
　効果が実感できなかった　　　効果は実感できたが使用しなくなった

　使用方法が難しい　　　製品に関しての問題 (動作音、重さ、見た目など )

その他 (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                          　　 　)

　はい　　　いいえ　　　キャンペーンは知らなかった

　価格　　　効果　　　クチコミ　　　使い勝手　　　ランニングコスト

　顔　　　髪　　　歯

お悩み内容  (　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      )

その他  (       　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      )

　ホームページ　　　SNS　　　インターネットバナー広告

　友人・知人　　　エステサロン　　 　その他 (　　　　　　　　　　　)

レディッチトリプロ「90日全額返金保証キャンペーン」
専用応募用紙

※全てご記入の上印刷して商品と同封してください。

お客様情報

お名前

フリガナ

ボールペン等ではっきりとご記入ください。

※18齢未満の方はご応募いただけません。

※アパートマンション名等正確にご記入ください。

※日中連絡が取れる電話番号をご記入ください。

会社員    /    公務員    /    経営者・役員    /

パート・アルバイト    /    主婦    /    学生    /

その他 (                               )

ご住所

性別

都 道
府 県

市 区
群

男  ・  女 歳年齢

電話番号

 メール
アドレス

職業

ご購入日

〒

銀行・金融機関振込先情報

応募要項確認

口座名義人

口座名義人

ゆうちょ銀行の場合

応募要項・ご返金方法及び【キャンペーンの応募に関する注意事項】 を
全てお読みいただいた方は下記□にチェックを入れてください。

応募要項及びキャンペーン応募に関する注意事項を全てお読みいただき
確認・了承いたしました。

店番

支店名

金融機関名
銀行  信金  農協

信組  労金  魚協

普通 ( 総合 ) 当座 その他 (                  )

本店   支店  

出張所  営業所

預金種類

口座番号

口座番号

カタカナ

カタカナ

左詰でご記入ください

左詰でご記入ください

※チェックされていない場合はご応募を無効とさせていただきます。

「ご返金方法について」を全てお読みいただき確認・了承しました。

ご協力ありがとうございます。

※本キャンペーン対象製品をご使用になっているご本人がご記入ください。

誠にお手数ですが、以下の質問事項にご回答をお願いします。

「全額返金保証キャンペーン」アンケート

LEDitch Tri-Pro を知ったきっかけをお答えください。1

今回の商品をご購入いただくまで抱えていたお悩みをお答えください。2

他に検討されていた美容器があればご記入ください。3

 商品を比較・検討する上で、重視した点をお答えください。(複数回答可 )4

 今回の「全額返金保証キャンペーン」は購入のきっかけになりましたか？5

返品の理由をお答えください。(複数回答可 )6



・納品明細書をご用意してください。
・ご購入日　　　　     の翌日から90日以内にお申込み下さい。
※ご購入日の翌日から 90日以内の消印有効となります。 

(ご注文日 )

1

・専用応募用紙に必要事項をご記入ください。 
・納品明細書を必ずご同封ください。
※納品明細書のコピーは無効です。
※納品明細書の同封が無い場合も無効です。

2

・ご購入製品一式と納品明細書 ( 原本 )、専用応募用紙を
  箱に入れてください。 
・応募宛先まで必ず追跡可能な配送方法にて送付して下さい。
※製品と応募用紙を入れる梱包材・段ボール箱はお客様でご用意ください。
※精密機器のため段ボールをご使用いただき、中で製品が動かない様に梱包
　してください。 
※外箱底面も開かないようにしっかりと梱包テープで貼ってください。 
※送料はお客様負担とさせていただきます。
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90 日間全額返金保証
キャンペーン

対象商品 LEDitch Tri-Pro( レディチトリプロ )

対象店舗  cocosele by CoeurEsthetique
 ( クールエステティック公式オンラインストア )

購入対象期間 2023 年 2 月 1 日～ 2023 年 4 月 30 日

応募締切 ご購入日 ( ご注文日 ) の翌日から 90 日以内の消印有効
最終応募締切：2023 年 7 月 31 日

キャンペーン
問い合わせ先

株式会社クールプロジェクト
ココセレ （Cocosele by CoeurEsthetique） 
メールアドレス： info@cocosele.jp
受付け時間：月～金（祝日除く）10:00～17:00

応募宛先

〒921-8802石川県野々市市押野1-380 クールセントラルビル
株式会社クールプロジェクト 
「90 日間返金保証キャンペーン」係
※送料はお客様負担とさせていただきます。
着払いでお送りの場合は、返金額より差し引かせていただきます。

対象製品をご購入ご使用後にご満足いただけなかった場合は、専用応募用紙（ダウン
ロードした用紙）にクールエステティック公式オンラインストア cocosele by coeur
Esthetique でお買い上げ（購入対象期間中に限る）いただいた対象製品の納品明細書
の原本を同封し、専用応募用紙のお客様情報すべて（お名前、年齢、性別、郵便番号、
ご住所、電話番号（日中連絡が取れる電話番号）、職業、メールアドレス、18歳以上
であるかの確認、ご購入製品、確認事項チェック、ご満足いただけなかった理由、アン
ケート）を明記の上、お買い求めいただいた製品（バーコード付きの箱にセット内容が
すべて入ったもの）と一緒に、上記応募宛先まで送料お客様負担にてお送りください。
（着払いでお送りいただいた場合はお受け取りいたしかねます。）本キャンペーンのご
応募は、お一人様 1台限り（同じ住所に住むご家族も含めて 1台）とさせていただき
ます。ご応募いただく際はクールエステティック公式オンラインストア cocosele by 
CoeurEsthetique でご購入であること、また購入対象期間中（2023年 2月 1日から
2023年4月30日）であること、お申し込みいただく日がご購入日 (ご注文日 )の翌日
から90日以内（消印有効。但し、最終応募締切は2023年 7月31日）であることが
ご応募の条件となります。ご応募がご購入日 (ご注文日 )の翌日から91日以上経過して
いる場合や、製品が著しく破損または故障している場合、お送りいただいた製品の部品や
付属品類やケース等が欠品していた場合は、ご応募対象外となりますので予めご了承く
ださい。※18歳未満の方は、このキャンペーンにご応募いただけません。

応募要項

応募内容を厳重に確認した上でご購入代金をご返金いたします。返金額の上限は
対象製品本体のご購入金額（158,000 円 +税を上限額）のみとし、以下につい
ては購入金額から差し引いて返金させていただきますので予めご了承ください。
【控除対象となる金額】
※ご購入時にポイント等が付与されている場合、付与されたポイント相当額 
※クーポン等により割引がある場合、当該クーポン等相当額
※送料、振込手数料、代引き手数料等、対象製品以外の代金
※返金時は事務手数料1,000円（振込手数料含む）を差し引かせていただきます。
※着払いで送付された場合の配送料や、製品以外の私物等が同梱されていた場合
に返送する際の配送料は、返金額より差し引かせていただきます。
・返金は、銀行口座への振り込みにより行うこととし、銀行口座はご購入いただ
いた方およびその家族の方の名義に限らせていただきます。
・返送品の到着後、お申込み内容の確認をおこなったうえで返金させていただき
ます。返金完了まで 1カ月前後のお時間をいただきます。
・返金完了のご連絡は、お客様の口座へのお振込みにて変えさせていただきます。

ご返金方法について

※対象期間中 (2023 年 2月 1日～ 2023年 4月 30日 ) に対象店舗 (cocosele
 by Coeur Esthetique) で対象商品 (LEDitch Tri-Pro) をご購入したお客様が対象
となります。
※日本国内に在住され、かつ日本国内にご連絡先を有するお客様が対象となります。
※指定させていただきました返送期日内に返送が完了（当社による受領）してな
い場合には返金の対象外となります。なお、返送期日内に当社に到着した場合でも、
ご返送いただくものに漏れや不備があるとき、当該不備が返送期日内に補完され
ないときには返金の対象外となりますことご了承ください。
※返品いただいた製品が著しく破損または故障している場合には返金の対象外と
させていただく場合がございます。
※配送途中の紛失、事故等については責任を負いかねます。配送伝票等の控えは、
返金の確認ができるまで必ず保管してください。
※第三者からの譲渡品、返礼品（ふるさと納税等）、オークションや個人売買、
中古品や新古品をご購入の場合は返金の対象外となります。
※本保証は、お一人様 1台に限らせていただきます。お一人様による複数のお
申込み、ならびに、同一メールアドレスや同一住所を利用した複数のお申込みが
あった場合、すべてのお申込みを無効とさせていただきます。
※専用の申込用紙以外の用紙でのお申込みはできません。
※返金の対象外となった場合はお送りいただいた「製品」、「お申込書」および
「ご購入時の納品明細書」は返却させていただきます。返送の際の送料はお客様
負担（着払い）とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

注意事項

当社が事業活動を通じて皆様から取得した個人情報は、皆様の大切な財産である
事を認識し、個人情報を安全かつ適切に取り扱います。個人情報の取扱方針及び
取り扱いの詳細につきましては、当社公式サイトの「プライバシーポリシー」を
ご参照ください。
「プライバシーポリシー」　https://www.cocosele.jp/html/privacy.html

個人情報の取扱いについて

❶ 製品一式
本体 (保護カバー付き )/ACアダプター /コード /アイガード /LEDitch CLEAN 
CREAM/ シェードガイド/ホワイトニング用カバー/フェイシャル用カバー/ヘア
ケア用カバー/ポーチ /クロス /取り扱い説明書 (保証書付き )/ 外箱
※マウスオープナーは衛生上、ご使用になられたものはご返却不要です。
※商品が入っていた箱のほか、中の間仕切り等もお届けした状態でご返品ください。
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❷ 専用応募用紙
❸ ご購入時の納品明細書

【商品返却の際に同封が必要なもの】

※

※専用応募用紙は別紙となります。
※ダウンロード、印刷し必ず全てご記入の上同封してください。

ご応募いただく前に必ず本紙をお読みください。

対象商品返品方法


