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■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、プランビーエナジーの電力需要家様を含む）のみ適用されます。
■ビータスポイントの対象となるのは各種レンタル契約及びビープレッソマシンの購入です。
■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。
■景品のカラーやサイズ等の指定はお受け出来かねます。
■景品は写真と異なる場合やデザインが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景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をされる方が12ヶ月以上ご契約されることが条件となります。
■レンタルなどの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 2021年 9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 2023 年末まで有効です。Bee+ の最新情報は http://planbee.co.jp/beetasuでもご確認いただけます。

050-1745-9000
《受付時間》　平日10:00～17:00

ご紹介はお電話で。 ご紹介いただいたお友達がプランビーの
カスタマー会員になると、あなたにもお
友達にも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。
ご紹介いただいた方にプランビーからご連絡させていただきます。

あなた様 お友達

※お友達のお名前、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、お友達へお伝えください。

ご紹介いただく前に、必ずお読みください。

プランビー

双方に　 　　　　を進呈Bee+
ポイント
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タニタ　デジタル温度計
読みやすいデジタル表示で、温度
管理の難しい料理を簡単に。
測定範囲 :マイナス 50-250 度

ナノ粒子の薬用ハイドロキシアパタ
イト（mHAP）が歯垢や口腔内細
菌を吸着、除去。歯の表面のミク
ロの傷を埋めて修復、初期虫歯を
再石灰化して虫歯予防！

BEEPRESSO
2重グラスペアセット
BEEPRESSOのロゴ入りグラス＆
ソーサー。二重構造で手に持って
も熱くなく、保温性も抜群！

デジタルキッチンタイマー
大きい数字ではっきり表示。
10キーで最大99分 99秒まで、
1秒単位設定が可能です。
強力マグネット付き！

Anker PowerCore+ mini
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。

アパガード プレミオ

丸型ミートハンマー
お肉の繊維や筋をたたいて、
やわらかく食べやすくできます。

BEEPRESSOカプセル 30個
ビープレッソのコーヒーマシン専用
カプセル。お好きなフレーバーを
3種類まで選択可。

キッチンスケール
1g単位で 5kgまで計量可能な精
密デジタルスケール。コンパクト
で軽量、収納や持ち運びもラクラ
ク！

乾電池式屋内センサーライト

ヨガマット　ゴムバンド付き

コンセント不要のセンサーライト。
人感・明暗センサーが搭載され、
暗い場所に設置すれば自動的に点
灯し、安心と安全を確保します。

オメガヴィスペン
北欧スウェーデンでうまれた便利
な調理器具。食材を潰す、炒める、
すくうなど様々な用途に使えます。

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。
ビラティスやストレッチなどに。

象印　洗米器
水が冷たくてもネイルをしていて
も大丈夫！クルクル回すだけで最
適の洗米度合いに。

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。

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
使える水洗い可能な体温計。

アマゾンギフト券2000円分
アマゾン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。（Eメールでお届けします。）

ドリテック健康塩分計
数値で表示してくれるから、
一目で分かりやすい！日頃の
食生活で塩分濃度を確認して
生活習慣病を予防しましょう！

円分2200
ストアポイント2200円分
プランビーストアまたはビープ
レッソストアでご利用いただけ
ます。
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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。
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スチームアイロン
戻りシワを抑える新形状のベー
ス面採用。シルバーチタンコー
トで軽いかけ心地を実現。

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。

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。
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ドレッシング・ふりかけ
調味料詰合せ
毎日の食卓に欠かせない調味料
の詰合せ。食卓を華やかに彩り
ます。
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アサヒ
純銅鎚目一口ビール 2個セット
アサヒが作ったビアカップ。
自宅のビールが本場の味に劇的に
大変身！

コイズミ リセットブラシ
とかすだけでサラツヤ美髪。音波
振動で髪のからまりを軽減し、髪
に帯電した静電気を、ブラシ部を
通して逃げやすくします。

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
最高機種と同じ網刃を搭載した、
深剃りなのに肌にやさしい電気
シェｰバー。まるごと水洗いでき
る防水設計。

東京さしすせそ
東京伝統の味を支えた5つの
最高調味料を集め、美麗な統一
パッケージで実現。普通の調味
料とは一味違う調味料セット。

メリタ　クレミオ
牛乳をいれてボタンを押すだけ
で、きめ細かい泡の本格ミルク
フォームに。エスプレッソ抽出し
たビープレッソコーヒーにいれて、
本格的なラテやカプチーノをおう
ちカフェでお楽しみください！

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。

パオロ デザイン靴べら
シンプルかつ機能的、イタリア人
デザイナーによる、屈まず使える
ロングタイプの靴べら。スタンド
付で靴のそばに置けます。

アーネスト フライパン
朝の忙しい時間でも、同時に
三種類のおかずが作れるので、
お弁当作りに便利！

ぶんぶんチョッパーDX
電源要らず。引っ張るだけで手軽
にみじん切りができる調理器具。
硬い野菜・涙がとまらない玉ねぎ
などのみじん切りに最適。

可愛い素焼きの壷に入ったとろ
とろプリンは、まさにすくって
食べるような魔法の食感！

b2c カーペットクリーナー
REDDOTデザイン賞を受賞した、 
出しっ放しでもインテリアの雰囲
気を壊さない彫刻のような佇まい
をもったカーペットクリーナー。

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

アイリスオーヤマ たこ焼き器
1度に 24個焼けるたこ焼き用と
焼き物用の平らなプレートの2枚
セット。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！

神戸フランツ
神戸魔法の壷プリン 家庭で簡単に血圧測定。測定結果（測

定日時、最高血圧、最低血圧、脈
拍数）を過去60回分まで記録でき、
血圧の傾向を把握できます。

タニタ 手首式血圧計

No.201

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。

No.305

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

No.301

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！

No.318

サーティーワンアイスクリームの
ギフト券。全国のサーティワンの
店舗で使用することができます。
（使用期限無し）

サーティワン500円ギフト券
10枚セット

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
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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。

DJI Spark
DJI の革新的な技術を搭載した手
のひらサイズのミニドローン。
多彩な飛行・撮影モードとブレを
抑えるジンバル技術があなたの
空撮をサポート。

ル・クルーゼ 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
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。

Apple Watch
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マシ
ンの上位機種『ピアザ』は、デザ
インも性能もパワーアップ！業務用
マシンにも引けをとらない圧力と
クレマの抽出量でイタリアの本格
的なコーヒーをぜひご家庭で。

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を防ぎ、
輝く髪へ。

BALMUDA 　ザ・トースター
感動の香りと食感を実現するトー
スター。スチームテクノロジーと
温度制御により、窯から出したば
かりの焼きたての味を再現します。

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。

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。

シャープ 空気清浄機
リビング・寝室などにオススメの
空気清浄機。高濃度プラズマクラ
スターと花粉運転搭載でお部屋の
空気を綺麗にします。

BEEPRESSO Avanzato
プレミアムカプセルコーヒーマシ
ン『アヴァンツァート』は、コーヒー
カプセルをいれてボタンを押すだ
けでイタリアの本格的なコーヒー
をお楽しみいただけます！

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でスマホ
プリント対応。

エプソン　カラリオ 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。扱
いやすい軽量＆コンパクトタイプ
です。

iRobot　ルンバ
外出中でも自動でお掃除してくれ
る大人気のロボット掃除機。ルン
バの高い掃除力を実感いただけ
るモデルです。

人気の本格とらふぐ刺し、天然ふぐ
鍋セット。フグの本場・山口県から
熟練の板前が調理・急速冷凍して
お届け。

得々ふぐ刺身鍋セット4-5人前

懐かしのスーパーファミコンソフト
を20タイトルと未発売の 1タイ
トルを合わせた21タイトル収録。

ニンテンドー　クラシック
ミニ スーパーファミコン

No.519

Panasonic 
ファイバー
ミキサー
パナソニック独自の、ブラックハード
チタンコートファイバーカッターを
搭載。刃先がのこぎり状の大型刃
なので、鋭い切れ味で、パワフルに
切削できます。

サーモス 真空保温調理器
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。


