
お客様情報

住所   〒　　      ー

（都道府県）　

（以降の住所） 

氏 （フリガナ）   名 （フリガナ）   　  

 （　　　　　　　　　　　　　）  （　　　　　　　　　　　　　）　　　　  

 

電話番号

生年月日  西暦　　         年　　　月　　　日

性別

E-mail※

  ※ メールマガジンの配信を希望される方は下記にチェックをお願いします。
       　 デノンから新製品の発売、イベントのお知らせなど、最新情報をお届けいたします。                             

   □ メールマガジンの配信を希望する

購入店名   　　　　　　　　　　　　　　　　　　

製品名 □  PMA-SX1 LIMITED　　   

   購入年月日　    西暦　　     年　　    月　　   日　          

   シリアルナンバー

 

　　　　 □  DCD-SX1 LIMITED　　　

   購入年月日　    西暦　　     年　　    月　　   日　          

   シリアルナンバー 

SX1 LIMITEDシリーズ 3年保証サービスの適用には、弊社へのお申し込みが必須となります。

本申込書に必要事項をご記入の上、下記の必要書類①、②と合わせて弊社まで封書にてお送

りください。登録作業の完了後に「SX1 LIMITEDシリーズ 3年保証書」をお届けいたします。

必要書類

①購入証明書類（領収書、レシートなど正規取扱店での購入日が確認できる物のコピー）

②製品に添付されている 2年保証書（原本 ※コピー不可）

 ※SX1 LIMITEDシリーズ 3年保証サービスのお申し込み受付期間は対象製品のご購入日から 2年間です。

 ※SX1 LIMITEDシリーズ 3年保証サービスのお申し込みをいただきませんと、無償保証期間は通常の

 　2年間となりますのでご注意ください。

 ※SX1 LIMITEDシリーズ 3年保証書は再発行いたしません。紛失されますと無効となりますので、

 　大切に保管してください。

 ※SX1 LIMITEDシリーズ 3年保証サービスの詳細、対象製品、正規取扱店についてはデノンの

 　ウェブサイトをご覧ください。

 ※お送りいただいた必要書類は返却できませんので、あらかじめご了承ください。

 ※ご提供いただいた個人情報は、SX1 LIMITEDシリーズ 3年保証サービスの提供および、

 　メールマガジンの送付のために利用させていただきます。また、お客様の個人情報は弊社が定めました

 　プライバシーポリシーに則り管理いたします。 詳しくはデノンのウェブサイトをご覧ください。

送付先
〒210-8569　　神奈川県 川崎市 川崎区 日進町 2-1  D&Mビル 3F　

株式会社ディーアンドエムホールディングス　国内営業本部 SX1 LIMITEDシリーズ 3年保証サービス係

SX1 LIMITEDシリーズ 3年保証サービス 登録申込書



【アンケートのご協力のお願い】
皆様のご意見を今後の製品作りの参考にさせていただきますので、

よろしければアンケートにご協力をお願いいたします。

①お客様のご職業をお選びください。

01.会社員　02. 会社・団体役員　03. 自営業

04. 公務員　05.教育関係　06 専門職（医師・

弁護士等）　07. 農林漁業　08. アルバイト　

09. その他　10. 主婦・主夫　11. 無職　

12. その他（　　     ）

解答欄（　　）

②今回の購入について当てはまる番号を

　お選びください。

01.単品コンポを初めて購入　02. 他の製品からの

買い替え　03. 既存のオーディオシステムに追加 

解答欄（　　）

③この製品を購入しようとしたきっかけを

　お選びください。

01.システムのグレードアップのため  

02. ご使用中の製品が故障したため　

03. 新しいメディア（ハイレゾなど）を再生する

ため　04.  その他（　　　　　　　）

解答欄（　　）

④この製品を知ったきっかけをお選びください。

01.店頭　02. カタログ　03. AV Watch　

04. Phile-web  05. デノンのウェブサイト　 

06. 販売店のウェブサイト（店名：　　　　　　）

07. その他のウェブサイト（　　　　　　　　）

08. Audio Accessory誌　09. Net Audio誌

10. Stereo誌　11. Stereo Sound誌  

12. その他の雑誌、情報誌（　　　　　　　） 

13. 友人、知人の紹介　14.メールマガジン　

15. SNS（Facebook、Twitterなど）

16. 販売店のイベント　17. 大型オーディオ

ショー　18. その他（　　　　　　　　　）

解答欄（　　）

⑤検討にあたり参考にされたものを

　お選びください（最大３つ）。

01.店頭での試聴、説明　02. カタログ　03. 

AV Watch　

04. Phile-web  05. デノンのウェブサイト　

06. 販売店のウェブサイト（店名：　　　　　　）

07. その他のウェブサイト（　　　　　　　）　

08. Audio Accessory誌　09. Net Audio誌

10. Stereo誌　11. Stereo Sound誌  

12. その他の雑誌、情報誌（　　　　　　　） 

13. 友人、知人　14. SNS（Facebook、

Twitterなど）　15. 販売店のイベント 

16. 大型オーディオショー　

17. その他（　　　　　　　　　）

解答欄（　　）（　　）（　　）

⑥⑤の設問で選んだものの中でご購入に際し、

　もっとも重要視したものを一つ

　お選びください。

解答欄（　　）

⑦ご購入前にこの製品を実際に

　試聴されましたか？

01.試聴した（試聴した場所：　　　　　　　）

02. 試聴していない　

解答欄（　　）

⑧ご購入に際し、比較検討したブランドが

　ありましたら下記よりお選びください。

01.アキュフェーズ　02. エソテリック　03.リン

04.ラックスマン　05.マッキントッシュ 

06.マランツ　07. オンキョー　08. ヤマハ

09. その他（　　　　　　　　　　）

解答欄（　　）（モデル名：　　　　　　　）

⑨よくお聴きになる音楽ジャンルをすべて

　お選びください。

01.クラッシック　02. ジャズ　03. ポピュラー

（邦楽）　04.ポピュラー（洋楽）　05. ロック（邦

楽）　06.ロック（洋楽）　07. 演歌・歌謡曲　

08. その他（　　　　）

解答欄（　　）

⑩よくお聴きになるメディアをすべて

　お選びください。

01. CD　02. スーパーオーディオCD　03. レ

コード　04. カセットテープ 05. FM/AMラジオ

06. データオーディオ（ハイレゾ含む） 

07.ストリーミングサービス（有料）　08.ストリー

ミングサービス（無料） 　09. DVD / ブルーレ

イディスク　10. その他（　　　　　　）

解答欄（　　）

⑪この製品を使用される場所に当てはまる

　番号をお選びください。

01.リビング　02. 専用の試聴室　03. 寝室　

04. 書斎　05. その他

解答欄（　　）　広さ（　　　　　　）

⑫お持ちのシステムをご記入ください。

ブランド名　　　    モデル名

記入例　（デノン  /   PMA-SX1   ）

プリメインアンプ 　　

（　　　　　　　　　　/　　　　　　　　　）

プリアンプ 　　

（　　　　　　　　　　/　　　　　　　　　）

パワーアンプ 　　　

（　　　　　　　　　　/　　　　　　　　　）

CD/スーパーオーディオCDプレーヤー

（　　　　　　　　　　/　　　　　　　　　）

アナログプレーヤー

（　　　　　　　　　　/　　　　　　　　　）

チューナー 　　

（　　　　　　　　　　/　　　　　　　　　）

ネットワークオーディオプレーヤー 　　

（　　　　　　　　　　/　　　　　　　　　）

D/Aコンバーター

（　　　　　　　　　　/　　　　　　　　　）

ヘッドホンアンプ

（　　　　　　　　　　/　　　　　　　　　）

ヘッドホン

（　　　　　　　　　　/　　　　　　　　　）

スピーカー

（　　　　　　　　　　/　　　　　　　　　）

その他

（　　　　　　　　　　/　　　　　　　　　）

⑬その他デノンブランド、デノンの製品に

　ついてご意見・ご要望をお聞かせください。

ご協力ありがとうございました。


