クーポンご利用にあたって
インターネット環境をお持ちでない場合
お電話にてご注文をお受けいたします。ご購入希望の商品
を株主特典ダイヤルやソニーストアお客様窓口までご連絡
ください。
また、３ 頁に掲 載のソニーの直 営 店 舗 やソニーショップ
（e-ソニーショップVAIO展示店）
でもご注文をお受けいたし
ます。

クーポンのご登録期限について
本冊子表紙に掲載の利用期間内であればいつでもご登録
いただけます。
一度クーポン番号をご登録いただくと、各クーポン５回分が
登録されます。都度、ご登録いただく必要はございません。

クーポンが利用できない商品について
X p e r i a スマ ートフォン 、プレイステ ーション 、a i b o 、
プロジェクターの一部、設置・設定、セミナー、サポート
サービス、他社製周辺機器、法人向け商品など一部ご利用

できない商品やサービスがございます。

クーポンがご利用できない商品やサービスは下記よりご確認
いただけます。

詳細はこちら

URL : sony.jp/store/ir/

なお、クーポンがご利用できる商品一覧カタログのご用意は
ございませんが、カタログをご希望のお客様には、ご検討
商品が掲載されたカタログをご用意いたしますので、
本冊子に
掲載のお客様窓口や各店舗にお伝えください。

My Sony IDでサインインできない場合
IDやパスワードを忘れてしまった場合など、 サインイン
できない場合は下記よりご確認ください。

詳細はこちら

クーポンに関する
注意事項

クーポンのご利用には、あらかじめ
「My Sony ID」の新規登録が必要
です
（登録無料）。

●クーポンは、
あらかじめ決まった対象商品に対し、
記載された

割引率分が適用になります。
●対 象商品を複数ご購入される場合は、全てに割引が適用
されます。
●
ソニーストアの割引率クーポンを複数お持ちの場合は、
割引率
を合算してご利用できません。ソニーストアの定期クーポン
など、一部併用できないソニーストアのクーポンがござい
ます。
●クーポンの換金はできません。
●クーポンのご利用は株主様ご本人に限ります。
●クーポンの有効期限経過後、
クーポンは失効されます。有効
期限の延長や失効後の再発行はできません。
●クーポンをご登録された株主様に、関連情報をメールなどで
ご案内する場合がございます。
「2021年株主様特典 ソニーストアクーポン」のご登録及びMy
Sony IDについて、
ご不明な点がございましたら、
株主特典ダイヤル
までお問い合わせください。
※株 主総会や株式事務に関するお問い合わせは、同封の
「招集
ご通知」
に記載のお問い合わせ先へご連絡ください。

大切に保管してください。再発行はできません。

2021年株主様特典

ソニーストアクーポン
プレゼント

株主の皆様にソニー製品をご愛用いただけるよう、ソニーストアの
対象商品を割引価格で購入できる電子クーポンをご用意いたしました。
＊2021年３月31日現在の株主名簿に記載された、
100株以上ご所有の株主様が対象です。

15％オフ
VAIO本体

5％オフ

株主特典ダイヤル
窓口開設期間


2021年６月30日（水）
まで

0120-522-558（通話料無料）

携帯電話・PHS・一部のIP電話からは：050-3754-9645（通話料有料）
受付時間：月〜金 10:00〜18:00

土日祝 10:00〜17:00

ソニーストア お客様窓口（ソニーストアのお買い物に関して）
0120-55-1174（通話料無料）

携帯電話・PHS・一部のIP電話からは：050-3754-9614（通話料有料）
受付時間：月〜金 10:00〜18:00

土日祝 10:00〜17:00（年末年始を除く）

クーポン名称 ： 株主特典AV

AV商品

クーポンをご利用できる商品：
テレビ、
カメラ、
オーディオなどのAV商品

クーポン名称 ：株主特典VAIO
クーポンをご利用できる商品：
VAIO本体（VAIO株式会社製）
＊“VAIO”はVAIO株式会社の登録商標です。
ソニーマーケティング株式会社は、
VAIO株式会社製パーソナルコンピューターVAIOの販売代理店です。

Xperia™スマートフォン、
プレイステーション®、aiboなど一部商品
には利用できません。
詳細は4頁の
「クーポンご利用にあたって」
をご覧ください。

クーポン番号
＊クーポンのご登録やご利用方法は１頁～３頁をご覧ください。

利用期間

2021年５月27日（木）～2022年５月31日（火）

利用回数

各クーポンとも５回ずつ利用可能

利用可能店 ソニーストア オンライン
（ソニー公式通販サイト）
ソニーストア 各店舗（銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神）

ソニーショップ（e-ソニーショップ VAIO展示店）

＊本冊子が到着してから約１週間は、
お問い合わせが集中するため、電話がつながりにくく
なる可能性がございます。

URL : sony.jp/msc/faq/

4

＊直営店スタッフ用のバーコード

クーポンの

ご登録方法

クーポンの

ご利用方法

ソニーストア オンラインでご利用の場合

1. My Sony ID 新規登録（登録無料）

お近くの店舗でご利用の場合

＊My Sony IDをお持ちの方は２へお進みください。

ソニーストア

My Sony IDの新規登録はこちら
MySony

検索

URL：sony.jp/msc/cst/

ソニー製品情報・
ソニーストア

＊MySonyIDのご登録にはメールアドレスが必要です。

2. 本冊子表紙に掲載のクーポン番号をご登録

ソニーストア

※店舗でクーポンをご登録される場合は、
My Sony IDを新規登録
のうえ、
本冊子を各店のスタッフにご提示ください。

ソニーの直営店舗

全国5店舗（2021年4月現在）

検索

URL：sony.jp/

あらかじめクーポンをご登録いただくと、
スムーズにお買い物できます。
1

あらかじめクーポンをご登録のうえ、
ご来店ください。

へ
1 「マイページ」

My Sony IDで
サインイン
URL : sony.jp/msc/mypage/
▶

2

My Sony IDでサインインできない
場合はこちら

URL : sony.jp/msc/faq/
＊詳細は４頁をご覧ください。

ソニーの公式通販サイト
「ソニーストア」は、ソニー製品はもちろん、
オリジナル商品、長期保証など豊富なサービスや特典をご提供して
います。
株主特典クーポンをご利用して、
お買い物をお楽しみください。
1

1

2 「ソニーストアお買い物情報」

を選択

ソニーストアで注文したい
商品をカートに入れて、
レジまで進める

を
3 「クーポン・お買い物券」

3

選択

2

登録」欄に、本冊子表紙に
掲載の
「クーポン番号を入力」
して、
「登録する」
を選択

3

選択後、My Sony IDで
サインインして
ご注文手続きを開始

（商品の
3 「割引率クーポン

税抜価格に適用）
」
で
株主特典クーポンが
表示＊されていることを確認

（商品の税抜価格に適用）
」
欄に
「株主特典AV」
「
、株主特典
VA I O 」が 登 録され てい る 
ことを確認

＊一度クーポン番号をご登録いただくと、各クーポン５回分が登録されます。
都度、
ご登録いただく必要はございません。
１

住所：札幌市中央区南一条西3-8-20
営業時間：11:00〜19:00

ソニーストア名古屋

ソニーストア大阪

住所：名古屋市中区錦3-24-17
BINO栄3F
営業時間：11:00〜19:00

住所：大阪市北区梅田2-2-22
ハービスエント4F
営業時間：11:00〜20:00

ソニーの直営店舗の
詳細はこちら

ソニーストア福岡天神
住所：福岡市中央区今泉1-19-22
営業時間：11:00〜19:00

URL：sony.jp/store/retail/

地域店

全国33店舗（2021年4月現在）

VAIOやAV商品を
体験したり、
ご購入相談いただける
店舗はこちら

して、
お買い物手続きを進行

「割引率クーポン
5 ご登録完了後、

5

ソニーストア札幌

住所：東京都中央区銀座5-8-1
GINZAPLACE4〜6F
営業時間：11:00〜19:00

を
2 「サインインして購入」

4 「クーポン・お買い物券番号

4

ソニーストア銀座

＊株主特典クーポンをご登録済みでも、
以下の場合はクーポンが表示されません。
●株
 主特典クーポン対象外商品をご選択されている場合
（Xperiaスマートフォン、
プレイステーション、
aiboなど一部商品には利用できません。
詳細は４頁をご覧ください。）
●株主特典クーポンより割引率が高い他のクーポンが表示されている場合
＊天災やその他やむを得ない事情により、ご注文の承り休止や、注文商品のお届けまでに
お時間をいただく場合がございます。
２

URL：sony.jp/vaio-v/shoplist/

ソニーショップ（e-ソニーショップVAIO展示店）
＊臨 時休業など営業内容を変更させていただく場合がございます。上記より各店
詳細を確認してからご来店ください。
３

