を切り抜きます。
応募封筒

のりしろ

必要事項記入欄

お手数をおかけしますが、是非、
ご協力をお願いいたします。

※お申し込みにより、
「応募要項」
に同意いただいたものとさせていただきます。
※楷書でハッキリとご記入ください。
※販売店、業者などによる申請、代行申請は無効です。

都 道

市

町

府 県

群

村

D. リコーイメージングのホームページ

H. リコーイメージングからのメールマガジン
I.SNS
（個人のブログ・Facebook・Twitter・掲示板など）

L. 写真専門誌の記事

のりしろ

M. デジタル系専門誌の記事
N. 一般誌の記事
O. 雑誌広告
P.WEB バナー広告

●コピーの際は保証書の内容がはっきりと写るようにご留意ください。

●原本をお送りいただいた場合は、
ご返送できませんのでご注意ください。

28-105 WR レンズキット

③製品箱のバーコード貼り付け欄
ご応募にあたり、
製品箱に印刷されているバーコードを切り取り貼付してください。

¥10,000キャッシュバック対象商品

Ｑ.2 本キャンペーンはご購入決定に影響がありましたか。
（○はひとつ）
性別

歳

男

女

B. キャンペーンがなくても購入したと思うが、
購入時期が早まった。

（レンズ商品の場合、バーコードが、JANとUPCが印刷されておりますが、JANの方を切り取り貼付してください）
※

¥5,000キャッシュバック対象商品

（キャンペーンがなかったら購入しなかった）
。

ボディキット（シルバー/ブラック）

店舗名

購入販売店名
購入年月日

HD PENTAX-D FA 24-70mmF2.8ED SDM WR

A. キャンペーンがなくても購入した
（影響はなかった）
。
C. キャッシュバックを受けたかったから購入した

Ｅメールアドレス

※PENTAX 645ZボディキットとHD PENTAX-DA645 28-45㎜F4.5ED AW SRを同時購入の場合に￥100,000キャッシュバック対象となります。

●購入年月日と販売店名が記載してあるリコーイメージング発行の保証書のコピーをお貼りください。

●通信販売でご購入の場合は、
レシートまたは領収書にて購入年月日と販売店名を確認させて頂きます。
●販売店発行の保証書ではご応募できません。

ボディキット

HD PENTAX-D FA 15-30mmF2.8ED SDM WR
HD PENTAX-D FA★ 70-200mmF2.8ED DC AW

（名）

年齢

年

※JANコードは4549212〜で始まる数字の方を切り取り

18-135WRキット ブラック

月

日

¥3,000キャッシュバック対象商品

15 歳以下のお子様の場合は、
ご応募に際し保護者のご同意が必要です。
下記内容をご記入ください。

ボディキット

同意する

¥30,000キャッシュバック対象商品

¥20,000キャッシュバック対象商品

●HD PENTAX-DA645 28-45mmF4.5ED AW SR

¥5,000キャッシュバック対象商品

¥10,000キャッシュバック対象商品

●

ボディキット

●

28-105 WR レンズキット

●HD PENTAX-D FA 15-30mmF2.8ED SDM WR

※JANの方を切り取り

HD PENTAX-DA 70mmF2.4 Limited（シルバー/ブラック）

❷ 必要事項を記入し、必要書類を貼付します。
応募封筒

のりしろ

必要事項記入欄

ボディキット
（シルバー/ブラック）

●HD PENTAX-D FA 70-200mmF2.8ED DC AW

●

18-135WRキット ブラック

●HD PENTAX-D FA 150-450mmF4.5-5.6ED DC AW

応募用紙

1 5 1 8 6 9 1

アンケートご協力のお願い

裏面の
「応募要項」
をお読みいただき、同意の上、
下記
必要事項をご記入ください。

お手数をおかけしますが、是非、
ご協力をお願いいたします。

※お申し込みにより、
「応募要項」
に同意いただいたものとさせていただきます。
※楷書でハッキリとご記入ください。
※販売店、業者などによる申請、代行申請は無効です。

Ｑ.１ あなたは本キャンペーンを何でお知りになりましたか。
（○はいくつでも）

ご購入商品 各商品名に してください。

市

町

お申し込み者
ご住所

府 県

群

村

1

I.SNS
（個人のブログ・Facebook・Twitter・掲示板など）

女

M. デジタル系専門誌の記事
N. 一般誌の記事
O. 雑誌広告
P.WEB バナー広告

¥20,000キャッシュバック対象商品

「PENTAX一眼レフ＆レンズ
プレミアムキャッシュバック
キャンペーン 2018 事務局」行

¥3,000キャッシュバック対象商品

●HD PENTAX-DA 70mmF2.4 Limited（シルバー/ブラック）

●ボディの場合

●レンズ商品の場合

バーコード部分を切り取り

バーコード部分を切り取り

HD PENTAX-DA 21mmF3.2AL Limited（シルバー/ブラック）

同意しない

HD PENTAX-DA 35mmF2.8 Macro Limited（シルバー/ブラック）

①必要事項を記入します。
②保証書のコピーを貼り付けます。
③レシートまたは領収書のコピーを
貼り付けます。
④製品箱のバーコード部分を貼り付け
ます。

※JANの方を切り取り

HD PENTAX-DA 40mmF2.8 Limited（シルバー/ブラック）

のりしろ

●HD PENTAX-DA 40mmF2.8 Limited（シルバー/ブラック）

4

※JANコードは4549212〜で始まる数字の方を切り取り

18-135WRキット ブラック

日

HD PENTAX-DA 15mmF4ED AL Limited（シルバー/ブラック）
同意する

●HD PENTAX-DA 21mmF3.2AL Limited（シルバー/ブラック）

※

ボディキット（シルバー/ブラック）

保護者の方の署名

●HD PENTAX-DA 15mmF4ED AL Limited（シルバー/ブラック）

③製品箱のバーコード貼り付け欄
ご応募にあたり、
製品箱に印刷されているバーコードを切り取り貼付してください。
（レンズ商品の場合、バーコードが、JANとUPCが印刷されておりますが、JANの方を切り取り貼付してください）

¥5,000キャッシュバック対象商品

15 歳以下のお子様の場合は、
ご応募に際し保護者のご同意が必要です。
下記内容をご記入ください。

¥3,000キャッシュバック対象商品

2

HD PENTAX-D FA 24-70mmF2.8ED SDM WR

（キャンペーンがなかったら購入しなかった）
。

月

●コピーの際は保証書の内容がはっきりと写るようにご留意ください。

●原本をお送りいただいた場合は、
ご返送できませんのでご注意ください。

28-105 WR レンズキット

HD PENTAX-D FA★ 70-200mmF2.8ED DC AW

店舗名

年

●購入年月日と販売店名が記載してあるリコーイメージング発行の保証書のコピーをお貼りください。

●通信販売でご購入の場合は、
レシートまたは領収書にて購入年月日と販売店名を確認させて頂きます。
●販売店発行の保証書ではご応募できません。

ボディキット

HD PENTAX-D FA 15-30mmF2.8ED SDM WR

¥10,000キャッシュバック対象商品

A. キャンペーンがなくても購入した
（影響はなかった）
。
B. キャンペーンがなくても購入したと思うが、
購入時期が早まった。
C. キャッシュバックを受けたかったから購入した

Ｅメールアドレス
購入販売店名
購入年月日

HD PENTAX-DA645 28-45mmF4.5ED AW SR

HD PENTAX-D FA 150-450mmF4.5-5.6ED DC AW

男

通信販売やリボ、分割払いでご購入の場合など、
レシートや領収書が即時発行されない際は、通信
販売会社やカード会社が発行するレシート・領収書など、
ご購入金額及び日付が確認できる書類
のコピーを貼付してください。
原本をお送りいただいた場合は、
ご返送できませんのでご注意ください。

¥30,000キャッシュバック対象商品

日本郵便株式会社 代々木郵便局
私書箱17号

（名）

性別

●

●

ボディキット

Ｑ.2 本キャンペーンはご購入決定に影響がありましたか。
（○はひとつ）
歳

3

￥100,000キャッシュバック対象となります。

J. 販売店スタッフの説明
K. 家族や友人、知人

フリガナ

（姓）

TEL
年齢

※保証書の原本はお手元で大切に保管してください。

ボディキット ＋ HD PENTAX-DA645 28-45mmF4.5ED AW SR
※PENTAX 645ZボディキットとHD PENTAX-DA645 28-45㎜F4.5ED AW SRを同時購入の場合に

¥50,000キャッシュバック対象商品

F. リコーイメージングオンラインストア

L. 写真専門誌の記事

ビル・
マンション名

お申し込み者
お名前

②レシートまたは、領収書のコピー

①リコーイメージング発行の保証書コピー貼り付け欄

同時購入で ¥100,000キャッシュバック対象商品

D. リコーイメージングのホームページ
E. リコーイメージングの SNS
（Facebook・Twitter）

H. リコーイメージングからのメールマガジン

のりしろ

のりしろ

対象の商品を複数購入頂いた場合でもお申し込み頂けます。

A. 本リーフレット
（応募用紙）
B. カメラ系専門 WEB サイトの記事
C. 一般的な WEB サイトの記事

区
都 道

のりしろ

★

●

バーコード部分を切り取り

HD PENTAX-DA 35mmF2.8 Macro Limited（シルバー/ブラック）

同意しない

G. リコーイメージング主催のセミナー / フォトスクール

●HD PENTAX-D FA 24-70mmF2.8ED SDM WR

●レンズ商品の場合

バーコード部分を切り取り

HD PENTAX-DA 21mmF3.2AL Limited（シルバー/ブラック）

HD PENTAX-DA 40mmF2.8 Limited（シルバー/ブラック）

¥50,000キャッシュバック対象商品

●ボディの場合

HD PENTAX-DA 15mmF4ED AL Limited（シルバー/ブラック）

保護者の方の署名

のりしろ

●

通信販売やリボ、分割払いでご購入の場合など、
レシートや領収書が即時発行されない際は、通信
販売会社やカード会社が発行するレシート・領収書など、
ご購入金額及び日付が確認できる書類
のコピーを貼付してください。
原本をお送りいただいた場合は、
ご返送できませんのでご注意ください。

HD PENTAX-DA645 28-45mmF4.5ED AW SR

¥20,000キャッシュバック対象商品

「PENTAX一眼レフ＆レンズ
プレミアムキャッシュバック
キャンペーン 2018 事務局」行

HD PENTAX-D FA 150-450mmF4.5-5.6ED DC AW
（姓）

TEL

ボディキット ＋ HD PENTAX-DA645 28-45mmF4.5ED AW SR

●

●

¥30,000キャッシュバック対象商品

日本郵便株式会社 代々木郵便局
私書箱17号

J. 販売店スタッフの説明
K. 家族や友人、知人

②レシートまたは、領収書のコピー

※保証書の原本はお手元で大切に保管してください。

ボディキット

E. リコーイメージングの SNS
（Facebook・Twitter）

お申し込み者
お名前

のりしろ

のりしろ

①リコーイメージング発行の保証書コピー貼り付け欄

ボディキット ＋ HD PENTAX-DA645 28-45mmF4.5ED AW SR
￥100,000キャッシュバック対象となります。

¥50,000キャッシュバック対象商品

F. リコーイメージングオンラインストア
G. リコーイメージング主催のセミナー / フォトスクール

フリガナ

同時購入で ¥100,000キャッシュバック対象商品

C. 一般的な WEB サイトの記事

お申し込み者
ご住所

ビル・
マンション名

対象の商品を複数購入頂いた場合でもお申し込み頂けます。

※PENTAX 645ZボディキットとHD PENTAX-DA645 28-45㎜F4.5ED AW SRを同時購入の場合に

A. 本リーフレット
（応募用紙）
B. カメラ系専門 WEB サイトの記事

同時購入で ¥100,000キャッシュバック対象商品

ご購入商品 各商品名に してください。

Ｑ.１ あなたは本キャンペーンを何でお知りになりましたか。
（○はいくつでも）

区

●

応募用紙

1 5 1 8 6 9 1

アンケートご協力のお願い

裏面の
「応募要項」
をお読みいただき、同意の上、
下記
必要事項をご記入ください。

HD PENTAX-DA 70mmF2.4 Limited（シルバー/ブラック）

❸ お手数をおかけしますが、是非、アンケートにご協力をお願いいたします。

●HD PENTAX-DA 35mmF2.8 Macro Limited（シルバー/ブラック）

応募封筒

のりしろ

必要事項記入欄

1 5 1 8 6 9 1

アンケートご協力のお願い

裏面の
「応募要項」
をお読みいただき、
同意の上、
下記
必要事項をご記入ください。

お手数をおかけしますが、
是非、
ご協力をお願いいたします。

※お申し込みにより、
「応募要項」
に同意いただいたものとさせていただきます。
※楷書でハッキリとご記入ください。
※販売店、
業者などによる申請、
代行申請は無効です。

Ｑ.１ あなたは本キャンペーンを何でお知りになりましたか。
（○はいくつでも）
A. 本リーフレット
（応募用紙）
B. カメラ系専門 WEB サイトの記事
C. 一般的な WEB サイトの記事

区

1．
以下の書類をすべてご用意ください。
①保証書のコピー

●購入年月日と販売店名が記載してある弊社発行の保証書のコピーをお貼りください

（通信販売でご購入の場合は、
レシートまたは領収書にて購入年月日と販売店名を
確認させていただきます）。
●販売店発行の保証書ではご応募できません。
●コピーの際は保証書の内容
（前面）
がはっきりと写るようにご留意ください。
●原本をお送りいただいた場合は、
ご返送できませんので、
ご注意ください。

②レシートまたは領収書（コピー可）

●通信販売やリボ、
分割払いでご購入の場合など、
レシートや領収書が即時発行され

ない際は、通信販売会社やカード会社が発行するレシート・領収書など購入金額及
び日付が確認できる書類のコピーを貼付してください。
●原本をお送りいただいた場合は、
ご返送できませんのでご注意ください。

③製品箱のバーコード部分(コピー不可)

●製品箱のバーコード部分を切り取り、
貼付してください。
●バーコードがシールの場合でも、
シールをはがさずに、箱ごと切り取ってください。
●製品箱によりバーコード記載位置が異なりますのでご確認ください。

※バーコードの添付について：本キャンペーンは、対象商品をご購入いただいた個人のお客
様に、正確にキャッシュバックさせていただく為、
バーコードの切り取り、貼り付けをお願いし
ております。
ご理解とご協力の程お願いいたします。

2．
①〜③すべての書類を専用応募封筒に貼付してください。
（一般封筒でのご応募は無効です）

●封筒を切り抜き、
必要事項をご記入の上、保証書のコピー、
レシートまたは領収書の

コピー、製品箱のバーコード
（コピー不可）切り取り、貼り付けてご応募ください。
●お申し込みの際にかかる郵送料などは、
お客様のご負担になりますのでご了承ください。
●封筒は、
はがれないように、
しっかりとのりづけしてください。
●必要書類が正しくそろっていることを必ずご確認ください。
そろっていない場合は無効
となります。

キャッシュバック
（払戻金）
●キャッシュバック
（払戻金）
は対象商品に応じて所定の金額を郵便為替にてお送りしま

す。郵便為替は郵便局で換金いただくことができます。
●お送りする郵便為替には有効期限があります。
期限を過ぎますと換金できなくなります
ので、
券面をご確認の上、
お早めに換金してください。

●有効期限を過ぎた郵便為替の交換や換金などには、
当社では一切応じられ
ませんので予めご了承ください。

市

町

群

村

H. リコーイメージングからのメールマガジン
I.SNS
（個人のブログ・Facebook・Twitter・掲示板など）

フリガナ

（姓）

M. デジタル系専門誌の記事
N. 一般誌の記事
O. 雑誌広告
P.WEB バナー広告

Ｑ.2 本キャンペーンはご購入決定に影響がありましたか。
（○はひとつ）
歳

性別

男

女

A. キャンペーンがなくても購入した
（影響はなかった）
。
B. キャンペーンがなくても購入したと思うが、
購入時期が早まった。
C. キャッシュバックを受けたかったから購入した

Ｅメールアドレス

（キャンペーンがなかったら購入しなかった）
。

店舗名

購入販売店名
購入年月日

「PENTAX一眼レフ＆レンズ
プレミアムキャッシュバック
キャンペーン 2018 事務局」行

（名）

年

月

日

15 歳以下のお子様の場合は、
ご応募に際し保護者のご同意が必要です。
下記内容をご記入ください。
保護者の方の署名

同意する

注意事項

日本郵便株式会社 代々木郵便局
私書箱17号

J. 販売店スタッフの説明
K. 家族や友人、
知人
L. 写真専門誌の記事

ビル・
マンション名

お申し込み者
お名前

年齢

●お申し込み受領後、
約１ヶ月後※の発送手続きとなります。
※手続き、
郵便事情により多少の遅れが生じる場合がございます。
予めご了承ください。

F. リコーイメージングオンラインストア
G. リコーイメージング主催のセミナー / フォトスクール

お申し込み者
ご住所

アンケート欄

TEL

キャッシュバック
（払戻金）
の発送

D. リコーイメージングのホームページ
E. リコーイメージングの SNS
（Facebook・Twitter）

のりしろ

お申し込み方法

都 道
府 県

同意しない

のりしろ

❹ 応募封筒を作り、応募用紙を折って中に入れます。

❺ 切手を貼ってご郵送ください。

●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です。販売店、
業

者などによる申請、及び代行申請は無効とさせていただきます。
●本キャンペーン実施期間中において、
国内の販売店・通信販売での購入分

を、本キャンペーンの対象商品とさせていただきます。

完成図
封筒の裏にのりしろが
くるように貼り付けます。

●本キャンペーンのお申し込みは日本国内に在住し、
郵便為替のお受け取り

が可能な方に限らせていただきます。
●第三者からの譲渡品、
オークションなどで入手された商品、中古品、アウトレ

ット品としてご購入された商品は対象外となります。
●キャッシュバックの受領は、
ご購入者（ご応募者）のみが対象となります。ご購

入者（ご応募者）以外の第三者の代理受領、第三者への発送要請、権利
譲渡はいかなる場合も一切お断りしております。予めご了承ください。
●お申し込み途中の書類の紛失、
事故などにつきましては弊社は責任を負い

かねます。
※応募に関する確認書類や郵便為替証書が不在、宛先不明、受領拒否、
その他
の理由により返送された場合、
キャンペーン事務局からのご連絡がつかない場合
はお客様がキャッシュバックに対する権利を放棄したものとみなし、
キャンペーン事
務局の閉局と同時に各書類を破棄させていただきます。

ご応募が無効となる場合
●以下の場合は、応募者に連絡することなく無効とさせていただくことがあり
ます。予めご了承ください。
・①〜③の応募必要書類に不足がある場合。また、
１点でも改ざんなどが判明した場合。
・偽りの氏名及び住所等の記入が判明した場合。
及び購入者以外の代行の方によるお申し込みの場合。
・販売店等によるお申し込み、
・転売を目的としたご購入と判断される場合。
・①②の書類で販売店名や日付が異なる場合。
・①②の書類の日付が、
キャンペーン実施期間から外れている場合。
※応募に不正が判明した際は、
しかるべき措置を取らせていただく場合があります。

PENTAX 一眼レフ＆レンズ
プレミアムキャッシュバック キャンペーン2018 事務局

TEL.03-6804-9960

お問い合わせ期間：
2018 年 11月5日
（月）
〜 2019 年 2月22日
（金）
受付時間：10:00 〜 17:00

（土日祝日と年末年始 2018 年 12月28日
（金）
〜 2019 年 1月7日
（月）
を除く）

お問い合わせメール：info-ricohimg@growb.co.jp
※お問い合わせについて
事務局開設は 11 月 5日からとなります。
それ以前にいただいたお問い合わせにつきまし
ては、
11 月 5日以降に順次ご返答させていただきますので、
ご了承ください。

■本キャンペーンにおける個人情報の取り扱いについて
●リコーイメージング株式会社（以下当社という）
は、本
キャンぺーンを通じてお客様から任意でご提供いただい
た個人情報を本キャンペーン運営に使用します。●当
社はお客様の個人情報を以下の場合を除き第三者へ
一切開示いたしません。本キャンペーンを運営する上
で、当社と秘密保持契約を締結している会社（業務委
託会社など）
に情報を開示する必要がある場合。法令
などにより開示を要求された場合。
●郵便為替の送付
先は、
ご記入いただいた住所になります。
●上記個人
情報の取り扱いにご同意いただいた場合に限りご応
募ください。
●１５歳以下のお子様のご応募は保護者
の同意が必要です。
ご注意ください。

応募封筒
のりしろ

必要事項記入欄

1 5 1 8 6 9 1

アンケートご協力のお願い

裏面の
「応募要項」
をお読みいただき、同意の上、
下記
必要事項をご記入ください。

お手数をおかけしますが、
是非、
ご協力をお願いいたします。

※お申し込みにより、
「応募要項」
に同意いただいたものとさせていただきます。
※楷書でハッキリとご記入ください。
※販売店、業者などによる申請、
代行申請は無効です。

Ｑ.１ あなたは本キャンペーンを何でお知りになりましたか。
（○はいくつでも）
A. 本リーフレット
（応募用紙）
B. カメラ系専門 WEB サイトの記事
C. 一般的な WEB サイトの記事

区
都 道

市

町

府 県

群

村

D. リコーイメージングのホームページ
E. リコーイメージングの SNS（Facebook・Twitter）
F. リコーイメージングオンラインストア
G. リコーイメージング主催のセミナー / フォトスクール

お申し込み者
ご住所

H. リコーイメージングからのメールマガジン
I.SNS（個人のブログ・Facebook・Twitter・掲示板など）

日本郵便株式会社 代々木郵便局
私書箱17号

J. 販売店スタッフの説明
K. 家族や友人、
知人
L. 写真専門誌の記事

のりしろ

ビル・
マンション名

フリガナ

M. デジタル系専門誌の記事
N. 一般誌の記事
O. 雑誌広告
P.WEB バナー広告

お申し込み者
お名前
（姓）

（名）

Ｑ.2 本キャンペーンはご購入決定に影響がありましたか。
（○はひとつ）

TEL
年齢

歳

性別

男

女

B. キャンペーンがなくても購入したと思うが、
購入時期が早まった。
C. キャッシュバックを受けたかったから購入した

Ｅメールアドレス

（キャンペーンがなかったら購入しなかった）
。

店舗名

購入販売店名
購入年月日

A. キャンペーンがなくても購入した
（影響はなかった）
。

年

月

日

15 歳以下のお子様の場合は、
ご応募に際し保護者のご同意が必要です。
下記内容をご記入ください。
保護者の方の署名

同意する

同意しない

のりしろ

「PENTAX一眼レフ＆レンズ
プレミアムキャッシュバック
キャンペーン 2018 事務局」行

応募用紙
ご購入商品 各商品名に してください。
対象の商品を複数購入頂いた場合でもお申し込み頂けます。

同時購入で ¥100,000キャッシュバック対象商品

のりしろ

のりしろ

①リコーイメージング発行の保証書コピー貼り付け欄

②レシートまたは、領収書のコピー

※保証書の原本はお手元で大切に保管してください。

ボディキット ＋ HD PENTAX-DA645 28-45mmF4.5ED AW SR
※PENTAX 645ZボディキットとHD PENTAX-DA645 28-45㎜F4.5ED AW SRを同時購入の場合に
￥100,000キャッシュバック対象となります。

通信販売やリボ、分割払いでご購入の場合など、
レシートや領収書が即時発行されない際は、通信
販売会社やカード会社が発行するレシート・領収書など、
ご購入金額及び日付が確認できる書類
のコピーを貼付してください。
● 原本をお送りいただいた場合は、
ご返送できませんのでご注意ください。
●

¥50,000キャッシュバック対象商品
ボディキット

¥30,000キャッシュバック対象商品
HD PENTAX-DA645 28-45mmF4.5ED AW SR

¥20,000キャッシュバック対象商品

●購入年月日と販売店名が記載してあるリコーイメージング発行の保証書のコピーをお貼りください。

●通信販売でご購入の場合は、
レシートまたは領収書にて購入年月日と販売店名を確認させて頂きます。
●販売店発行の保証書ではご応募できません。

ボディキット

●コピーの際は保証書の内容がはっきりと写るようにご留意ください。

●原本をお送りいただいた場合は、
ご返送できませんのでご注意ください。

28-105 WR レンズキット
HD PENTAX-D FA 15-30mmF2.8ED SDM WR
HD PENTAX-D FA★ 70-200mmF2.8ED DC AW
HD PENTAX-D FA 150-450mmF4.5-5.6ED DC AW

③製品箱のバーコード貼り付け欄
ご応募にあたり、
製品箱に印刷されているバーコードを切り取り貼付してください。

¥10,000キャッシュバック対象商品
HD PENTAX-D FA 24-70mmF2.8ED SDM WR

（レンズ商品の場合、バーコードが、JANとUPCが印刷されておりますが、JANの方を切り取り貼付してください）
※

¥5,000キャッシュバック対象商品
ボディキット（シルバー/ブラック）
18-135WRキット ブラック

¥3,000キャッシュバック対象商品

※JANコードは4549212〜で始まる数字の方を切り取り

●ボディの場合

●レンズ商品の場合

バーコード部分を切り取り

バーコード部分を切り取り

HD PENTAX-DA 15mmF4ED AL Limited（シルバー/ブラック）
HD PENTAX-DA 21mmF3.2AL Limited（シルバー/ブラック）
HD PENTAX-DA 35mmF2.8 Macro Limited（シルバー/ブラック）
HD PENTAX-DA 40mmF2.8 Limited（シルバー/ブラック）
HD PENTAX-DA 70mmF2.4 Limited（シルバー/ブラック）

※JANの方を切り取り

