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右の山側に着工される。

本社見学予定

６周年記念食事会

６月１６日日曜日に弊社設立６周年の記念
食事会を、大阪府茨木市にて開催いたしました。
遠く愛知県や岡山県から駆け付けてくださった会
員様もいらっしゃいました。長年フコイダンＤＸ
をご愛飲されている会員様もいらっしゃり、６年
という年月を改めて感じることができました。ま
た、お祝いの花束もいた
だき、誠にありがとうご
ざ い ま す。 株 式 会 社 ス
リーピー
スはこれ
からも頑
張ってま
いります。

６月度の義援金は社団法人シーホークスの会に寄付させて頂きました。

気仙沼支援
最新情報!!

皆さんもご存知
でしょう。第１６
共徳丸です。港か
ら７５０ｍも離れ
た場所に運ばれて
来た船。船の所有
者は解体する意向
だが…。

国 登 録有 形文化 財
の 建 物は応 急修 理
が施された。
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東日本大震災の防災集団移転
促進事業で、気仙沼市で最初と
なる、災害公営住宅整備事業の
着工式が１６日、市内唐桑町東
舞根地内で行われた。
先 行 着 手 す る ５ 地 区（ 舞 根
２ 区、 大 沢（ 唐 桑 ）、 階 上 長 磯
浜、登米沢、小泉町）をはじめ、
３８地区・１０９４戸を整備す
る予定で、本年度内に順次着手
する。震災から２年３カ月を経
てようやく住宅再建への一歩を
踏み出した。
防災集団移転促進事業の用地
造 成 は 第 ２ 期 １ ８ 地 区 が ８ 月、
市誘導型集団移転を含む第３期
１５地区が１１月の着工予定。
しかし、高台造成工事もかさ上
げ区画整理もやっと始まったと
ころで、まだまだ終わらない。
一日も早い完成を祈るばかり
だ。

東新城

8月5日(月)、6日(火)、7日(水)に会員様をご
招待して、本社見学を行います。
8月5日(月)に開催される仙台七夕花火にも
見に行く予定です。

かなりの高さで嵩上げされている。

6th

鹿折地区

まついわ復 興マート
「 ココ サ カエ ル」 何
も無かった場所が明
るくなった。

魚町

気仙沼線の代わりに
BRT へ !! 踏切は今こ
のようになり遮断機
の向きが変わった !
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スリーピース気仙沼出荷センターからの

災害から時間はかかったが、ようやく５地区（２６２戸）着工!!

気仙沼だより

住宅再建への一歩！
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気仙沼
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株式会社 スリーピース
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会員様対談

体温が上がれば運気が上がる
今回は

遠藤達郎 様 と 金子律子 様 の対談です。

Q：こんにちは。まず始めにフコイ
ダンDXに出会ったきっかけか
らお願いします。

遠藤様：去年9月に代役で講
演会に嫌々参加しました。
その時に出会った、大阪の桝
井さんと水本さんのお人柄、そ
して謙虚で感謝の気持ちを持って
真剣にビジネスに取り組む社長の姿
に感銘を受け、登録致しました。

金子様：社長が突然私のサロンに来
られてびっくりしましたが、健康には
興味があったのでお話を伺い、数日
後、社長の熱い想いを聞いて愛用す
ることを決めました。
Q：フコイダンDXをご愛用いただい
てから、効用等の実感はございまし
たか？

遠藤様：フコイダンDXを愛用して
3ヵ月目あたりから、悩みだった肩こ
りがなくなり、毎日が快適です♪基
礎体温も36.5度をキープ！とっても
喜ばしいです。

金子様：フコイダンDXを愛用する前は35度代でしたが、3ヵ月位で36.2度
まで体温が上がり、高かった血圧も180から150まで下がりました。今まで
何をしても下がらなかった血圧が少しでも下がったのは、すごく嬉しいです。
サロンでご愛用いただいているお客様も代謝が上がり、すごく喜んで頂いて
います♪
Q：会社が主催するイベントなどに参加する際に気をつけている事、楽しみ
にしている事などはございますか？

遠藤様：雨の日でも明るさと笑顔♪そして「身なりを見ればその人柄がわか
る」と言われるように、人は誰でも初対面の身なりによって相手の人柄を判
断する傾向があります。なので、整った身なりに気を付けています。
金子様：一人でも多くの方に、スリーピース・フコイダンDXの良さを知って頂
く為にも、会社のイベント（説明会）を事前に必ず愛用者さん皆様にお伝え
しています。

けるように心構しているので、今は特に困ったことはありません。

Q：他社と弊社の具体的な違いがございましたらお聞かせください。また、
弊社スリーピースをどの様に伝えられていますか？

遠藤様：他社とスリーピースを比べた事はありませんが、地方のリーダーの
方と会う度に人柄の良さを感じ、本当に仲間が良いと思います。
人を騙してお金を集めて1年2年で終わらせるネットワークの会社が多い中
で、すでに立ち上げて6年目の会社ですし、商品は一品で心のこもった商品
“フコイダンDX”を感謝の気持ち、スリーピース愛で伝えていっています。
金子様：特に他社さんと比べた事は
ありませんが、スリーピースはフコイ
ダンDXひとつで、商品には社長の熱
い想いがこめられているのを感じま
す。

Q：商品をお勧めした際、選択権は
相手にございます。それ故、断られ
る事も多いかと思いますが、その際
はどのようになさっていますか？
遠藤様：商品をお勧めした方は「良
い商品みたいだね」と皆さんに言っ
ていただけますが、時間とタイミン
グを見ながらお話しています。愛用
していただけそうな方においては、
アフターをしながら時間をかけて
登録していただけるよう努めてい
ます。

金子様：基礎体温36.5度の必
要性をお話して、健康はまず日
頃の予防が大切だと言うことを
お話しています。自分が愛用している
情報だけをお伝えして、興味のある方にだけ説明しているのでNOと言う方
はほとんどいらっしゃいませんが、興味の無い方には、時間をかけて興味を
もっていただけるように体感をお話していきます。
Q：何かメッセージ等ございましたら、お願い致します。

Q：ネットワークビジネスを良く思っていない方も多いかと思いますが、誤
解を解くのに苦労した事はございますか？

金子様：女性はいつまでも若々しく元気でありたいと思います。
自分の命を輝かす為にも日々のケアが
大切です。
フコイダンDXは私のサロンにとって
そのアイテムの大きな一つです。

金子様：ビジネス形態はネットワークですが、あくまでも愛用者さんには、
商品の素晴らしさをお話して、まずはフコイダンDXのファンになっていただ

遠藤様・金子様：6周年おめでとう
ございます。“継続は力”これからも、
この素晴らしいフコイダンDXを皆で
広めて行きましょう！！

遠藤様：とりわけ、ネットワークビジネスは利益が絡み、本音がぶつかる仕
事ですから、いろんな評価を受けるでしょう。中傷、非難、誤解を受ける事も
あるかと思いますが…本心良心に問うて何の曇りも無いのでいつも堂々とし
て、スリーピース商品の“フコイダンDX”をいつも堂々とお伝えしております！

『月収30万円』
講演会 運気が上がるパソコン教室 !!

予定
７月
講演会
ラリー

スリーピース大阪支店にてパソコン教室を行って
おります。
皆さん是非一度足を運んでみてください。

ん
みなさ〜 ぜひ
講演会に ね
い
来て下さ

Q：弊社スリーピースは、6月で6
周年を迎えます！

☆７月５日（金）18：00〜20：00
☆７月12日（金）18：00〜20：00 お持ちのパソコン
もしくはアイパット等
☆７月19日（金）18：00〜20：00 をご持参ください！
☆７月26日（金）18：00〜20：00
大阪府大阪市

Three Peace

株式会社スリーピース大阪支店

体温が上がれば運気が上がる講演会ラリー !!
詳しい情報はツイッターや会員様専用ページにてお知らせいたします。

（日）
☆７月13日
（土） 長野 ☆７月14日
愛知
14：00〜17：00
13：30〜15：30
「プチセミナー」カフェ リデル
長野県松本市
愛知県岡崎市
長野県松本文化会館
大平町字沢添27-１
第３会議室

☆７月15日
（月） 大阪
13：30〜15：30
大阪府茨木市
茨木市福祉文化会館
203号室

★ 会員専用ページ
から最新セミナー情
報をご覧頂けます。
是 非ご利 用 下さい
ませ!!

