2020年6月11日

Shogun 7

10 周年記念キャンペーン

Shogun 7 をお買い求めくださりありがとうございます。
Atomos 生誕 10 周年を記念して、ステキなキャンペーンを開催させて頂くことになりました。
期間限定となりますので、早めにお申し込み頂けますようお願い申し上げます。

申し込み規定 （お申込み前に必ずご確認ください）
https://www.atomos.com/promotions#

<参考和訳>
利用規約
1．

Shogun 7＆SHOGUN 7 推奨のアクセサリーキットキャンペーンはオーストラリアのベルメイン通り 3341 にある ATOMOS

Global

PTY が実施します。

適用資格

2．

対象は 2020 年 6 月 1 日～2020 年 7 月 31 日迄の間に Shogun 7 をご購入された方のみとさせて頂
きます。
2.1 キャンペーン期間：2020 年 6 月 1 日～2020 年 7 月 31 日迄。申し込み最終日：2020 年 8 月
15 日。入荷待ちで製品がお手元に届かない場合には、キャンペーン期間中に注文し、入荷待ちで商品
を受け取れていないことを示す必要があります。購入証明として注文書を送らないでください。製品が
届いてから例外的に申請を行うことができます。各申請は、他のすべての適用が満たされていることを
確認するために査定されます。
2.2 不完全な申し込みは自動的にすべて削除されます。申し込むには再度登録を行う必要がありま
す。情報の未記入、シリアル番号の未記入、購入証明書の添付忘れ、購入日が無効な請求書は不完全と
みなします。
2.3 キャンペーン資格は ATOMOS の正規販売店から新品の Shogun 7 をキャンペーン期間にお買い
求めいただいたものに限ります。対象期間外は無効とみなします。
2.4 販売店は SHOGUN 7 推奨のアクセサリーキット：HPRC ケース（黒）、SHOGUN 7 サンフー
ド、ドッキングステーション、D-Tap to DC ケーブル、バッテリーチャージャ―、バッテリー、マス
ターキャディⅡ、ショルダーベルトのキャンペーンに申請することはできません。販売店は、通常価格

をお客様に伝え、請求書に明記する必要があります。その後、お客様ご自身が Atomos に直接申請を
行います。
2.5 すべての対象製品は純正で新品の Atomos 製品でなければなりません。中古品、再生品、偽造品
などはこのキャンペーンの対象外となります。

申請手続き

3．

キャンペーンに申し込むには、http://bit.ly/Shogun7promo にアクセスし、指示に従い、SHOGUN
7 推奨のアクセサリーキット：HPRC ケース（黒）、SHOGUN 7 サンフード、ドッキングステーショ
ン、D-Tap to DC ケーブル、バッテリーチャージャ―、バッテリー、マスターキャディⅡ、ショルダ
ーベルトのプレゼントにお申込みください。

4．

応募者が製品を購入した領収書もしくは、領収書の画像を添付できない場合には、主催者は申し込みを
受け付けません。

5．

製品を購入した領収書や請求書に Shogun 7 のシリアル番号が記載されていない場合には、お申込者
は領収書や請求書と共に、製品のシリアル番号の写真を添付する必要があります。

6．

主催者は、ハードウエア、ソフトウエア、サーバー、ウェブサイトまたは他のあらゆる障害で参加者が
申し込みできなかった場合の一切の損害は負いません。FAX や電話、電子メールでの申し込みはすべて
受け付けません。違法、不完全、または改ざんされた請求フォームはすべて無効とみなします。また、
契約条件に従って記入されていないフォームも同様です。

7．

オンライン登録を送信しますと、確認画面が表示されます。請求手続きの次のステップを行いますと、
応募者に自動的にお知らせメールが送信されます。

8．

キャンペーン応募者は、プレゼント製品：Shogun 7 用アクセサリーキットがご購入頂いた Shogun
7 と個別に発送されることをご承知おきください。

9．

申請を行ってからプレゼント商品がお客様のご住所に到着するまでに 6~8 週間かかる場合がありま
す。

プライバシーとデータ保護
10．

Atomos とその請負業者はこのキャンペーンの目的にのみデータ保護法に従い提供されたデータを使用
します。詳細については、Atomos プライバシーポリシーをご覧ください。
http://www.atomos.com/privacy-policy.html

一般的な条件

11．

主催者は不正、無効、重複した請求から自身を保護するために、何度も繰り返し申し込みを行ったり、
対象期間外の商品ではないこと、製品を 28 日以内に返品していないことなど、請求の適格性を検証す
る権利を留保します。悪意や不正なエントリー、条件を満たさない請求は無効となります。

12．

キャンペーン製品 SHOGUN 7 推奨のアクセサリーキット：HPRC ケース（黒）、SHOGUN 7 サンフ
ード、ドッキングステーション、D-Tap to DC ケーブル、バッテリーチャージャ―、バッテリー、マ
スターキャディⅡ、ショルダーベルトは交換や譲渡することはできません。また、現金、クレジット製
品の交換などは認めません。

13．

主催者はこれらの契約条件をいつでも修正し、キャンペーンをいつでも修正または撤回する権利を留保
します。

14．

キャンペーン対象製品 1 台ごとに１つのお申し込みが行えます。

15．

このキャンペーンは他のキャンペーンと併用することはできません。在庫がある限り有効です。

16．

キャンペーン製品 SHOGUN 7 推奨のアクセサリーキット：HPRC ケース（黒）、SHOGUN 7 サンフ
ード、ドッキングステーション、D-Tap to DC ケーブル、バッテリーチャージャ―、バッテリー、マ
スターキャディⅡ、ショルダーベルトに申し込んだ時点で、申請者がこれらの条件を読み同意したもの
とみなします。

17．

関税および地方税は欧州連合税関加盟国または米国関税連合以外の国からお申し込みの場合に、現地で
適用される場合があります。キャンペーンのお申込者は料金（関税および地方税）を受け入れ、支払わ
なければなりません。税関に関し、各国ごとに大きく異なります。

18．

デモ機、教育ユニット、賞品、景品、修理交換品はキャンペーンの対象外となります。

キャンペーンへの申し込み
ご希望のサポートを選択してください。

Shogun 7 -Promotional Campaign

変更しないでください。

Shogun 7 - Shogun 7 フィールドキットキャンペーン
Atomos Shogun 7 をご購入頂きましてありがとうございます。Shogun 7 はフィールドモニターとして
ご利用いただけるほか、イベントでのレコーダーやスイッチャーとしても、ドキュメンタリー撮影でその
場で確認するときにも活用できる制作用のマルチツールです。

こちらのフォームに登録して Shogun 7 フィールドキットキャンペーン：『Shogun 7 を購入して
Shogun 7 用アクセサリーキットを無料で手に入れよう』に申し込むことができます。SHOGUN 7 推奨の
アクセサリーキットには、HPRC ケース（黒）、SHOGUN 7 サンフード、ドッキングステーション、DTap to DC ケーブル、バッテリーチャージャ―、バッテリー、マスターキャディⅡ、ショルダーベルトが
同梱されています。

お申し込みには、お買い求めいただいた Shogun 7 のシリアル番号と購入証明書をこちらのフォームから
データ添付する必要があります。正しい配送先住所、メールアドレスを記載いただき、キャンペーン期間
中に購入いただいた場合にのみプレゼントをお送り致します。キャンペーンの詳細については利用規約の
全文はこちらをクリックしてご確認ください。

購入証明書、シリアル番号、配送先住所の記載がない場合、または、2020 年 6 月 1 日～2020 年 7 月 31
日の期間中にご購入頂いていない場合にはキャンペーンの対象外となります。

キャンペーン期間：2020 年 6 月 1 日～2020 年 7 月 31 日の期間中の購入証明書が必要です。キャンペ
ーンのお申し込みは 2020 年 8 月 15 日まで申請することができます。
教育ユニットは対象外です。お客様のためのキャンペーンですので販売店からの申請は対象外とさせて頂きます。

SHOGUN 7 推奨のアクセサリーキットのプレゼントの申し込みは以下のフォームにご記入下さい。

Your email address*

メールアドレスを入力してください。

*必須

Country - from which country did you purchase your product?*

Shogun 7 をご購入なさった国をご記入ください。*必須

First Name*

名前をご記入ください。*必須

Last Name*

苗字をご記入ください。*必須

Company

御社名をご記入ください。

Type of company

次の中から業種をお選びください。

Date of purchase*

ご購入日をご記入ください。

*必須

Reseller Name*

ご購入した販売店名をご記入ください。 *必須

Review your Reseller*

販売店の評価をお選びください。*必須

プレゼントの送り先
Address Street & Number *

住所

以降の住所をご記入ください。

Address City*

住所

市町村をご記入ください。

Address State

住所

都道府県をご記入ください。

Address Zip/Postcode

郵便番号をご記入ください。

Country*

-Japan を選択してください。

*必須

Please choose your country

Serial Number*

製品のシリアル番号をご記入ください。
製品の背面にあるバーコードの番号です。

記

述*

Shogun 7 - プロダクションに必須なマルチツール

購入証明書－購入時の請求書の PDF ファイルもしくは JPEG ファイル、SHOGUN 7 背面のシリアルナン
バーの写真データをアップロードしてください。*

添付ファイル*
こちらからファイルを選択して追加もしくは、ファイルをドラッグ＆ドロップしてください。

申し込み

