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販売店様各位

販売店契約募集要項
LEDで圧倒的な売上を稼ぐ方法とは
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いろんなLED会社はあるけれど
どの会社と手を組めばいいのかしら？

選ぶなら、
プライム・スターが
良いかも知れません！

その秘密はこの資料を読んで
赤坂のTOKYOセツデンSTATIONを訪問し

社員スタッフから話を聞いて
必ず成功する会社を選べば間違いはありません！



どうして売れるのか？
プライム・スター販売店の【11のメリット】



プライム・スター販売店の【11のメリット】
① 圧倒的な品揃えが明日から導入可能

自社ブランド・国内大手含め10000種類以上
② 初期費用ゼロ「スマート定額プラン」取扱可能
③ 省エネシミュレーションシステム「Make」
④ PPS新電力とダブル削減プラン
⑤ 補助金セールス支援部隊無料設置
⑥ スターモール インターネットポータルサイト
⑦ 多様な無料講習会開催
⑧ ショールーム随時ご利用可能
⑨ 営業同行
⑩ ホームページ、ショールーム作成支援
⑪ ウェブ集客・売掛債権保全支援

どうして売れるのか？



多様な講習会開催
初めてLEDを販売する営業担当者向け「初期講習」セールス
のポイント、現地調査や工事等、現場の細かいノウハウが詰
まった「営業講習」スマート定額プラン営業の際の「スマー
ト定額講習」、その他、Make導入者向け、照度分布図作成
のための「Dialux研修」など、実用的ですぐに使える内容を
盛り込んだ講習会を提供しております。

TOKYOセツデンSTATION
ご自分のショールームとしてご利用いただけます。
専門のスタッフがご相談を受けながら商品の御説明を申し上げ
ます。ご予約は随時承っております。
ホームページ作成・ショールーム設営フランチャイズ

営業同行訪問
お客様への勉強会や同行営業など、経験豊かなス
タッフによりフォローいたします。
※遠方の場合は交通費等実費を頂く場合があります。

補助金セールス部隊
LEDなどを購入する大きなきっかけとなる補助金・助成金の申請業
務を無料で実施（成功報酬）し、LEDなど高効率照明の販売の後押
しをいたします。

省エネシミュレーション
「Make」

営業担当者の作業負担を軽減！とかく手間がか
かる「代替照明選定」「コストシミュレーショ
ン作成」「見積り」等を簡単に作成いただけま
す。代替照明はプライム・スター取扱製品全て
からお選びいただけます。
※月額サーバー維持費用がかかります。

スマート定額プラン
スマート定額プランとは、「レンタル」「割賦」営業プ
ランです。仕入資金なしでお客様にLED照明等レンタル
導入の提案営業を行っていただけます。初期費用ゼロ、
月々一定額払いはお客様の負担も軽く、当社でも人気の
プランとなっております。

圧倒的な品揃え
国内大手メーカーをはじめ、低価格・高品質のプライ
ム・スターブランドも充実。LEDはもとより、CCFL
（冷陰極管）、無電極ランプなど、最近注目の省エネ照
明のお取扱いが可能です。10000種類の製品群を取りそ
ろえ、お客様の様々な要望にお応えすることが可能です。

スターモール（インターネット）
成功報酬型のインターネット・モールサービス！広告宣伝お
よびインターネットでお客様を捕獲するツールです。

PPSダブル削減プラン
PPS新電力ダブル削減プランとは、PPS新電力とLEDを
セットで販売する手法。PPS導入いただくと初期費用ゼ
ロでLEDが導入可能。月々一定額払いはお客様の負担も
軽く、当社最大のヒット商品となっています。



圧倒的な品揃え



LED・CCFL・無電極ランプ約9000種類の取扱い



TechnicalR&D日本の注目のＬＥＤ10本に選ばれました。
（環境ビジネス）
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ユニークで競争力のあるプライスと商材



スマート定額プランは3種類
１、レンタル
２、割 賦
３、リ ー ス

レンタルはオフバランス
つまり

経費処理が可能

どうやって売るのか？

初期費用無料
販売店も仕入れ資金不要



LED導入は時代の流れ

長寿命で数年間で元が取れる

しかし、イニシャルコストがかかる

初期費用が工事代金を含めてゼロ

毎月定額料金の支払いで保証も最長6年間

明日から電気代節約・CO2削減が可能

どうやって売るのか？



スマート定額プランなら
倉庫・工場・配送センター
丸ごと初期費用無料！
省エネでコストダウン！
ランプ代金、工事代金、
保守・保証代金も含まれて

お得!！ 見積
無料

http://www.dongbulightec.jp/super/upfile/pdt/%EA%B7%B8%EB%A6%BC17.jpg
http://www.dongbulightec.jp/super/upfile/pdt/%EA%B7%B8%EB%A6%BC17.jpg


スマート定額プラン実例シミュレーション



契約先
• レンタル
（オフバランス
で管理が容易）

工事 • 安心施工

保証 • 保証で安心
オフィス丸ごと節電可能

１、レンタルでオフバランス
（面倒な償却や管理から解放されます）

2、保証は国内最長6年間
（高天井用照明・蛍光灯以外も適応商品あり）

お客様は
導入にかかるコストはゼロ！

配送料・消費税は実費が別途かかります

仕入れ資金ゼロで大きく儲けるには？

販売店も
仕入れにかかるコストはゼロ！

スマート定額プランのメリット レンタルはオフバランスです。



初期費用ゼロでLEDへ交換⇒販売店様の仕入資金も不要！【ｽﾏｰﾄ定額ﾌﾟﾗﾝのお取扱いが可能です】

導入者様のメリットご紹介

レンタルの場合スマート定額プランの特徴

１、初期費用は工事代金を含めて不要（配送料・消費税はかかります）
導入に当たりコストがかかりません。投資ではないため、稟議も
不要のケースもあります。

２、オフバランス。帳簿上の面倒な償却もありません。
３、故障時は工事を含めて保証があるから安心です。
４、LEDはメーカーによって配線など仕様がバラバラ。

スマート定額プランならどこに何が付いているか管理も不要です。
５、レンタル終了時は再レンタル・買取り制度有り。
６、もちろん、蛍光灯以外も対象です。高所作業が必要な水銀灯の

代替えLEDも交換できます。
7、与信審査がございます。小規模な店舗は割賦で対応。

メーカーごとに仕様や配線が異なるLEDの管理を外部に委託し、
故障時の対応など一元化することが可能

販売店様は仕入資金の心配なく、営業に専念できます！

保証で
管理
不要

コンプラ
イアンス

オフ
バランス
＋

コスト
メリット

割賦



省エネ器具選定および
シミュレーション「Make」

営業は誰でもできるか？



省エネシミレーションシステム
「MAKE」で貴社の悩み解決！
現場調査

現状の照明器具の種類、台数、
お客様の要望など調査

機種選定

①対象器具の代替品を選定したいが
「どのメーカーの」
「どの商品が」
最適な器具か分からない、見つからない・・

②カタログや種類が多すぎて探すのが大変、時
間が膨大に掛かる・・・

③仕様書がどこにあるのか分からない・・・
夜中まで資料を作成・・・
等々・・・

資料・見積作成

省ｴﾈ計算、LED器具表、見積書、見積
明細など面倒、時間が掛かかる。



省エネシミレーションシステム 「MAKE」メイク

簡単入力 複数メーカーから
複合的にランプ選定 資料作成時間短縮

【Makeで、できる事】 代替ﾗﾝﾌﾟ選定・コストシミュレーション・器具表作成・
カタログ参照・見積作成・注文書作成 ※別途有料サービスとなります

10000種類のLEDがアッという間に選択！あとは自動で企画書作成！

営業は誰でもできるか？



企画書は簡単につくれるか？
省エネシミレーションシステム 「MAKE」メイク

削減コスト・省エネ効果試算表 LED照明による省エネ計算シミュレーション

安定器交換計算式 都度交換：　使用台数×年間点灯時間÷安定器交換目安 一斉交換時期：　安定器交換目安÷（営業日(年)×時間(日)）-交換年数

シミュレーション結果はあくまでも目安です。お客さまのヒアリング内容を条件に計算しています。
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診断結果 LED照明による省エネ計算シミュレーション

年間削減コスト

削減されます！

省エネ効果： % お客さまのヒアリング内容を条件に計算しています。

代替照明と既存照明の比較 シミュレーション結果はあくまでも目安です。

■経済比較

約 kg削減！

CO2吸収に必要な「杉の成木」

約 本/年

■イニシャル＋ランニングコスト比較（損益分岐点算定表）

償却年数

約 年

10年間で

約 万円

計算条件下記参照

計算条件

電気料金に基本料金は含んでおりません。価格は希望小売価格です。
CO2排出量は消費電力量に排出係数0.550kg-CO2/kWhを乗じて算出しています。環境省・経済産業省「温室効果ガス排出量算定・報告公表制度における算定方法・排出係数一覧」（2012年11月公表）に基づいています。
1本の杉の木が1年間に吸収するCO2を約11kgで算出しています。
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簡単入力！

タブレットで
その場で提案

URLで約9000種類のLED
の仕様書があっという間に

取り出せます。



省ｴﾈｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ提案
書

LED器具表

見積書（器具・工事）

LED器具仕様書

１件の提案書を作成する
のに半日～１日掛かる。
数日掛かる場合も・・・

省エネシミレーションシステム
「MAKE」で1発簡単解決！

その場でタブレットで提案可能



簡単に代替照明の提案が可能

現状把握

21

・既存照明器具の把握
・既存照度
・設備図面による確認
・数量
・希望照度

器具選定に力を発揮
9000種類のLED商材の中から、
形状・消費電力・設置場所に適し
た省エネ照明を提案

選定した照明が希望
照度に適うかどうか

照明選定

コストシミュ
レーション

「Make」

省エネシミュレーションシステム

時間短縮
簡単操作

フリーソフト Dialuxの利用



DIALUX 照度分布図作成ソフト

Dialux light  平面図のみ作成
簡易バージョン
均一的な照明配置図

Dialux 立体的図面作成
障害物などの再現可能
照明配置が自在

※いずれもフリーソフト

照明器具配光データ（IESデータ）があれば作成可能
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補助金セールス部隊
購入するなら補助金セールスが有効です！







サービス概要
最近のスマホブームに代表されるように、ネット販売およびネット広告に注目が集まってい
ます。プライム・スターでは販売店のネット販売を支援します。対面販売と違いネットでは、
地方の企業も全国ネットで知名度を上げることが可能です。

上記のようにインターネットを利用した広告や販売手法が注目されています。
今回の総合ポータルサイトは、LEDや無電極ランプ等の購入を検討している
企業が、貴社の情報を見て購入を検討します。
興味があれば、企業の担当者から問い合わせが御社に来ます。
問い合わせがあれば、直接電話・メール等でご対応ください。

テレビ、新聞、雑誌、ラジオを合わせた「マスコミ四媒体広告費」（同92.4％）は4年連続して前年を
下回っているのに対し、「インターネット広告費」は検索連動広告、モバイル広告を中心に拡大を続
けています。

受注

「スターモール」 総合ポータルサイト

乗り遅れるな！ネット時代到来！
2015年は、ネットで宣伝！ネットで稼ぎましょう！



営業支援ならお任せください

新人教育もバッチリ！
加盟店になったその月に2日間の無料研修参加



講習会随時開催
講習名 対象 講習内容

初級者研究 初めてLEDを販売する方向け マーケット情勢・時代背景・照明基礎用
語・照明器具・コストシミュレーションと
は・照度計算とは？

営業研修 LED営業者向け 当社製品詳細・製品毎のセールス手法・現
地調査のやり方・工事代金算出手法

レンタル研修 LED営業者向け ｽﾏｰﾄ定額ﾌﾟﾗﾝ仕組み・営業手法・ターゲッ
ト選定・実例に基づいた営業シミュレー
ション

Make講習 LED営業者向け 省エネシミレーションシステム「Make」使
用方法

Dialux研修
（無料編・有料編）

LED営業者・営業補助者 照度分布図作成手法

特別講習 経営者・LED営業者 外部講師を招いた講習会

再講習・補習も受講できます！

無料で講習が受けることが可能
（一部有料講習もございます）



ホームページ作成・ショールームプロデュースお手伝いします！

製作費用5万円より、サーバー維持運営費用 1,000円/月額

販売店様の地域、社名等を冠した「○○セツデンSTATION プロデュースいたしま
す。札幌・青森・山形・静岡・福岡で設営いたしました。

ホームページ作成

ショールーム設営プロデュース

全国でショールーム開設可能



ウェブ集客・売掛債権保全支援までお手伝いします！

①ウェブ集客支援⇒インターネット広告最適化システムご紹介

昨今、広告の主力手段はネットです。特にGoogle, Yahoo等の検索連動型広告は、導入
が比較的容易なため、利用されている企業数も増加の一途となっています。

弊社が紹介するシステムはここが違います
Ａ：地域限定広告 「適切な地域に適切なタイミングで広告表示」

広告主が広告を表示したい場所を指定して、適切に表示させることが可能です。ターゲッ
ト外地域からの無駄なクリックを防ぎ、広告費用を有効に投下いたします。

B：有効な検索ワードをシステムで選択 「検索ワードを人力で設定する無駄を排除します」
独自システムが検索ワードの有効性を判断、集客につながらない検索ワードを排除し、無
駄なクリックによる広告費用の消化を防止します。

C:広告効果をダイレクトに実感いただけます
ネット広告をみて電話問合せ客を特定、通話内容を記録することにより、広告効果を体感
いただけます。

②売掛保証支援⇒貸倒リスクの排除・軽減、販売促進、債権回収業務を外部委託

例）自社の与信枠は既にいっぱいだが、顧客需要にこたえていきたい、
例）紹介による新規企業取引だが、規模も小さく、企業内容も不明瞭。
例）顧客の属す業界全体が縮小ムード、このまま取引を継続してよいものか？

保証制度活用により、積極的に取り組めます。



収益事例
に関しては直接お話しします

営業マン1人で年間利益平均3000万円目標



加 盟 申 請
今すぐスタート！



当初費用・支払条件

加盟金は、864,000円のみですぐにスタート！

 加盟金は販売店契約成立の要件とさせていただいております。加盟金の性質は
コンサルティングフィーとし、預り金ではなく、返却義務はございません。

 支払条件については、前払いにてお願いいたしております。
 Makeは別途毎月1万円のランニングフィーがかかります。

項 目

スマート定額プラン取扱い

各種無料講習会 (基本講習2日間20時間）

照度分布図作成・見積作成補助・営業同行・販売店専用ウェブサイト
ページ利用・現地調査補助・ショールーム利用など、営業補助支援ほか

サンプルセット（Reach / SUBARU R2) 購入代金

合 計 864,000円（税込）



後払い制度（Paid）もご利用できます。（審査がございます）

流通・商流・お支払い条件に関して

http://paid.jp/v/contents/lp/company_site.jsp?cid=46197
http://paid.jp/v/contents/lp/company_site.jsp?cid=46197


その他

① 販売店事前申請書 （簡単な審査がございます）
② 会社登記簿謄本（法人契約の場合） 住民票（個人契約の場合）

事前提出書類

卸売価格については、販売店契約締結後にご案内させていただきます。
個別商品への質問は別途営業担当者までおたずねください。

販売店事前申請書

会社登記簿謄本

（個人住民票）
契約書調印

販売店初期講習

Make・Paid・割賦契約

営業用サンプル購入

手順

審査



ＬＥＤを取り巻く環境

大臣もブースを視察



3本の矢

1. 水銀条約批准（世界の流れ）

2. CO2規制（世界の流れ）

3. 電気代上昇（日本独自の流れ）

37

水銀が多量に使用されているものは原則
2020年までに撤廃
ユーロ圏では2007年に制定⇒RoHs・CE
日本では2013年10月に合意

白熱球に続き、
蛍光灯・水銀灯もなくなる

鳩山政権下で25％規制公約
東京都は2015年に15％以上の規制強化へ
COP21によりさらに厳しい規制へ！

福島沖大地震発生⇒原子力発電所の復旧次第
円安（78円から120円へ！）
太陽光発電の固定買取制度
原発復旧遅れなど・・・

東京都はCO2規制の強化
2015年8％⇒15％以上へ

ドイツはすでに40円前後
日本も今の倍程度には
上昇する可能性あり

2020年までに全廃！

さようなら蛍光灯・水銀灯

電気代上昇・CO2規制強化



水銀に関する水俣条約締結 -2013年10月-

2020年までに一般蛍光灯・水銀灯は全廃へ！

2020年以降は、蛍光灯・水銀灯
は廃棄も規制を受けます！



政府は、エネルギーを多く消費する白熱灯と蛍光灯について、国内での製造と国外からの輸入を、２０２０年度をめどに実
質的に禁止する方針を固めた。省エネ性能が高い発光ダイオード（ＬＥＤ）への置き換えを促す狙いだ。安倍晋三首相が２
６日に財界幹部を集めて官邸で開く「官民対話」で、省エネ対策の一環として表明する。今月末にパリで始まる国連気候
変動枠組み条約締約国会議（ＣＯＰ２１）に向けて、日本の温室効果ガス削減への取り組みを具体化する狙いもあるとみ
られる。
政府はＬＥＤと蛍光灯それぞれについて、品目ごとに省エネ性能が最も優れた製品の基準を満たさないと製造や輸入を

できなくする「トップランナー制度」で規制してきた。来夏をめどにつくる省エネ行動計画に、照明についての品目を一つに
まとめることを盛り込む。

2020年までに一般蛍光灯は全廃へ！

あと7兆円の市場が
残っています！



新 聞 記 事



スマート定額プラン導入記事



スマート定額プラン導入記事





たった７WのLED
地下24時間駐車場



高天井倉庫工場設置事例



工 場 設 備



直管型LEDランプ設置事例



投光器・街路灯実例多数あり

街路灯設置事例



GOLF練習場・テニスコート・フットサル場

導入後

テニスコート・GOLF
野球場・サッカー場



ブツブツのない
目に優しい灯り



会社概要 プライム・スター株式会社
英文表記 Prime Star Co,Ltd

代表取締役 下田 知代

所在地 東京都港区赤坂5丁目5番9号赤坂スバルビル7階
（1階赤坂LEDショールーム）
03-6869-6606 /03-6869-6607
www.primestar.co.jp

事業内容 CO2排出量削減に寄与する事業

資本金 6500万円

設立 平成15年

取引銀行

所属会員ほか

みずほ銀行 三井住友銀行 三菱東京UFJ銀行
・一般社団法人 日本照明工業会正会員
・一般社団法人 LED光源普及開発機構正会員
・一般社団法人 全国電業協会
・公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会および東京ビルメンテナンス協会会員
・全国指定自動車教習所事業協同組合指定 全国教習所LED推進事務局・港区商工会議所所属会員
・一般社団法人 日本CO2濃度マップ普及協会正会員・一般社団法人 フォレストック協会正会員

主な事業の内容
1．LED 照明器具を含む一般照明器具の製造、デザイン、設計、販売及び輸出入
2．照明デザインに関する企画、設計、製作、施工、監理及びコンサルティング業務
3．CO2排出権取引に関わる業務
3．ECO事業に関わるファンド組成・管理・運営業務
プライム・スター株式会社は、次世代蛍光灯CCFLや直管型LED照明の販売を中心として、他にも省エネ製品を 多数取り
そろえています。電気代の節約手法や数多くあるLED照明の商品比較などコンサルティングを得意とし、UR都市再生機構、
大手流通企業への実績があります。
今後は、太陽光パネル、メガソーラー、エミッション・トレーディングやCO2吸収権に絡む“コーズ・マーケティング”、
企業の設備投資負担を軽減 する手段として「ECOファンド」の立ち上げ等、多岐にわたり、企業支援を行ってまいります。

全国4箇所のショールーム完備

10000種類のLED取扱い

登録電気工事業者登録
東京都知事登録第276016

販売店は全国約200社

http://www.primestar.co.jp/index.html
http://www.primestar.co.jp/index.html
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