
お客様ご登録カード
お住まいは、どんな形態ですか？Q1

ご購入いただいた製品について　（必ずご記入ください）Q7

室内機を設置したお部屋はどちらですか？Q2
①一戸建  ②マンション  ③アパート  ④店舗  ⑤会社（事務所）  ⑥その他（　　　　　　　）

①居間（リビング）   ②LDK（居間＋食堂＋台所）   ③寝室   ④子供部屋
⑤その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

広さ
約 畳

〈今後、設置したいお部屋はありますか？〉□ある→ 設置したい部屋（ ） □ない

ご購入の際、重視されたのはどんな点ですか？　（いくつでも）Q3

ご使用後「ご不満」だったのはどんな点ですか？　（いくつでも）Q4

①のどにやさしいソフトな温風  　　②パワフルな暖房力　　  ③クリーンな屋外燃焼
④シーズンオフの収納性  　　⑤その他（　　　　　　　　　　　）　　　⑥特になし

①暖房能力   ②風量   ③省エネ   ④設置性   ⑤操作性   ⑥大きさ→（室外機/室内機）
⑦デザイン   ⑧取扱説明書　　　⑨その他（　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　）

〈理由やご意見〉

ご使用後「ご満足」いただいたのはどんな点ですか？　（いくつでも）Q5
①暖房能力   ②風量   ③省エネ   ④設置性   ⑤操作性   ⑥大きさ→（室外機/室内機）
⑦デザイン   ⑧取扱説明書　　　⑨その他（　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　）

「ホットマンの満足度」は、どのくらいですか？　（1つだけ）Q6
①満足   　②どちらかといえば満足   　③どちらかといえば不満   　④不満   　⑤わからない

〈理由やご意見〉

機種名※
（必須）

ご使用開始年月
今回のご購入は

【注意】 登録は1台ずつ
製造年※
（必須）

KB-

20 年
20　　 年　 月
□新規

ご購入価格ご購入店名

室外機

〈弊社ホットマンへのご意見・ご要望などございましたらご記入ください〉

重要部品保有期間は、製造終了後9年です。

（　　　　　　）円

□追加

※機種名と製造年は、
　室外機右側のラベルを
　ご確認ください。

9403816010-01

一度使ったらやめられない

2010年10月1日
12月20日（当日消印有効）

http://www.fujitsu-general.com/jp/

対 象 商 品

応 募 方 法

本キャンペーンに関するご注意・ご案内

応
募チケット

2010.10.1.A

ホットマン

ご応募いただいた方の中から厳正な抽選の上当選者を決定し、当選は
賞品の発送を持って発表に替えさせていただきます。

ご注意：●応募チケットは剥がれないようにしっかりとお貼りください。はがき郵送中に剥がれてしまった場合、応
募を無効にさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。●ご当選はお一人様1回限りとさせていただきま
す。●記入もれがあると、無効になる場合がございますのでご注意ください。●ご応募の際の郵送中の誤送、遅
配及び紛失等の事故については当社では、責任を負いかねますのでご了承ください。●賞品の発送先は日本国
内に限らせて頂きます。●お客様のご都合による返品・交換はお受けできませんので、予めご了承ください。●お
客様のご住所が不明、連絡不能などの理由により賞品が配達できない場合は無効になる場合がございますので
ご注意ください。

ホットマン（室外機を必ず含む）をご購入されたお客様は、商品に同梱されている
お客様ご登録ハガキに、キャンペーンチラシの応募チケットを貼付し、ご返送くださ
い。（日中連絡のとれるご連絡先とお名前を必ずご記入の上、ご返送ください。）

個人情報の取扱いについて：ご記入頂いた個人情報は、賞品発送および個人を特定しない統計資料の作成
の目的で使用させて頂きます。また、その個人情報を、お客様の同意を得ないで業務委託先以外の第三者に開
示・提供することはありません。（法令により開示・提供を認められた場合を除きます。）ご応募いただく際にお預か
りする皆さまの個人情報の考え方に関しましては、富士通ゼネラルの個人情報保護ポリシーを以下のウェブサイ
トからご確認いただき、ご同意いただいた上でお申し込みください。
http://www.fujitsu-general.com/jp/privacy

お問い合わせは…株式会社富士通ゼネラル ホーム機器営業推進部
TEL. 044（861）7649 受付時間 午前10時～午後5時（土・日・祝日を除く）
※くれぐれも電話のおかけ間違いのないよう、お願いいたします。
※ご当選に関するご質問は受け付けておりませんのでご了承ください。

当選発表 ：

KB-87TS
1～3部屋にオススメ

KB-116TS
2～4部屋にオススメ

KB-87TU
1～3部屋にオススメ（多用途対応）

■［ホットマン］の仕組み

※実際には不凍液を使用します。 イメージ図

室外機

屋外で燃焼
寒さに強い灯油を
燃料に使用し
温水を作り出す

室内機

温水※を循環
約70˚C以下の
温風を吹き出す

床にそって温風が行き渡ります。

実施中

室外機（KB-87TS/KB-87TU/KB-116TS）のいずれかを含むシステム

10,000円分

10名様 20名様

温水ルームヒーター「ホットマン」をご購入されたお客様を対象に
キャンペーン内容

対 象 製 品

対象商品は、以下のいずれかの室外機を含むシステムになります。

応
募チケット

2010.10.1.A

ホットマン

カード

3,000円分
カード

抽選で合計30名様に　　　  カードプレゼント。

A 賞 B 賞

こちらに応募チケットを貼り付けてください。

安全性が高くクリーンな

屋外燃焼
足もとからお部屋全体を暖める

パワフル暖房&
※室内環境において

※

No.ML965
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