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食事会予定
● 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。

ランクアップ

対談

★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 ☎089-923-5111

７周年記念セミナー

参加費
無料 !!

食事無しのセミナーのみ

★6月15日(日) 13：30～15:30 ホテルニューオータニ大阪
大阪府大阪市中央区城見1-4-1 ☎06-6941-1111

B1ベルフラワーの間

★7月4日(金) 12：00～17：00 きさいや広場
愛媛県宇和島市弁天町1丁目318-16 ☎0895-22-3934
★7月5日(土) 12：00～ 松山ユースホステル
愛媛県松山市道後姫塚乙22-3 ☎089-933-6366

運気が上がるランクアップトレーニング
食事無しのトレーニングのみ

山口 一之 様
（ブロンズ）

伊勢元 トキ子 様
（ブロンズ）

★7月6日(日) 13：00～15：00 新大阪丸ビル本館411号室
大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目18-5 ☎06-6321-1516

★ブロンズ達成おめでとうござい
ます！！★ブロンズを獲得された
ご感想をお聞かせくださいませ。

伊勢元様 とても嬉しいです！皆
様のおかげです。
良い商品に出会えて良かったで
す！

ご職業をお教えてく
ださいませ。

山口様 ＩＴ関
連です。コン
ピューターの販
売・ソフトウエ
アの開発をしてい
ます。

伊勢元様 専業主婦です。

ビジネス活動を始められたきっか
けをお教えくだいませ。

山口様 アップの児島さんの強烈
な個性に魅かれて…！

★7月27日(日) 12：00～15：00 TKPスター第3会議室
東京都品川区西五反田2-19-12

『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!

伊勢元様 主人が体が弱いので元
気になってほしいので愛用を始め
ました。ビジネス活動は、皆様に
元気になってほしいので、「して
みよう」と思いました。

ビジネス活動をするにあたり、活
力となっている事がございました
らお聞かせくださいませ。

山口様 人と人とのご縁
で成功するお仕事だと
思っているので、感
謝の気持ちを忘れ
ずに。３ピースで
す！

伊勢元様 商品を売
る事によって沢山の人
と出会え、皆様のパワー
をもらって元気になれて
います。

最後に現在（今後）の目
標をお聞かせくださいま
せ！

山口様 次のステップで
あるシルバー達成に向け
て、楽しんでビジネス活動をして
いきたいです！

伊勢元様 良い商品なので皆様に
どんどん進めて行き、健康になっ
てほしいので沢山売り上げたいで
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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力久咲子 様
周りからは「若返ったね！」と言
われる様になりました。
フコイダンＤＸのお気に入
りポイントがございました
ら、お教えください。

前田様 お花見は、雨天の
為中止でしたが、お弁当は
美味しかったです♪

健康を維持する為・元気で
いる為に気をつけている事
はございますか？
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腱鞘炎、肩こりもこれ一本で安心！
飲みやすいです。

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
力久様 これ１本で安心が
できますし、飲みやすいで
力久様 毎日フコイダンＤ
Ｘを飲んで、ストレスをた
めない。まわりの人にフコイダン
ＤＸをすすめて、友達の輪を作る
事です♪
前田様 心の葛藤とストレ
スの関係が、健康に大きく
影響する事を常日頃感じています
ので、〝他人と自分に同じように
幸福になるため一生懸命に生きて
いるんだな〟と常にプラス思考に
変えていくようにしています。
多くの方との出会いを頂きますフ
コイダンＤＸに感謝致します。

※スリーピース会員証をご提示下さい。

す！
前田様 商品はもちろんで
すが、何よりフコイダンＤ
Ｘを通して…夢や希望を見失いつ
つある方の人生に「未来は明る
い」と指し示してあげられる気が
します！
明るく元気に豊になる人が増え、
社会貢献もでき、フコイダンＤＸ
を通して多くの方の人生に役立
ち、喜んでいただける働きをさせ
ていただきたいです。
お花見会へは、ご参加なさ
れましたか？

スリーピース会員様への特典

力久様 友人からご紹介い
ただきました。

前田様 長男の野球仲間で
面倒見の良いお母さんから
「身体に良いものがあるよ」と教
えられたのがきっかけです。
食育の大切さを常日頃実践してい
ましたので、即愛用しました。
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？
力久様 腱鞘炎がよくなり
ました。他にも、肩こりが
良くなりました。
前田様 胃のスッキリした
感があり、体重が数キロ落
ちていました！フットワークが軽
くなりました。
力久様 参加しまし
た！
桜見物は中止でしたが…
お弁当はおいしかったです♪

1,500円以上のご注文でビールや焼酎１杯サービス!!

〒541-0046
大阪市中央区平野町2-2-6平野町小路内
☎06-6227-1555
ホームページ http://www.gyo-gyo.jp
営業時間 17:00〜12:30 定休日／日曜日

ぎょ

ぎょ
お勧めコース
池ちゃんの
トーク!!

■ 愛媛県北宇和郡松野町松丸２２３番地
■ ☎080-5667-6329
■ 営業時間／10：00～20：00 不定休
■ 予約制（お電話にて）

く ら た
足裏も施術
致します。
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旅行ツアーへ
ご招 待!!

フットワークが軽くなり、
若返ったねと言われるようになりました。

http://www.dx-fucoidan.com

魚漁
リラクゼーション整体

スリーピース会員証の提示で、
消費税を内税に致します。

心も身体も癒します。
お勧めコース

The

y
sar

本格始動!!
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会員の皆様のおかげです！ありがとうございます！
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6月・7月キャンペーン達成で

8月

フコイダンDX通販サイト
より
W
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周年を迎えます！
今年の6月で

お 知ら
せ

日本酒・焼酎をお手軽価格で豊富にお楽しみいただけます。

海鮮居酒屋
スリーピース会員様への特典

力久咲子 様
前田鈴代 様
の

前田鈴代 様

詳しくはスリーピース Facebook
https://www.facebook.com/threepeacegroupinsendai
またはブログ
http://ameblo.jp/threepeace-group にてご確認ください。
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