「贈って当てよう！キャンペーン」
専用応募ハガキPDF
■印刷する際の用紙は「A4サイズ・横」、ページの拡大／縮小は「なし」に設定してください。
■必要事項を記入し、所定の郵便料金分の切手を貼ってご応募ください。

Tokyu Store・Precce オリジナル

「贈って当てよう！キャンペーン」
ネット販売専用応募ハガキ
賞品

東急ストアオンラインショップ
（ギフト日和・PayPayモール・楽天市場）
に掲載の
「サッポロビール・サントリー
ビール・アサヒビール・キリンビール・味の素・日清オイリオ」
各種対象商品
（3セット以上）
の購入と購入した際の
申込番号
（ギフト日和は13桁の受注番号、
PayPayモールは注文IDの下8桁、
楽天市場は受注番号の下10桁）
・
賞品お届け先のお名前（必ずフリガナを明記してください）
・郵便番号・ご住所・電話番号・年齢・購入店舗名・
購入セット数・希望賞品の応募口数を明記の上、お手数ですがご投函の際には所定の郵便料金の切手を貼り、
ご投函ください。※ショップにより一部取り扱いのない商品がございます。

ご応募の際は、
こちらをプリントアウトの上、
市販のハガキに貼りつけてご応募ください。
尚、
店頭の専用応募ハガキか、
市販のハガキでもご応募いただけます。
※店頭の専用ハガキには、
購入した際の申込番号記載欄がありませんので、
レシート添付欄もしくは欄外に
必ず記載ください。
記載が無い場合は無効になります。
※お一人様何口でもご応募いただけますが、
1口分を複数のハガキに分けて応募することはできません。
※端数
分の購入セット数は無効になります。

■応募資格

ビールギフトを含む本キャンペーンのご応募は満20歳以上の方に限定させていただきます。
※東急ストア・プレッセ、
各メーカーの社員及び関係者のご応募はできません。

2022年5月13日（金）〜
2022年8月3日（水）

口

選べる
フルーツ
ギフトカード

ブランド肉
カード

8 7 9 0

キャンペーン事務局：
（株）
ヴィアックス

■賞品のお届けについて

フリガナ

当選賞品は9月中旬以降のお届けとなります。

（姓）

お名前

※当選は商品の発送をもって代えさせていただ
きます。

■ご注意

（名）

〒

次の場合、
ご応募が無効となりますのでご注意
ください。
◆購入されたセット数が不足してい
る場合。
または対象商品が含まれていない場合。
◆対象商品の購入が判断できない場合。◆有効
購入期間外の場合。
◆専用応 募ハガキの記 入
に不備がある場合。
◆お客様のご住所・転居先
が不明、
連絡不能などの理由により賞品が発送
できない場合。
※ご応募いただいた専用応募ハガキは返却できま
せんので、
予めご了承ください。
※賞品の発 送は日
本国内に限らせていただきます。
※お客様のご都合
による賞品の返品・交換はお受けできませんので、
予めご了承ください。
配送中の破損や不良品などの
問題が生じた場合には交換をさせていただきます。
（送料は当方の負担とさせていただきます。
返送の
際、
同封物も必ずお戻しください。
※専用応募ハガキ
の郵送中の紛失・破損、
または賞品到着後の紛失・
破損につきましては責任を負いかねますので、
予め
ご了承ください。

都
府

ご住所

市
町

（お届け先）

道
県

区
村
アパート・マンション名

電話番号

（

購入店舗名

）

年齢

歳

東急ストアオンラインショップ

ギフト日和 ・ PayPayモール ・ 楽天市場 （いずれかに○）

申込番号

■個人情報

ご記入いただいた個人情報は、
年齢確認・賞品
発 送 にの み 使 用 いたします。また、そ の 個 人
情報を、
お客様の同意を得ないで業務委託先
以外の第三者に開示・提供する事はありません
（法令により開示・提供を求められた場合を除
きます）
。

購入セット数

10セットコース

口

キ

日本郵便株式会社
中野郵便局 私書箱 100号

2022年8月14日（日）※当日消印有効

口

セット

●ご記入いただいた個人情報は、
年齢確認・賞品発送にのみ使用いたします。

■購入セット数、希望賞品の応募
口数をご記入ください。
希望賞品欄

希望賞品欄

47都道府県
グルメカード

5セットコース

ガ

（株）東急ストア「贈って当てよう！キャンペーン」係

■応募締切

希望賞品の応募口数を記入し、
なくさないように保管してください。
お客様控え 購入セット数、

3セットコース

ください。

■有効購入期間

キリトリ線

■応募方法

の切手をお貼り

ハ

1 6 4

所定の郵便料金

※賞品詳細はご利用案内の詳細ページをご覧ください。
※天候などの事情により配送日の変更、
賞品仕様の変更をさせていただく場合がございます。
予めご了承ください。

●サッポロビールギフトセット
【A937】YE3D、
【A938】YE4D、
【A939】YE5DT、
【A940】YKFM3、
【A941】YPA3D、
【A942】YPA5DT、
【A943】YKFM5、
【A944】YPV3D、
【A945】YPV4D、
【A946】YPV5DT
●サントリービールギフトセット
【A920】BMA3S、
【A921】BMA5S、
【A922】BPC3S、
【A923】BPC4S、
【A924】BPC5S、
【A925】FC3S、
【A926】FC4S、
【A927】FC5S、
【A928】VC3S、
【A929】VC4S、
【A930】VC5S、
【A931】BPCB3S、
【A932】TMB3S、
【A933】TMB4S、
【A934】BPCB5S、
【A935】DMJA3S、
【A936】DMJA5S
●アサヒビールギフトセット
【A900】AS-3N、
【A901】AG-35、
【A902】AS-4G、
【A903】AS-5N、
【A904】AVF-3、
【A905】MF-3N、
【A906】MFW-3、
【A907】MFW-5、
【A908】FS-3N、
【A909】FS-4N、
【A910】FS-5N、
【A911】AKF-3、
【A912】AKF-5、
【A913】JSD-3、
【A914】AKW-3、
【A915】AKW-5、
【A916】JSD-5、
【A917】AJP-3、
【A918】AJP-4、
【A919】AJP-5
●キリンビールギフトセット
【A947】K-IS3、
【A948】K-IS35、
【A949】K-IS4、
【A950】K-IS5、
【A951】K-PI3、
【A952】K-NIP3、
【A954】K-PI5、
【A956】K-FM3
●味の素ギフトセット
【A513】KMA-30U、
【A514】EGA-30N、
【A515】A-30T、
【A516】A-40T、
【A517】A-50T、
【A519】TAR-30U、
【A520】TAR-50U、
【A521】KV-30U、
【A523】EVR-30J、
【A524】EVR-50J
●日清オイリオギフトセット
【A493】KM-30、
【A494】OV-30、
【A495】NK-30N、
【A496】NAB-30N、
【A497】OV-50、
【A498】PTP-30N、
【A499】PTP-40N、
【A500】PTP-50WN、
【A501】BG-30A、
【A502】BG-40A、
【A503】BG-50A、
【A511】OL-30A、
【A512】KM-50

便

ご投函の際には

東急ストア・プレッセ夏のギフトカタログに掲載の
「サッポロビール・サントリービール・アサヒビール・キリンビール・味の素・日清オイリオ」各種対象
商品のギフトセットを3セット以上ご購入いただき応募いただいたお客様の中から抽選で合計109名様にギフトカードをプレゼント。

■対象商品

郵

お手数ですが

3セットコース
47都道府県
グルメカード

購入セット数

セット

5セットコース

口

選べる
フルーツ
ギフトカード

10セットコース

口

ブランド肉
カード

希望賞品の合計セット数が、購入セット数以内 であることを必ずご確認ください。

口

