
年 齢【必須】
お名前
【必須】

ご住所
【必須】

お電話番号
【必須】

性 別【必須】

男　女

※ご応募の際に記載いただいた個人情報は、プレゼント発送目的以外で承諾なく第三者に提供致しません。
※お寄せいただいたご感想、ご意見等は今後カタログ及び製品開発の情報または販売促進として
　活用させていただく場合がございます。

大阪市福島区海老江1丁目11番17号
（株）ナリス化粧品　コープ事業部
「CO・OPフリーリア 大感謝キャンペーン 第3弾」係行

5 5 3 0 0 0 1□1.ウメエキス　　　□2.バラエキス　
□3.コラーゲン　　　□4.エラスチン

クイズの答え【必須】

どこでキャンペーンを知りましたか？

ご利用生協名【必須】

□ フリーリアのブランドサイトを見て　□ コープ化粧品のHPを見て　□ 生協のe-フレンズを見て　
□ 生協のチラシを見て　□ 生協のお店で見て　□ 知人から聞いて　□ その他

下記の内容にお答えいただきご応募ください
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よろしくお願い申し上げます。

以上となります。ご協力いただき誠にありがとうございます。

お使いのフリーリア商品 ・ 任意でご回答ください。

お使いのフリーリア商品のご感想 ・ 任意でご回答ください。
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□生協は利用していない

フリーリア大感謝キャンペーンフリーリアフリーリアフリーリア大感謝キャンペーン大感謝キャンペーン大感謝キャンペーン 特賞：コープ フリーリア フェイシャルコットン
20周年限定デザイン 1年分（10箱）プレゼント！100名様
Wチャンス：フリーリア スキンケア 　　

お試しセットプレゼント！ 100名様
キャンペーン期間：2019年10月1日（火）～12月31日（火）

※2019年12月31日（火）消印有効
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男　女
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※お寄せいただいたご感想、ご意見等は今後カタログ及び製品開発の情報または販売促進として
　活用させていただく場合がございます。

大阪市福島区海老江1丁目11番17号
（株）ナリス化粧品　コープ事業部
「CO・OPフリーリア 大感謝キャンペーン 第3弾」係行
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20周年限定デザイン 1年分（10箱）プレゼント！100名様
Wチャンス：フリーリア スキンケア 　　
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※2019年12月31日（火）消印有効
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