大感謝キャンペーン
日頃よりコスモフーズの自動販売機をご利用いただきまして、
誠にありがとうございます。
さて、
この度「秋の大感謝キャンペーン」
を実施することとなりました。

今後とも末永いお付き合い、
お引き立てを頂けますよう、いずれも旬の製品ばかりを取り揃えました。
どうぞこの機会に自動販売機の設置先様をご紹介いただきますよう、
宜しくお願い致します。

も れ な くも ら え る プ レ ゼ ント

キャンペーン
受 付 期 間

2011年 9 月1 日（木）〜 1
11
1月30 日（水）

自動販売機の設置先をご紹介いただき、
期間内にご契約いただくと台数によりご希望の商品をお選びいただけます。
※上記の期間内にご紹介お申込みをいただき、11月30日
（水）
までに自動販売機が設置可能な場所が対象になります。
※景品として掲載されている商品は色・仕様等が変更になる場合がありますので、予めご了承ください。※これらの景品はメーカーからの協賛品ではありません。

1台

近畿日本ツーリスト
全国共通ギフト券
B'way 30,000円分

ジェフグルメカード
30,000円分

富士フイルム デジタルカメラ
FX3DW3

パナソニック
コンパクトステレオシステム
SCHC35

EPSON プリンター
EP803A

東芝 クリーナー
VCPA9

サンヨー オーブンレンジ
EMOFM23D
（W）

パナソニック FAX電話機
KXPW621DL（SSS）
パナソニック 加湿空気清浄機
FVXF65
（S）

2台
リモワ
サルサ68
ブラック

サンヨー 炊飯器
ECJMK10（SP）

ジェフグルメカード
60,000円分

近畿日本ツーリスト
全国共通ギフト券
B'way 60,000円分
東芝 液晶テレビ
（32型）
32A1L

シャープ クリーナー
ECVX220（N）

ビクター ビデオカメラ
GZHM670N

日立 炊飯器
RZMV100K
（R）

パナソニック 洗濯乾燥機
（6kg）
NAFV60B2
（S）

キャンペーンに関するお問い合せは

パナソニック ホームベーカリー
SDBMS102

3台

キヤノン 一眼レフカメラ
EOSKISS WKIT（S）

シャープ
オーブンレンジ
ヘルシオ
AXM2（R）

東芝 冷蔵庫
GR38ZW（S）

パナソニック
ブルーレイレコーダー
DMRBW680（K）

ダイソン クリーナー
DC26CFTHCOM（SSS）

ジェフ
グルメカード
90,000円分

近畿日本ツーリスト
全国共通ギフト券
B'way 90,000円分

東芝 液晶TV（40型）
40AS2

■ 大 宮 支 店 TEL048-651-7010 ■ 北関東営業所 TEL0270-61-1641
■ 大 阪 支 店 TEL06-6386-5551 ■ 千葉営業所 TEL043-286-6693
■ 東京営業所 TEL03-3899-8145 ■ 横浜営業所 TEL045-938-5303
■ 仙台営業所 TEL022-288-9131 ■ 名古屋営業所 TEL052-802-2918

http://www.cosmofoods.co.jp/

■ 郡山営業所 TEL0120-159-131 ■ 岡山営業所 TEL086-234-0714
■ 水戸営業所 TEL029-277-2448

キャンペーン対象メーカー
アサヒ ・ サントリー

・ オリジナル機

・

ダイドー（一部エリア）

・今回のキャンペーン対象者はご紹介者のみとさせていただきます。また、自

■キャンペーン商品について
・
・商品につきましては自動販売機設置後約2〜3週間でご紹介者のお手元

・今回のキャンペーン期間

●お願い
・

■キャンペーンに対する注意事項

動販売機の設置契約は3年以上を原則とさせていただきます。
ご紹介設置期間／2010年9月1日（木）〜11月30日（水）

・ご紹介いただいても対象外となり設置できないロケーションがございま

す。
（下記ご参照ください）
■キャンペーン対象外となるロケーション
・現地調査の結果、販売本数が規定数値まで見込めない場合。
・同一メーカー同士の交換や近隣に同一メーカーまたは株式会社コスモフ
ーズの自動販売機がすでに設置してある場合。
・自動販売機設置に際して弊社負担の工事費が高額になる場合や、JIS規
格の定める安全基準を達成できない場合。
・株式会社コスモフーズの営業フォローエリア外のロケーションの場合。
・所有権、使用権、賃借権等が確認できないロケーションや、契約期間が3
年未満になる場合。
・契約内容（条件等）が合わない場合。
・詳しくは各営業担当にご確認ください。
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パナソニック FAX電話機 KXPW621DL（SSS）
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ご希望の商品はご紹介お申込時にご指定ください。※商品の途中での変
更はできませんのでご了承ください。
・商品到着後は商品をご確認ください。万一お届けした商品がご希望の商
品と異なる場合は、商品到着後７日以内に株式会社コスモフーズの各担
・当までご連絡ください。※商品の破損、不良、故障の場合も同様とさせて
いただきます。
ご希望の商品がなくなった場合には同等の商品またはギフトカードに変
更させていただきます。
※ギフトカード／1台コース：3万円、
2台コース：6万円、
3台コース：9万円
・
<個人情報の取扱について>
◎利用目的
当社はお客様からお預りした個人情報は商品の発送の目的に限定して使用
いたします。
◎個人情報の委託
商品の発送にあたって当社は個人情報の取扱いに関する契約を締結してい
る委託先に預ける場合がございます。

パナソニック 洗濯乾燥機（6kg） NAFV60B2（S）

VCPA9

パナソニック 加湿空気清浄機

へお届けさせていただきます。
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