
ャ ン ぺ ー ン 期 間キ

1000円
3000円

従 量 電 灯

高圧・特別高圧

3 1～/ 5 31/

需要家獲得1件につき下記の通り報酬をお支払いします

※上記金額に消費税を加算してお支払いします

月間で最も多い件数を獲得した取次店に賞金をお支払いします

10万円月間最多賞

月間獲得件数コンテスト

需要家獲得ボーナス
キャンペーン！
開業1周年記念

※上記金額に消費税を加算してお支払いします



キャンペーンについての問い合わせ先

050-1746-7757
【受付時間】  平日10:00～17:00 【24 時間受付】

info@planbee.co.jp

解説動画

キャンペーン内容

イラスト付きの取次店マニュアルや解説動画がありますので、ぜひご覧ください

取次店マニュアル

8

登録お申込み情報

「プランビーエナジー｣のお申込み STEP１

ご契約者さまご名義（必須）

ご契約者さまご名義(フリガ
ナ)（必須）

ご連絡先の電話番号（必須）

連絡可能時間帯

メールアドレス（必須）

※お申込み前に必ずご確認ください。

あなたは、どこで弊社の電力販売を知りましたか？

取次店情報

アンケート

お客さまの個人情報の取扱いについて

以下のお客さまはご注意ください

お申込み前にご確認ください

取次店ID（必須）

備考欄

※半角数字10桁※取次店を介していない、または不明な場合は0000000000と入力してください。

上記の「お客さまの個人情報の取扱いについて」をご確認のうえ、同意する場合はチェックを入れてください。

1234567890

kyo-12_04@higel.ne.jp

kyo-12_04@higel.ne.jp

--選択してください--

--選択してください--

株式会社プランビー（以下、当社）は、個人情報の適切な保護と利用を図るため、当社の業務に関連する法令および個人情報保護委員会制定の「個人 情報の

保護に関する法律についてのガイドライン」に準拠し、遵守することはもちろんのこと、全従業員が理解し、個人情報保護に取り組みます。

１．個人情報の取得について当社は、適法且つ適切に個人情報を取得します。
２．個人情報の利用について当社は、個人情報を下記の利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて利用します。

１）当社が取り扱う商品またはサービスに関するお客様との取引（以下、各種取引という）・契約等に際しての与信判断、与信後の管理、その他契約後の管

理のため２）各種取引・契約上や法律に基づく権利の行使や義務の履行のため

３）各種取引等に関連して当社が第三者との間で締結する取引等に関し、当該第三者にお客様の個人情報を提供する場合など、適切な業務の遂行に必要な範

囲で第三者に提供するため４）お客様の本人確認や商品・サービスをご利用いただく資格等の確認のため

５）当社の商品・サービス提供の引渡しなどの履行状況確認のため

６）各種取引等の変更、契約終了処理や取引等終了後の事後管理のため

７）当社の商品・サービス提供の申込み受付、相談及び見積り、発送のため

８）回収等受託、契約管理受託など他の事業者または共同利用者から個人情報の処理の全部又は一部について委託された場合等において、委託された当該業

■ドメイン拒否解除設定について当社からの大切なご案内がございます為、以下のドメインメールを受信可能となるように設定をお願いいたします。

大切なご連絡などが届かないなどの状態を防ぐために、ご協力をお願いいたします。

【解除いただくドメイン名】@planbee.co.jp@econo-crea.com

上記の契約種別・設備をご利用中の場合、誠に申し訳ございませんがお申込みいただけません。

また、お申込みと同時のプラン（契約種別・契約容量）の変更はお受けできませんのでご了承ください。

・従量電灯B 20A以下・季節別/時間帯別電灯・深夜電力
・オール電化
・エコキュート、温水器などの設備を導入されているお客さま

・太陽光を設置されているお客さま
弊社では売電はお受けしておりません。予めご了承いただきましたうえでお申込みをお願いいたします。

・電灯と動力をお申込み希望のお客さま。
動力のお申込みにつきましては、電灯の供給開始後からの受付となります。

そのため、一度電灯のみお申込みをお願いいたします。

電灯の供給開始後、動力のお申込みをご希望の場合は弊社お客さまセンターまでご連絡ください。

お手続き方法につきまして、ご案内させていただきます。

※現在お住まいのご住所にてお切り替えを希望されるお客さまは、現在の電気のご契約名義人さまのお名前

を正確にご入力ください。ご名義に相違がございますと、お手続きが進みません。名義変更を希望される場合は、現在の電力会社に

て名義変更後にお申込みください。※一部の特殊な文字記号や旧字体のご登録ができません。　（﨑　髙　ローマ数字<Ⅲ>など）

簡便な文字へ変更またはカタカナでのご入力をお願いいたします。

特殊な文字記号や旧字体をご入力された場合、弊社にて簡便な文字へご変更させていただきます。

プランビーエナジーお客さまサポートセンター　受付時間　平日10:00～17:00　050-1743-9991

※全角カタカナでご入力をお願いいたします。

ナガオカ

090 1234

タロウ

長岡

長岡　京子

太郎

※半角数字でご入力ください。※現在の電力会社から契約者の電話番号に本人確認含め連絡が入ります。

現在、既に弊社にてご契約の拠点をお持ちの方はこちら

以前、弊社にてご契約の拠点をお持ちだった方はこちら
※ご登録のメールアドレスが、マイページIDとなります。

IDのご変更はいただけませんのでご注意ください。

※メールアドレスに間違いが無いか確認するために再入力をお願いいたします。

※お申込みの内容についてご不明な点をお電話にてお尋ねする場合がございます。

ご都合のよい時間を選択してください。

上記、いずれも当てはまりません。

上記内容に、了承しました。

確認画面へ

メールアドレス再入力（必須）

1234

登録お申込み情報
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※ご登録のメールアドレスが、マイページIDとなります。
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アフィリエイトプログラムをご利用いただくと取次店ID

と取次店名が自動で入力されます。
備考欄にて配置の指定をおこなうことができます。

左の欄に直上者ID(数字10桁)
右の欄に「左」または「右」で指定してください。

■現在ご契約中の拠点とお支払いをまとめられる場合　（合算請求）

※ご登録済みのメールアドレスにてお申込みされた場合は、お支払いをおまとめいたします。

■現在ご契約中の拠点とお支払いを分ける場合 

ご登録のメールアドレスが弊社ポータルサイトのマイページ IDとなります。お支払いを分ける場合、新規にマイページ ID の発行が必要です。 

そのため、1拠点目とは別のメールアドレスで STEP1よりお申込みください。

■以前、弊社にてご契約の拠点をお持ちだった方 

プランビーエナジーお客さまサポートセンター（050-1743-9991）までご連絡ください。

※以前お申込み時にご登録いただきましたメールアドレスにてお申込みされた場合は、以前のマイページ情報（パスワード、お支払方法等）が

引き継がれます。

●紹介する需要家がメールアドレスを持っていない場合 

・新規にメールアドレスを作る　または 
・書面での申請（新規ご利用申込書）・・・ p12へ 

をお願いいたします。

メールアドレスは需要家に貸さないでください！
※メールアドレスごとに請求が合算されます。

【STEP1】
STEP1で必要な情報は 4つ！・ご契約者名義（フリガナ）・電話番号（現在の電力会社から本人確認を含め連絡が入ります。）

・メールアドレス・取次店 ID
登録したメールアドレスに STEP2へ進めるURL が

即時配信されます。
■ドメイン拒否解除設定について
迷惑メール設定をされている方は
「planbee.co.jp」「econo-crea.com」ドメインの

メールを受信できるように設定しておいてください。

Webによるお申し込み方法

直上者ID(数字10桁)
左または右

取次店ID番号の右が【該当なし】と表示される場合

アフィリエイトプログラムのお申し込みが必要になります。

※詳しくはP7へ

■取次店情報について

kyo-12_04@

kyo-12_04@

【ご注意】複数拠点の切替について

メールアドレスをお持ちの方

切替申し込み方法は2通り！
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プランビーエナジー

長岡　太朗　様の新規登録用フォーム

長岡　太朗　様の低圧用LP

料金シミュレーター

【重要】アフィリエイトプログラムについて【必ずお読みください】

https://pb-e.com/member/register/?iid=                    

LINEで送るLINEで送る

https://pb-e.com/member/register/?iid=1234567001

http://e.planbee.co.jp/?iid=1234567001
http://e.planbee.co.jp/?iid=1234567001

PlanBee

MyPlanBee PlanBee SNS

各種お手続き

電力販売 在庫確認

アップデート

動  画
PlanBee FAQ

100%

申請が必要な場合

申請方法

① アプリから表示する ② パソコン（My PlanBee）から表示する

③ BackOffice（バックオフィス）から表示する　　　P7参照

自分のアフィリエイトリンクの表示のしかた

プランビー公式アプリの『電力販売』から表示できます。 My PlanBee →リンクページ→エナジーリンクから表示できます。

マイプランビー

公式アプリは App Store・Google Playストアで「プランビー」と検索してダウンロードしてください。

STEP1の取次店 ID 欄が【該当なし】になっている方は、アフィリエイトプログラムのお申し込みが必要です。

プランビー公式アプリ→「電力販売」→「アフィリエイトプログラムについて」→アフィリエイトプログラム「利用申請フォーム」から
お申し込みください。

PlanBee

MyPlanBee PlanBee SNS

各種お手続き

電力販売 在庫確認

アップデート

動  画
PlanBee FAQ

100%

PlanBee

MyPlanBee PlanBee SNS

各種お手続き

電力販売 在庫確認

アップデート

動  画
PlanBee FAQ

100%

PlanBee

MyPlanBee PlanBee SNS

各種お手続き

電力販売 在庫確認

アップデート

動  画
PlanBee FAQ

100%プランビーエナジー

長岡　太朗　様の新規登録用フォーム

長岡　太朗　様の低圧用LP

＜メインメニュー

料金シミュレーター

【重要】アフィリエイトプログラムについて【必ずお読
みください】

電力販売

LINEで送る

https://pb-e.com/member/register/?iid=4          

http://e.planbee.co.jp/?iid=1234567001
http://e.planbee.co.jp/?iid=1234567001

https://pb-e.com/member/register/?iid=1234567001

プランビーエナジー

長岡　太朗　様の新規登録用フォーム

長岡　太朗　様の低圧用LP

＜メインメニュー

料金シミュレーター

【重要】アフィリエイトプログラムについて【必ずお読
みください】

電力販売

LINEで送る

https://pb-e.com/member/register/?iid=4          

http://e.planbee.co.jp/?iid=1234567001
http://e.planbee.co.jp/?iid=1234567001

https://pb-e.com/member/register/?iid=1234567001

プランビーエナジー

長岡　太朗　様の新規登録用フォーム

長岡　太朗　様の低圧用LP

＜メインメニュー

料金シミュレーター

【重要】アフィリエイトプログラムについて【必ずお読
みください】

電力販売

LINEで送る

https://pb-e.com/member/register/?iid=4          

http://e.planbee.co.jp/?iid=1234567001
http://e.planbee.co.jp/?iid=1234567001

https://pb-e.com/member/register/?iid=1234567001

連絡可能時間帯

取次店情報

取次店ID（必須）

備考欄

※お申込みの内容についてご不明な点をお電話にてお尋ねする場合がございます。ご都合のよい時間を選択してください。

※半角数字10桁
※取次店を介していない、または不明な場合は0000000000と入力してください。

1234567890

該当なし

--選択してください--

連絡可能時間帯

取次店情報

取次店ID（必須）

備考欄

※お申込みの内容についてご不明な点をお電話にてお尋ねする場合がございます。ご都合のよい時間を選択してください。

※半角数字10桁
※取次店を介していない、または不明な場合は0000000000と入力してください。

1234567890

該当なし

--選択してください--

アフィリエイトプログラムのご利用は申請が必要な場合があります
◆利用申請が必要な方
前ページの新規登録用フォームから申込み画面を開き、取次店情報欄が｢該当なし｣となっている方は、下記フォームよりお申し込みください。（無料）
取次店欄が｢該当なし｣のまま需要家が登録されると、｢紹介者なし｣で登録されてしまいます。
また、1年間1人も紹介を出さなかった場合は再申請が必要です。

プランビーエナジー
アフィリエイトプログラム

利用申請フォーム

アフィリエイトプログラムとは

そのURLから需要家がアクセスし、申込みが完了すると直紹介者（L1)として登録されます。ご利用には申請が必要な場合があります。（下部をご確認ください）

（前ページ参照）
●●　●●様の低圧用LP
(http://e.planbee.co.jp/?iid=10桁の取次店ID)
●●　●●様の新規登録用フォーム(https://pb-e.com/member/register/?iid=10桁の取次店ID)

取次店ごとに固有のURLが2つ発行されます。

【低圧用LP】
お申込み画面の前にLP（ランディングページ）が入ります。
電気料金のシミュレーションができます。

プランビーエナジー

長岡　太朗　様の新規登録用フォーム

長岡　太朗　様の低圧用LP

＜メインメニュー

料金シミュレーター

【重要】アフィリエイトプログラムについて【必ずお読
みください】

電力販売

LINEで送る

https://pb-e.com/member/register/?iid=4          

http://e.planbee.co.jp/?iid=1234567001
http://e.planbee.co.jp/?iid=1234567001

https://pb-e.com/member/register/?iid=1234567001

PBeアフィリエイトプログラム利用申請フォーム
私はプランビーエナジーアフィリエイトプログラムのアクティベーション（有効化）を申請します。

Google フォームでパスワードを送信しないでください。

回答を入力

取次店ID（枝番号を含めた数字10桁） *

取次店名 *

*必須

送信

回答を入力

アカウントサマリー マップ 報酬明細 PBアップデート
リンクページ

ビープレッソリンク

エナジーリンク

ログアウト
各種お手続き FAQ

アカウントサマリー マップ 報酬明細 PBアップデート
リンクページ

ビープレッソリンク

エナジーリンク

ログアウト
各種お手続き FAQ

●電力お申し込み画面の取次店名表記について「プランビーエナジー」のお申し込み（STEP1）の画面には紹介取次店 IDと取次店名が表示されます。 これは万が一、意図しない紹介者となってい

ないかを確認できるようにするためです。 取次店名表記変更を希望される方は【取次店名表示変更依頼フォーム】よりお申込みください。
変更箇所：取次店名（ID 番号の表記変更はできません）手数料：初回  500 円（税抜）、2回目以降は1回につき1,000 円（税抜）プランビーストアで PBe チラシをご注文いただいた方については初回無料です。（注文いただいたアカウントに限る） 
※使用できない名称：「プランビー」「PlanBee」「PB」など当社名や当社製品名、ブランド名などの一部または全部を含んでいる名称のほか、当社が

不適当と判断した名称は使用できません。

（http://planbee.co.jp/step1_name_change）

1

2

3

Click

プランビーエナジー取次店マニュアル
Ver.2.1

●需要家獲得ボーナス
・本登録日が3月1日から5月31日までの契約が対象です。
・低圧電力（いわゆる動力）は対象外です。
・供給開始日が属する月の月次報酬に加算します。
・本登録日と供給開始日はバックオフィスの「顧客一覧」で確認できます。
バックオフィスはプランビーアプリの電力販売ページからログインしてください。
ログインID/パスワードは登録完了通知書に記載されているWeb用ID/パスワード
です。

●月間獲得件数コンテスト
・従量電灯1件=1pt、高圧･特別高圧は1件=3ptとし、月初から月末までの間に獲得
したポイント数により順位を決めます。
・低圧電力（いわゆる動力）はコンテスト対象外です。
・ポイントは、本登録日（ステップ2が完了した日）を基準にカウントし、その月の月末
に獲得ポイント数ランキングの暫定結果を発表します。     
1位が複数となった場合は契約容量の合計が大きい順とします。
・締切日（月末）から3ヶ月経った時点で供給開始日が確定していない契約および
キャンセル･解約分を除外して集計し、確定結果を発表します。
 ・確定結果発表後に賞金を振り込みます。

電気のことがよくわからないという方もご安心ください！

M.01.5K


