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Samsung製USBメモリー32GBが当たるチャンス!!

抽選に漏れてしまった方にも、
パソコン・スマホ・タブレットで使える＊

ダブルチャンス!!ダブルチャンス!!ダブルチャンス!! 390
名様

めちゃ速キャンペーン

ご応募は裏面の封筒で！
キャンペーンホームページ
www.itgm.co.jp/2015wintercp/

主催

40
名様

40
名様

Samsung SSD製品を

お買い
上げの

方の中
から

抽選で「
めちゃ速

」体験で
きる

素敵な
景品をプ

レゼント
！

2015年11月5日●～2016年1月15日●木 金
応募期間：2015年１１月５日(木)～2016年1月25日(月) 当日消印有効

お買い上げ対象期間：

PCIe3.0×4 NVMe1.1対応  PCIe3.0×4 NVMe1.1対応  PCIe3.0×4 NVMe1.1対応  
Samsung SSD
950 PRO M.2(2280) 512GB
Samsung SSD
950 PRO M.2(2280) 512GB
Samsung SSD
950 PRO M.2(2280) 512GB

USB3.0/2.0対応 USB3.0/2.0対応 USB3.0/2.0対応 
Samsung Portable SSD T1 500GBSamsung Portable SSD T1 500GBSamsung Portable SSD T1 500GB EVO+シリーズ 128GBとPRO+シリーズ 64GBの2枚セットEVO+シリーズ 128GBとPRO+シリーズ 64GBの2枚セットEVO+シリーズ 128GBとPRO+シリーズ 64GBの2枚セット

Samsung microSDXCカードSamsung microSDXCカードSamsung microSDXCカード

A賞
ゲーミングコース

30
名様

Samsung SSD

ゲームPCに
最適

カ ドコ
U3規格4K対応

コンパクトで
ハイパフォーマンス

データ読み出し速度
最大2,500MB/s

データ読み出し速度
最大80MB/s

データ書き込み
読み出し速度
最大450MB/s

データ読み出し速度
最大95MB/s

対象製品

※Samsung SSD国内正規品(型番末尾が「/IT」「/CP」「/CS」のいずれか)。詳しくはキャンペーンホームページをご確認ください。

※画像はイメージです。

※近日発売予定

＊USB3.0 Type A / USB micro-B コネクタ搭載
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●応募期間 ： 2015年11月5日（木）～2016年1月25日（月）当日消印有効
●応募条件 ： 2015年11月5日（木）～2016年1月15日（金）までに、対象製品をご購入の方。
●対象製品 ： キャンページホームページでご確認ください。▶▶▶http://www.itgm.co.jp/2015wintercp/
●応募方法 ： 専用応募用紙に必要事項を記入いただき、対象製品のレシートのコピーを貼付の上、ご応募ください。

キャンペーンに関するお問い合わせは、キャンペーンホームページをご覧ください。

やまおり線

やまおり線

や
ま
お
り
線

や
ま
お
り
線

や
ま
お
り
線

専用応募用紙

きりとり線

きりとり線

応募のご注意

ご自身で印刷される場合は、 できるだけ破れにくい用紙をご利用ください。

●ご応募は1製品につき、1回限りです。
●応募の際の郵送料は、お客様のご負担となります。
●本キャンペーンは予告なく内容変更、終了する場合がございます。
●2015年11月5日（木）～2016年1月15日（金）までの間に対象製品を購入（レシート日付
ベース）いただいた方が対象です。
●ネットオークションなどの個人売買や譲渡品、中古品、並行輸入品は応募対象外です。
●応募の締切は2016年1月25日（月）、当日消印有効です。
●景品の交換、返金、換金及び譲渡はできません。あらかじめご了承ください。
●景品の発送は、日本国内に限らせていただきます。
●お申込みいただいた書類は一切返却致しません。
●応募用紙の記入に不備があった場合、抽選の対象外とさせていただきます。又、キャンペーン事務
局では、応募者様への有効、無効のご連絡、照会は行いませんのであらかじめご了承ください。
●当選の発表は発送をもって代えさせていただきます。
●ご当選された場合でも、転居・記載ミス・長期不在など、お届けできない場合は、無効とさせて
いただきます。

◎個人情報の取り扱いについて
●お預かりした個人情報は、キャンペーンの運用及び製品発送のみに利用します。個人情報の取り
扱いについて、当社の提携先企業に業務を委託する場合があります。（法令などにより開示を求
められた場合を除き、業務委託先以外の第三者に、開示、提示は致しません。）お預かりした個人
情報は、日本サムスン株式会社のプライバシーポリシーに基づき、適切な管理運用を行います。

応募封筒の作り方

記入欄に必要事項を
ご記入ください。

STEP 1

切り取り線に沿って
切り離してください。

STEP 2

対象製品のレシートの
コピーをお貼りください。

STEP 3

やまおり線に沿って
宛先が外側になるよう
折ってください。

STEP 4

のりしろをのり付けする
と封筒が完成します。

STEP 5

必要料金分の切手を貼り、
ポストに投函してください。

STEP 6

宛先 表面 表面裏面
切手

お手数ですが
82円切手を
お貼りください

日本郵便株式会社
　
晴海郵便局京橋分室留

「Samsung SSDめちゃ速キャンペーン」 
係行

1 0 4 8 6 8 9

送付の前にご確認ください。（チェックボックスに　 しましょう）

□ 購入レシート（又は、納品書）のコピーは
    貼り忘れていませんか？
□ 製品のシリアル番号は（外箱底面、製品ウラ面に記載）
    記載しましたか？
□ 希望コースにチェックしましたか？
□ アンケートにお答えいただけましたか？
□ しっかり、のり付けしましたか？
□ 切手は貼りましたか？

Samsung SSDめちゃ速キャンペーン

ここにレシートのコピーをお貼りください。
※お貼りいただいたレシートのコピーはご返却できません。

※詳細はキャンペーンホームページでご確認ください

購入製品名

シリアル番号

ふりがな

御名前

性別

年代

郵便番号

電話番号

住所
（マンション名含む）

【必要記入事項】

【アンケート】

ご希望コース

1.購入のきっかけ

3.使用用途

2.比較対象は

5.使い勝手は

6.ご意見など

4.最終利用

　男　　　・　　　女
20代未満 ・ 20代 ・ 30代 ・ 40代 ・ 50代以上

□A賞：ゲーミングコース
□B賞：外付けコース 　      
□C賞：カードコース

□Web情報を見て
□友人の勧めで
□店員の案内で　  　　　

□店頭で比較して
□V-NANDに惹かれて
□その他

□Intel
□SanDisk

□Crucial
□CFD

□Transcend
□その他

□自作（新規）
□換装

□自作（追加）
□その他

□自分自身
□会社

□家族
□その他

□非常に満足
□普通
□（　　　　　　　　　　　　　）

□満足
□いまいち

日本サムスン株式会社

http://www.itgm.co.jp/2015wintercp/
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