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食事会予定
４月お花見食事会ラリー
★4月4日(金)

12：00～

きさいや広場

★4月5日(土)

12：00～

松山ユースホステル

愛媛県宇和島市弁天町1丁目318-16

対談

ランクアップ

愛媛県松山市道後姫塚乙22-3

参加費
無料 !!

☎0895-22-3934

☎089-933-6366

★4月6日(日) 12：00～ 茨木神社裏､桜通り優待席集合
講演会 13：30～ 雨天の場合下記の講演会会場へ
茨木市福祉文化会館 101号室
大阪府茨木市駅前4丁目7-55

☎072-623-3962

★4月7日(月)

13：00～15：00

★4月8日(火)

12：30～

柚の花

★4月9日(水)

13：00～

浜離宮恩賜庭園

愛知県岡崎市東明大寺町5番地1

岡崎市竜美丘会館内の喫茶ローレライ

☎0564-24-3951

長野県茅野市北山蓼科ビレッジ滝見平12
東京都中央区浜離宮庭園1-1

☎0266-67-6585

芳梅亭

☎03-3541-0200

● 5月は仙台本社見学を予定している為、お食事会はございません。

★6月7日(土)

12：00～

ひめぎんホール 別館第14会議室

愛媛県松山市道後町2丁目5-1

桝井 亜紗美 様
（シルバー）

稲積 英一 様
（シルバー）

シルバー達成おめでとうございま
す！達成なされたご感想をお聞か
せください。

稲積様 達成の感想は、ただただ
嬉しいです。健康食品や消耗品
で、経済をいただけるなんてビッ
クリしています。社長・桝井さん
グループの皆様のおかげです。

桝井様 ありがとうございます！
とても嬉しいです。

お二人のご職業をお聞きします。

稲積様 海鮮居酒屋『魚漁』の店
長です。

桝井様 専業主婦です。只今子育
て奮闘中

ビジネス活動におかれまして、大
変なことはございますか？
又それの解決策をお教えくださ
い。逆に嬉しかった事、良かっ
た！と思う事がございましたらお
聞かせください。

稲積様 大変な事…正直、沢山
ネットワークをしてきました。知
り合いから「またか」って言われ
る…その人を、くどいていくの
が、大変なことでもあり、楽しい
ですね。嬉しかった事は…怒りな
がらも登録してくれた人が、、喜
んでくれてる事。沢山の人に、喜
んでもらいたいですね。

桝井様 在宅でビジネスに！子育

!!

て奮闘中の私にとってチャンスで
すｖｖｖ
今回のシルバー達成は、虎さんグ
ループの方々の活躍と、各地域の
フコイダンＤＸ、スリーピースを
愛してくださっている皆様のおか
げです
ありがとうございました。

活動するに際に、気をつけている
事はございますか？
普段、どのような活動をなされて
いますか？

稲積様 怒らないこと。
悪い感情をださないように、心掛
けています。
最近は怒らなくなりましたね！

桝井様 いつも笑顔と感謝を忘れ
ずに、日々元気に！活動を目指し
ています。

ラブ イズ アクション
愛は行動ＶＶＶ

最後に、各ランク達成を目指して
活動されている方へ、アドバイス
をお願い致します。

稲積様
ｖｖｖ

桝井様 昇格ボーナスはとてもあ
りがたく嬉しかったです！
ランクアップの楽しみもありま
す、諦めずにコツコツ続けて、ス
テップアップを目指しましょう！

稲積様の日々の活動が見れます！

大阪の虎さん
http://ameblo.jp/
oosakanotorasan/

!!

☎089-923-5111

７周年記念セミナー
★6月15日(日)

13：30～15:30

大阪府大阪市中央区城見1-4-1

食事無しのセミナーのみ

ホテルニューオータニ大阪

☎06-6941-1111

B1ベルフラワーの間

『月収30万円』

運気が上がるパソコン教室!!
2月より大阪と愛媛県の2会場で
毎週金曜日の午後6時から開催しています!
お持ちのノートパソコンまたはアイパッド、
スマートフォンをご持参ください！
親切、丁寧にお教えいたします！
お近くの会員様は是非お越しください！

●愛媛県会場

COCOS 朝生田店
愛媛県松山市朝生田町 6-1-18
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●大阪会場

株式会社スリーピース大阪支店
大阪府大阪市北区中崎西 4-3-32
タカ大阪梅田ビル 8 階
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お 知ら
から
せ

お勧めメニュー

（30分3,000～5,000円相当）を

無料！

今、心も体も自分らしさを取り戻しあなたが豊かにバランスよく開花していける様にお手伝いいたします。
先ずは一度御相談くださいませ…。 メール(adour@jupiter.ocn.ne.jp)にてお問い合わせ、ご予約を承っております。
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A

FLORENNCE
(フローレンス)コース
60分 8,000円

● 福岡県福岡市博多区千代1-31-14
● 宮崎県宮崎市柳丸町41
● ホームページ：http://www.noacelestite.com
● 営業時間：10：00～19：00 不定休

ギフトボックス送料込みで

ギフトボックス送料込みで

￥5,500

￥3,500

あなたの想いを、お花で伝えるお手伝いを致します。

生花ギフトフラワー全国に送付致します。
出張レッスン、装花も有り、
お祝い花・お供え花・会場装花
ご用途・御予算に応じ
フラワーデザインを作成致します。

A

スリーピース会員様への特典

お勧めメニュー
タロットセラピー
またはカラーセラピー

内容がいいね！
良い物ばかり入っていると感じ、即断。

http://www.dx-fucoidan.com

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

5月GWよりフコイダンDX通販サイト本格始動!

A

渡辺様 一、生活習慣病に
ならない食べ物を留意に食
事しています。
二、フコイダンＤＸをわすれない
ようにしています。
三、ゴマ豆腐は手作りで…ゴマを
多く採っています。
横川様 現代ストレス社会
ですが、心をまあるく保
ち、外から来た嫌なものは跳ね除
けるよう、フコイダンＤＸを毎日
飲み、まあるいこころを気をつけ
ております。

66

Q

体温は確かに上がっています。住
んでいるところの冬の気温は最低
でマイナス 度、日中でもマイナ
スの日が続きます。この冬は去年
と同じ布団でも、ゆたんぽの温度
を ℃にして十分温まり、眠れる
ようになりました。飲んだ時と飲
まない時を比べると少しは疲れ方
が違うように思います。
横川様 飲用させていただ
いて 年
1 になり、今年の冬
は足の指先が冷たいと感じなくな
りました、『身体が温まっている
のかな？』と感じています。
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http://ameblo.jp/threepeace-group

リンパとマインドを整えるエステ

A Q

これから、新しく挑戦した
い事等はございますか？

無料ご招待!!

White

Q

健康への意識等の変化や心
掛けている事はございます

A

キャンペーン内容は下記でチェック！

Healing エステ

AA

A

か？

30

先着

A

渡辺様
歳、現在進行中
です！生涯現役で料理を作
り、お客様に喜んでいただき、ク
ラッシック音楽はコンサートホー
ルで聴くがごとくの音になるよう
追求して行きたいと思っていま
す。
横川様 現在 歳ですが、
生涯現役で働きたいと願っ
ております。

4月5月キャンペーン達成で
様
名
道後温泉旅行2泊3日（6月6日〜8日）

Q

Q

渡辺様 健康への意識は常
に変わりなく持続です。
横川様 油物を控えて、食
物繊維の多い食品を毎日食
卓にいただけるよう心掛けていま
す。

サービス商品ご注文の際は
カスタマーセンター ☎0120-604-176 までご連絡ください。

健康維持の為に、気をつけ
ている事は
ございますか？

更に！

サービス商品（同月2個目）は、
8,350円のままでお送り致します!!

A

渡辺様 松本セミナーにお
越しになられた、桝井さ
ん・平野さん一行が立ち寄ってい
ただいた音楽喫茶カノンへご来店
いただいた時に、「どんな事をし
ているの？」という事で…フコイ
ダンＤＸのパンフレットを見せて
いただき、めかぶ・イカスミ・Ｄ
ＨＡ・銀杏葉エキスなど「内容が
良いね！良い物ばかり入っている
ね！」と感じ、早速送って下さい
と即断しました。
横川様 私は翌月のセミ
ナーに参加し、社長さんの
説明とお人柄にふれ飲用を決めさ
せていただきました。

10,500円▶10,800円となります。
そこで、事務出荷手数料1,000円から
700円に値下げする事を決定致しました!!

渡辺 利正 様
横川亜矢子 様

渡辺様 毎日朝５錠、夜４
錠飲んでいます。

それに伴い、弊社商品『フコイダンＤＸ』も商品価格が変更となります。

会員様対談
フコイダンＤＸを愛用して
からの効果効用はございま
したでしょうか？

８％に上がります！

現在６６歳ですが、
生涯現役で働きたいと思っております。

４月 消費税が５％から

本社から

フラワーアート

Sei

￥5,500▶︎￥4,500
￥3,500▶￥2,800

■奈良市富雄北2丁目7-1
■携帯：090-7883-2991
■ＦＡＸ：0742-43-0861
■Email:flower_ari_sei@docomo.ne.jp
■営業時間：8：00～21：00 不定休
■予約方法：TEL又はメールにて承ります
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