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プランビー0258-46-7757
（10:00～17:00/ 土日祝休）

QUOカード (2千円分 )
コンビニ・書店・ドラッグストア・
ファミレス・ガソリンスタンドな
どでご利用いただける、全国共通
の商品券です。

■本プログラムはプランビーのカスタマー会員様（製品買取者様及びビープレッソユーザー様含む）のみ適用されます。
■プランビーが提供する他の新規ご契約特典との併用はできません。
■賞品のカラーやサイズ等の指定はお受け出来かねます。
■賞品は写真と異なる場合やデザイン変更になる場合があります。また、製造中止等の理由によりご希望の賞品がお届けできない場合、プランビーからご連絡の上、代替品をお届け致します。予めご了承ください。
■カスタマー会員様による、ウェブサイト、インターネットオークション、雑誌等の媒体を利用しての、不特定多数の方への勧誘活動を禁止させていただきます。そのような行為によるお申込みと弊社が判断した場合には、
　カスタマー会員様への特典は加算いたしかねますので、予めご御了承ください。
■ご紹介いただく方はカスタマー会員様のご友人、知人に限らせていただきます。
■紹介特典はレンタルのご契約される方が12ヶ月以上ご契約されることが条件となります。
■ご契約に際しましては弊社所定の審査がございます。審査状況、結果につきましては、お申し込みいただいたご本人以外の方には一切お答えいたしかねます。
■ご本人以外の第三者（家族含む）が獲得したポイントを合算することは出来ません。
■ビータスポイントに有効期限はありませんが、プランビーのレンタル契約をご解約された時点（ビープレッソのお客様は最後のカプセル購入から1年経過した時点）でビータスポイントは消滅します。
■本ご案内に掲載のすべての特典およびサービス内容、利用条件は2017年 3月現在のものです。予告なく変更または中止させていただく場合がございますので、予めご了承ください。
■本誌は2019年 3月 31日まで有効です。Bee+ の最新情報は http://planbee.co.jp/beetasu でもご確認いただけます。

スティックタイプのモバイルバッ
テリー。これ1つで1日の活動
に必要な電力を供給します。

dyson コードレスクリーナー
吸引力が変わらないただ1つの掃
除機でおなじみのダイソン。床、
天井など、様々な場所に使いやす
い便利なコードレスクリーナー。

ル・クルーゼ 3 点セット
世界中で愛されるキッチンウェア
メーカー。熱が逃げにくく、焦げ
にくく、材料を入れても温度が下
がりにくい！

任天堂　Switch
いつでも、どこでも、だれとでも。
シーンにあわせてカタチを変える
ゲーム機「Nintendo Switch」。

SHARP ヘルシオ

Apple Watch Sport 38mm

カラダに嬉しい水で焼くオーブン
「ヘルシオ」の最新機種。1段調
理タイプで少人数世帯におすすめ。

待望のApple 製スマートウォッチ
がBee+ に登場。大切な情報や、
欠かせない機能がいつでもあなた
の手首の上に。※色の指定不可

BEEPRESSO　PIAZZA
プレミアムカプセルコーヒーの
BEEPRESSO から最上位機種
PIAZZA（ピアザ）の登場です。

dyson ドライヤー
パワフルな風で素早く乾かす、常
識を変えるヘアドライヤー。上質
な風で熱ダメージから防ぎ、輝く
髪へ。

Panasonic GOPAN( ゴパン )
お米でパンが作れるゴパンの最新
機種。新たに「レーズン・ナッツ
容器」を搭載することにより、具
入りの米パンが作れるように！

BALMUDA 　ザ・トースター
スチームと完璧な温度制御で感動
のトーストを実現するトースター。
さまざまなパンのおいしさを最大
に引き出します。

iPad Wi-Fi モデル
さらにパワフルになった iPad の
最新モデル。学びも、遊びも、ネッ
トサーフィンもこれ1台で。

BEEPRESSO
2重グラスペアセット
BEEPRESSOロゴ入りのエスプ
レッソ用 2重グラス&ソーサー。
2重なので手に持っても熱くなく保
温性も抜群！

±0 キッチンタイマー
コロンとした手のひらに乗るサイ
ズ感と、ポコポコした丸いボタン
が可愛いキッチンタイマー。
縦7.6×横 6.6×厚さ 2.2cm

PBロゴ入りステンレスボトル
PlanBee ロゴ入りの保温・保冷
ができるステンレスボトル。
470ml。ポーチ付き。

シチズン 歩数計 peb
14種類の多彩な機能を搭載した
エクササイズ量が測れる3Dセン
サー付歩数計。重量約25g、薄
さ約 10mmの薄型軽量設計。

Amazon ギフト券 (2千円分 )
Amazon.co.jp および Javari.jp 
が取扱う商品にご利用いただける
プリペイドのギフト券です。

PBマイボトル 5個セット
PlanBee ロゴ入りのカラフルな
カラビナ付きボトル500ml。
ポリカーボネート製なので還元水
に匂いなどが移りません。

Anker PowerCore+ mini

日本の名湯ギフト30g×30包
温泉科学プロジェクトから開発さ
れた、ご自宅のお風呂で本格的な
温泉気分を満喫できる、こだわり
の「日本の名湯」の詰め合わせ。

折りたたみまな板
切った食材をそのまま洗って水切り
できる便利なまな板です。折り畳
んでストックできるのも◎。
幅43×奥行 28×高さ0.5cm

PBロゴ入りマグカップ5個
PlanBee ロゴ入りのおしゃれな
マグカップの5個セット。

BEEPRESSOカプセル 30個
BEEPRESSOのカプセルを30個
セットで！
お好きなフレーバーを3種類お選
びください。

Panasonic スチームアイロン
シルバーチタンコートかけ面を採
用し、軽いかけ心地を実現。アイ
ロンかけがはかどります。

ロクシタン　ハンドクリームヨガマット　ゴムバンド付き
天然の保湿成分シアバターを20％
配合し、手肌にリッチな潤いを与え
るハンドクリーム。

ZEPEAL サーキュレーター
お部屋の空気をムラなく循環！冷
暖房の効率をUP！ 1年中快適
に省エネ・節約に。4.5～6畳用。

体が痛くならない弾力性と軽さ、
快適さを追求したヨガマット。ピラ
ティスやストレッチなどの様々なト
レーニングにも適しています。 

千疋屋 クリームチーズケーキ
良質なフィラデルフィア クリー
ムチーズと北海道産の牛乳などを
使った、とってもクリーミーな
チーズケーキ。

LOGICOOL スピーカー
シンプルな接続と操作で手軽に楽
しめる 2.0ch スピーカー、コン
セント不要のUSB給電、3.5mm
オーディオ入力。

CASIO 電波時計
見やすい大型液晶表示の目覚まし
電波時計に、ダブル電子音アラー
ム機能を始め実用的な機能を搭載
したNewモデル。

テルモ 電子体温計
使いやすさにも、清潔さにも こ
だわった体温計。暗い部屋でも見
やすいバックライト。家庭で清潔
に使うために、水で洗える体温計。

Bluetooth 4.0 を搭載し、仕事
中、家でゆっくりしている時でも、
驚きのボリュームでステレオサウ
ンドを体験できます。

黒毛和牛焼肉セット
家族の食卓や友達とのパーティー
に。厳選した高級黒毛和牛の焼肉
セットをお届けします。

※写真はイメージです

ポータブルカールアイロン
上質カールを短時間メイク＆長時
間キープ操作性＆質感アップを実
現した、プロフェショナルの為の
カールアイロン。

手動充電可能ラジオライト
ソーラー充電・手動充電・USB
充電に対応。ラジオ、ライト、サ
イレン、携帯電話充電機能付き。

ブラウン 電動シェーバー
肌にやさしい深剃り。最高機種と
同じ網刃を搭載したブラウンの電
気シェーバー。丸ごと水洗いでき
る防水設計です。

soil　珪藻土バスマット S
吸水性の高い自然素材、珪藻土と
ひる石でつくられたバスマット。
目に見えない大小の多孔質構造に
より、水分を素早く吸い取ります。

Coleman ツーウェイグリル
キャンプ用品なら何でも揃うコー
ルマンのバーベキューグリル。今
年の夏はこれで楽しい思い出を作
ろう！

メリタ　クレミオ
ボタンを押すだけで簡単に本格ミ
ルクフォームが作れます。
BEEPRESSOのお供にどうぞ。

市場に出回らない特別な最高級茶
葉を数日かけて薬品や添加物を一
切使わず水で抽出したワインボト
ル入り高級紅茶。

新潟県産コシヒカリ10kg
コシヒカリといえば新潟県。
地元で穫れた美味しいお米をお届
けします。

作ったボトルでそのまま飲めて、
準備も片付けも簡単スピーディ。
忙しい毎日でもスムージー生活が
続けられるマイボトルブレンダー。

ザット　バターナイフ
熱伝導で冷たいバターをあっとい
う間にすくい、塗ることが出来る
バターナイフ。バターのほか、チー
ズなどにもどうぞ。

パーカー　ボールペン
フランスの高級筆記具メーカー。
モダンでスタイリッシュなフォルム。
握りやすさとデザイン性を融合した
個性的で存在感ある筆記具です。

ティファール 電気ケトル
コーヒーカップ 1杯分のお湯を、
約 60秒で沸かすことができる便
利な電気ケトル。0.5、1.0、1.2L
の目盛り付き。

千疋屋 フルーツジャム2瓶入
果肉、砂糖、レモン果汁のみでしっ
かりと煮詰め、果実の持つ美味し
さを最大限に引き出して作った
ジャム。※種類はランダムです。

タニタ キッチンスケール
0.1g～3kgの高精度。 水・牛乳
の容積計量が可能な「ml モード」
付で計量カップよりも正確な計量
が可能。 

世界最高のショコラティエが創り
出す、1つ 1つが宝石のような
魅力を持ったショコラ。

oxo サラダスピナー
ノブを下に押すだけで、中のカゴ
が回転して、水切りが素早く簡単
にできる画期的なサラダ用水切り
ボウル。ブレーキボタン付き。

象印 ステンレスランチジャー
茶碗約 3杯分の大容量。内面に
汚れやニオイのつきにくいフッ素
コート加工を施しています。
内容器は電子レンジ対応。

山善　たこ焼き機
1度に 24個焼けるファミリータ
イプ。脱着のプレートはフッ素樹
脂加工で焦げつきにくくお手入れ
簡単！

フィリップス　ソニッケアー
医師も推薦する電動歯ブラシの
トップブランド。より自然な歯を
目指し、とびきりの笑顔を。

ブレイブボード
大人も子供も夢中！サーフィンや
スノーボードのライド感覚が陸上
で味わえる、カリフォルニア発の
次世代ボード！

BEEPRESSO Avanzato
プレミアムカプセルコーヒーブラ
ンドBEEPRESSOの先進的な機
能を持ったコーヒーマシンです。

年賀状や写真の印刷だけでなく
様々な用途に使えるプリンター。
プリント、コピー、スキャナーの
機能を備えた複合機。

毎日持ち歩ける「スタイリッシュ
スリム」。高性能レンズにより
シャッターボタンを押すだけで誰
でもキレイに撮影。

GLOBAL 3 点セット Nikon COOLPIX
世界中のプロが絶賛！新潟燕が世
界に誇る包丁ブランドGLOBAL
のセット。

サーモス 真空保温調理器エプソン　カラリオ
いままでの常識を超えた真空断熱
技術を使った保温調理器。200V
の IHに対応し、焦げ付きにくい
厚底。

iPod nano
オシャレに外で音楽を聴くなら
iPod！数千曲を持ち歩こう。
※色はお選びいただけません

バカラ　タンブラー2客セット
水やソフトドリンク、冷茶などさ
まざまな飲み物にと汎用性が高
く、またカジュアルにワインをお
楽しみいただくこともできます。

ケルヒャー 高圧洗浄機
圧倒的な洗浄力！世界トップメー
カーのケルヒャー高圧洗浄機エン
トリーモデル。

ご紹介はお電話で。
ご紹介された方がプランビーのカスタマー会員になると、
あなたとご紹介された方にビータスポイントが貯まります。

プランビーへご紹介いただく方のお電話番号をお伝えください。
プランビーからお知り合いの方へご連絡させていただきます。

あなた様

ビータスポイント獲得

1 1
お知り合いの方

※お知り合いの方のお名前、連絡先をプランビーにご連絡いただき、後日プランビーから
お申し込みのご案内についてお電話させていただく旨を、お知り合いの方へお伝えくだ
さい。

ご紹介いただく前に、必ずお読みください。

Anker
プレミアムステレオスピーカー

ROYAL BLUE TEA
ロイヤルダージリンラジャ グランド

ジャン =ポール・エヴァン
カーヴアショコラ9個入り

ビタントニオ
マイボトルブレンダー


