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★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

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

食事会
予定

食事無しのトレーニングのみ

★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
★7月27日(日) 12：00～15：00
東京都品川区西五反田2-19-12

TKPスター第3会議室

参加費
無料 !!

★8月4日(月) 12：00～ きさいや広場
愛媛県宇和島市弁天町1丁目318-16 ☎0895-22-3934
★8月5日(火) 12：00～14：00 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
★8月10日(日) 12：00～ 茨木市福祉文化会館 303号室
大阪府茨木市駅前4丁目7-55 ☎072-623-3962
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９月に

2泊３日

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!

糟 谷 耕 一

７周年記念挨拶

代表取締役

時下ますますご清栄のこととお喜

株式会社スリーピース

謹啓

び申し上げます。

平素は格別のお引立に預かり厚く御礼申し

上げます。

さて、弊社におきましては、設立以来、

無事に７年が経過いたしました。

こうして設立７周年が迎えられましたの

は、ひとえに会員の皆様のお陰と深く感謝

いたしております。

この機会に、従業員一同心を新たにし

て、今まで以上に一生懸命努力する覚悟で

謹 白

ございますので、何卒、倍旧のご支援、ご

年６月吉日

協力くださいますよう、心よりお願いして

７周年のご挨拶といたします。

平成
26

大阪ユニバーサル旅行へ

運気が上がるパソコン教室!!

周年を迎えました！

お陰様で

6月・7月キャンペーン達成で

『月収30万円』
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★8月16日(土) 13：30～15：30 オフィスパーク宝第1ビル7階701A-3
愛知県名古屋市中区栄2丁目5番1号

●愛媛県会場

COCOS 朝生田店
愛媛県松山市朝生田町 6-1-18

●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

キャンペーンの詳細についてはスリーピーススタッフブログ
http://ameblo.jp/threepeace-group
または Facebook にてご確認ください。
https://www.facebook.com/threepeacegroupinsendai

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！

体温が上がれば
運気が上がる
平成 26 年６月１日発行

６月号

ご招待!!

スリーピースダイレクトメールではキャンペーンの情報などをお伝えいたしております。
最新情報をすばやく確認する事ができますので、是非ご登録ください。
登録ご希望の会員様はinfo@threepeacegroup.comまでメールをご送信ください！
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発行／株式会社スリーピース
〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院２丁目１−14
花京院ビルディング13階
TEL022-212-1531 FAX022-212-1532
http://www.dx-fucoidan.com
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仙台本社見学ツアー！

本社から
の

お 知ら
せ

5月6日火曜日

気仙沼

仙台空港から皆様帰られました。
仙台本社見学が無事終了しました。

仙台空港

5月3～6日の3泊4日でキャンペーン目標達成会員様を
仙台本社見学ツアーへご招待いたしました！
こちらの様子をご紹介いたします！

5月5日月曜日

気仙沼を観光されました！

仙台本社スタッフより
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8 8 8 6
1010103

シータヒーリング（エネルギーテクニック）を基にした

ココロカウンセリング
90分…６,000円
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◆ 愛媛県松山市石手
◆ ☎090-1572-5747
◆ 営業時間／10：30～ 不定休
◆ 予約制 ◆ 🄿有り

太田 愛子 様
（シルバー）

通販サイト売り上げアップ !!

スリーピース会員様への特典
スリーピース会員証の提示で、
ココロカウンセリング90分…5,000円

ランクアップ

感謝の伊藤ココロ

松島

この度はシルバー達成おめでとうございます！
シルバーを獲得されたご感想をお聞かせください。

仙台・青葉城

太田様 昨年の春に虎さんから紹介されました。私が健
康食品でランクアップ出来るなんて、自分でもビックリ
しています。私がした事は、フコイダンＤＸを飲み続け
た事、社長のセミナーに参加した事、友人、知人グルー
プのみんなに自分の思いを伝えただけです。社長、桝井
さん、虎さん、グループのみんなのおかげです。ありが
とうございました。

関西空港

ご職業をお教えくださいませ。

関西空港から出発！
飛行機で仙台にお越
しくださいました！

太田様 職業は、アフラック募集代理店で保険の仕事を
しております。

5月3日土曜日

今後のビジネス活動目標はございますでしょうか？

株式会社スリーピース仙台本社を見学！
本社前で記念撮影をされました！
仙台の青葉城を観光されました！その後、松島へ！

太田様 目標は、自分のモットーであります、素直さ、
明るさ、かわいげ、感謝の心を忘れずに、社長、桝井さ
ん、虎さん、グループのみんなが喜んでいただけるよう
に、自分が出来る事を一生懸命して行きます。みんなで
スリーピースを盛り上げて行きましょう！

5月4日日曜日
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皆様、遠方よりお越し頂き、誠にありがとうございま
す。たくさんの会員様にお会いできて、とても嬉しかっ
たです。皆様仙台本社見学ツアーは楽しんで頂けたで
しょうか？再び皆様にお会い出来る事を楽しみにいた
しております。

掲載写真の撮影は当社にお任せ下さい!!

■ 広告写真撮影

■ デジタル画像処理

S T U D I O

BeOne

特典 スリーピース会員様へ
撮影代 10%off
出張

予約
お問合わせ

メールまたは Fax、携帯まで
連絡お願いします。

■ 〒537-0022 大阪市東成区中本4-13-5-501
■ 携帯：090-3051-7405（担当：キタシバ）
撮影いたします !! ■ E-mail：n.kitashiba@gmail.com
■ Fax：06-6976-0713
大阪市内は出張費用を
■ 営業時間：10:00～21:00
無料とさせていただきます。 ■ 休業日：不定休
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