
応募資格

上記対象レシート期間に同一チェーンで、花王
対象商品を各コースごとの必要な金額以上お
買い上げいただいた場合が１口となります。

厳正な抽選の上、賞品の発送をもって発表にかえさせ
ていただきます。賞品の発送は、カストーディアル・キッ
ズ！賞は2017年 6月下旬～7月上旬、その他コース
は7月上旬～中旬頃を予定しております。

2017年4月3日（月）～
5月28日（日）

2017年5月28日（日）当日消印有効

対象商品　※カテゴリーごとに50音順

※50音順

応募方法

対象レシート期間 応募締切

当選発表

キャンペーン期間中お一人様何口でも応募可能です。

注意事項

●必要事項に不備がある場合は、無効となります。●ご応募された方の住所、転居先が不明等の理由により賞品をお送りできない場合がございます。●レシートに
購入日、購入店、購入金額の記載のないものは無効となります。●ご送付いただいたものは全て返却できません。●ご応募の内容によっては事務局より連絡させて
いただく場合がございます。●販売店へのご応募や、販売店でのとりまとめてのご応募はご遠慮ください。●花王グループ社員とその家族、及び関係者の応募はで
きません。●応募期間が過ぎても店舗にてキャンペーン告知がされている場合がございます。●ご当選の権利を他人に譲渡・換金等することはできません。●ご応
募は日本国内に在住で、かつ連絡先が日本国内の方に限らせていただきます。●本キャンペーンでは複数口ご応募いただけますが、重複しての当選はございませ
ん。●同一レシートをはがき応募・インターネット応募の両方に使用してご応募された場合、同一レシートを使用して複数回ご応募された場合は、いずれのご応募
も無効となります。●同時期に花王グループが実施している同一商品を対象とした他の応募キャンペーンに、同一レシートを使用してご応募いただいた場合、当選
が無効となる場合がございます。

ご応募の際は、下記の応募要項を必ずお読みください。

ただし、やむを得ない事情により発送が遅れる場合もござ
いますのであらかじめご了承ください。

キャンペーン事務局

0120-400-071

キャンペーンに関するお問い合わせ先

※抽選結果や発送に関するお問い合わせにはお答えできません
   のでご了承ください。
※お電話でのご応募はできません。

【受付期間】
2017年4月3日（月）～8月31日（木）
10：00～17：00（土・日・祝日を除く）

●レシート記載の対象商品に○をつけてください。●レシートのコピー及び領収書での応募は無効となります。●郵送中の応募はがき紛失などの事故については責任を負いかねます。郵便事故を避けるため、簡易書
留郵便や特定記録郵便のご利用をおすすめいたします（郵便費用はお客様のご負担となります）。

同一チェーンで花王の対象商品をお買い上げのレシートでプレゼント！同一チェーンで花王の対象商品をお買い上げのレシートでプレゼント！
※応募金額は、花王の対象商品のご購入金額が対象となります。

※スマートフォン・パソコンからの応募は、2017年4月3日（月）00:00から5月28日（日）23:59まで。
※締切時間付近はアクセスが集中する場合がございますので、時間に余裕を持ってご応募いただけますよう
　お願いします。

※上記商品以外はキャンペーン対象外となります。飲料・化粧品・ペット用品・めぐりズム・生理用品・
　大人用おむつ・おしりふき・ヘアカラー・ニベア・アトリックス・８×４は対象外です。
※店舗によっては取扱いがない場合がございます。ご了承ください。

インターネット応募の場合

はがき応募の場合 応募資格を満たすレシートを、この専用応募はがき、または市販のはがきに貼り、必要事項をすべてご記入の上、
所定の郵便料金分の切手を貼って投函してください。

お手持ちのスマートフォンで応募資格を満たすレシートの写真を撮影し、キャンペーンサイトの応募ページにアクセスして写真を
アップロードしてください。続けてサイトの指示に従い応募情報フォームより、必要事項をご入力いただきご応募ください。

6,100名様マジカルスマイル賞

印刷の際は用紙をA4サイズに設定し、「ページの拡大縮小・なし」の横向きで印刷してください。
※注意　「ページの拡大縮小」項目が「ページに合わせる」になっていますと縮小されて印刷されてしまいますのでお気をつけください。

アタック/エマール/キーピング/スタイルケア/
ニュービーズ/ハイター/ハミング/
フレア フレグランス/ワイドハイター
　
キュキュット/クイックル/
ファミリー/ふろ水ワンダー/ホーミング/
マイペット/マジックリン/リセッシュ

アジエンス/エッセンシャル/ケープ/
セグレタ/メリット/リーゼ

花王 ホワイト/キュレル/
ビオレ/ビオレu/メンズビオレ

エモリカ/ガードハロー/クリアクリーン/
サクセス/チェック/つぶ塩/ディープクリーン/
バブ/ピュオーラ

メリーズ（ベビー用紙おむつ）

お洗たく関連

お掃除関連

スキンケア
関連

ヘルスケア
関連

ヘアケア関連

ベビー用品

ⓒDisney

集合時間 11：20　実施時間 11：30～12:30

東京ディズニーシー®・
パークチケット1組3名様+

「カストーディアル・キッズ!」体験

●体験は4歳～12歳のひとりでお着替えができるお子様が対象となります。●体験時間は変更とな
る場合がございますので、あらかじめご了承ください。●1組につき最大3名、そのうちお子様は2名
まで参加可能です。最低1名は18歳以上の保護者の方が必要となります。●パークチケットは東京
ディズニーシー®のみ入園可能なチケットとなります（有効期限は2018年5月末）。●ご自宅から
パークまでの交通費や宿泊費はご当選者様のご負担となります。●特別営業時間にはご利用いた
だけません。

花王オリジナル 東京ディズニーリゾート®ハンドタオル
手洗いを楽しくしてくれる、花王オリジナルデザインのハンドタオル。

●ご自宅からパークまでの交通費や宿泊費はご当選者様のご負担となります。
●チケットの有効期限は2018年5月末となります。
●特別営業時間にはご利用いただけません。

東京ディズニーランド®
または東京ディズニーシー®

どちらかのパークを1日楽しめるチケット。

東京ディズニーリゾート®・
パークチケット 1組3名様

 100組 300名様
カストーディアル・キッズ！賞
2,000円（税込）以上
お買い上げで応募

300名様
きれいにおそうじ賞

500円（税込）以上
お買い上げで応募

※

ダッフィー、シェリーメイ、ジェラトーニ
ぬいぐるみ（Ｓ）※いずれか1体(各100名様)

クイックルワイパー ハンディ

東京ディズニーシーⓇオリジナルグッズ

ジェラトーニ トートバッグ

ウルトラアタックNeo

東京ディズニーシーⓇオリジナルグッズ

花王製品 花王製品

300名様
きれいにお洗たく賞

500円（税込）以上
お買い上げで応募

 1,000組 3,000名様
パークチケット賞

1,500円（税込）以上
お買い上げで応募

7月30日（日）
8月12日（土）
8月20日（日）

8月5日（土）
8月13日（日）
8月26日（土）

7月29日（土）
8月6日（日）
8月19日（土）
8月27日（日）

ハズれた方の中から
抽選で当たる！WW

チャンス

さらに

日程 ※いずれか1日

サイズ：高さ約28×幅約45×マチ約15㎝サイズ：約27～30㎝（座った高さ）



カストーディアル・キッズ！賞
東京ディズニーシーⓇ・パークチケット1組3名様+
「カストーディアル・キッズ！」体験 口応募口数

きれいにおそうじ賞

きれいにお洗たく賞
希望賞品：

パークチケット賞
東京ディズニーリゾートⓇ・パークチケット1組3名様 口応募口数

ジェラトーニ トートバッグ+花王製品 口応募口数

希望日程:
「カストーディアル・キッズ！」体験

ぬいぐるみ（Ｓ）+花王製品 口応募口数※ぬいぐるみは、下記の
　いずれか1体をご選択ください。

※体験は4歳～12歳が対象となります。
※いずれか1日をご選択ください。8月26日（土）

7月29日（土）
8月12日（土）

8月27日（日）

7月30日（日）
8月13日（日）

8月5日（土）
8月19日（土）

8月6日（日）
8月20日（日）

ダッフィー シェリーメイ ジェラトーニ

ご購入のレシートをはがれないようにテープなどで
しっかり貼ってください。

ご購入レシート貼付け欄

2017年4月3日（月）～5月28日（日）
ご購入レシート対象期間

対象商品 ※カテゴリーごとに50音順

※上記商品以外はキャンペーン対象外となります。飲料・化粧品・ペット用品・めぐりズム・
　生理用品・大人用おむつ・おしりふき・ヘアカラー・ニベア・アトリックス・８×４は対象外です。
※店舗によっては取扱いがない場合がございます。ご了承ください。

〈貼付例〉

ご購入いただい
た店舗名・日付が
表になるように
貼ってください。

折り目も
透明なテープで
留めてください。

ご購入いただい
た店舗名・日付が
表になるように
貼ってください。

レシートが長い場合 レシートが複数枚の場合

※同一チェーンでのご購入レシートが対象となります。

アタック/エマール/キーピング/スタイルケア/ニュービーズ/
ハイター/ハミング/フレア フレグランス/ワイドハイター

キュキュット/クイックル/ファミリー/
ふろ水ワンダー/ホーミング/マイペット/マジックリン/リセッシュ

メリーズ（ベビー用紙おむつ）

エモリカ/ガードハロー/クリアクリーン/サクセス/チェック/つぶ塩/
ディープクリーン/バブ/ピュオーラ

花王 ホワイト/キュレル/ビオレ/ビオレu/
メンズビオレ

アジエンス/エッセンシャル/ケープ/セグレタ/メリット/リーゼ

●レシート記載の対象商品に○をつけてください。 
●1枚のレシートで複数口・複数のコースにご応募いただけます。
●レシートは2枚以上貼付しても有効です。
●同一チェーンでご購入の複数のレシートを合算してのご応募も可能です。
●異なるチェーンでのご購入レシートの金額を合算してご応募いただくことはできません。
●レシートが長い場合は折りたたんで貼ってください。
●テープの貼付けは、店舗名・日付・対象商品欄・合計金額にかからないようにお願いいたします。
●クレジットカードや、その他店舗カードをご利用のお客様は、必ず個人情報が印字されている部分を切り離すか、
　または黒く塗ってご購入情報が明記されたレシート部分のみを貼ってください。
●レシートのコピーや領収書ではご応募できません。
●レシートの「ご応募に必要な金額」を超える部分を、別の応募はがきのレシートと合算することはできません。
●対象商品以外の金額と合算することはできません。

お洗たく関連

お掃除関連

スキンケア
関連

ヘルスケア
関連

ヘアケア関連

ベビー用品

キ
リ
ト
リ
線

〈
ヤ
マ
オ
リ
〉

キ
リ
ト
リ
線

◆応募はがきの作り方

① 応募はがきの周囲の「キリトリ線」に沿って切り取ってください。

② 応募はがきの中央で2つに折り、裏面(印刷されていない面)をノリなどでしっかりと貼り合わせてください。

※ 貼り合わせをしていない応募はがき、極端に薄い紙を使用した応募はがき、

    または、上記の方法以外で作成した応募はがきは郵便局が取り扱わない場合がございますのでご注意ください。

おそれいりますが
所定の郵便

料金分の切手を
お貼りください

年齢

お名前（フリガナ）

ご住所

チェーン・
店舗名

店

歳 性別 男・女

ご希望のコースに を入れ、応募口数をご記入ください（複数応募も可）。

※お客様からいただいた個人情報は、花王株式会社が賞品等の発送・提供及び家庭用製品事業におけるより良い商品・サービスの開発のためにの
み利用させていただきます。また、当該業務の委託に必要な範囲で委託先に提供する場合を除き、個人情報をお客様の承諾無く第三者に提供いたし
ません（法令等により開示を求められた場合を除く）。※キャンペーンの賞品は予告なく中止または、一部変更となる場合がございます。※ご当選者
様へは、応募はがきにご記入いただいた電話番号に事務局からご連絡をする場合がございます。日中ご連絡のつく電話番号をご記入ください。

1 0 3 - 8 6 9 1

（受取人）
日本郵便株式会社　日本橋郵便局　郵便私書箱 25号
花王株式会社
花王マジカルスマイルキャンペーン係行


