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体温が上がれば
運気が上がる

食事会予定

vol.7

★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

７月
July

対談

運気が上がるランクアップトレーニング

ランクアップ

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 TKPスター第3会議室

東京都品川区西五反田2-19-12
★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9-14 ☎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
★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

コンベンション in 大阪
チケット残りわずか!!

稲積 英一 様
（ゴールド達成）

児島 三奈子 様
（シルバー達成）

限定
300名様!!

9月15日(月) ザ・リッツ・カールトン大阪

さん グルー プの方 々、商 品力と

は、 関わっ てくれ た社長 と桝井

成おめでとうございます！

プラ ンのお かげで す。人 、物、

この 度はゴ ールド とシル バー達

それ ぞれの ランク を獲得 された

お金大切ですね。

児島 様はビ ジネス 活動を される

ご感想をお聞かせください。

稲積 様

際に 、何か 気を付 けてい る事は

今日 はいい 日だ。 ゴー

ルド 達成し て、嬉 しいで す！正

仲間 作りな ので、 楽し

ございますか？

児島 様

くする事を始め、遊びながら

直言 って、 自分の 力以上 の結果

だと 思って います 。感謝 してい

ます！

仲間 作りを 意識し ていま す！皆

嬉し いです ！やっ とス

児島 様

で！

今後の活動目標はございます

ター トライ ンに立 てまし た！こ

さん 、愛ち ゃんグ ループ の方々

か？

れも 代表を 始め、 桝井さ ん、虎

のお 陰です ！あり がとう ござい

ます！

成し、自分の伝えた人もプラ

男性 初のプ ラチナ を達

稲積 様はシ ルバー からゴ ールド

チナ になっ てもら いたい です。

稲積 様

へと 順調に ランク アップ されま

プラ チナに します ！今の スリー

ピー ス会員 さんと 一緒に なって

した が、ど のよう な努力 をされ

ましたか？
盛り 上げて 、スリ ーピー スをま

あります！３ｐｅａｃｅ

ずは 東北一 番の会 社に、 目指し

児島 様

社長 のセミ ナー［ 体温

リー ピース で一番 素直に やると

が

稲積 様

決め てやっ ていま す。や ってい

を活 動する にあた って、 その階

てやり続けます。

るこ とは、 社長、 桝井さ んに、

段を 代表始 め、桝 井さん 、虎さ

が上がれば運気が上がる］の

自分 の知り 合いと 、グル ープの

ん、 愛ちゃ んに続 いて、 グルー

お話 を聞い て、聞 いたこ とをス

人に 会って 頂いて もらっ ている

プみんなと頑張っていきます！

自分 で決め ている 階段

だけ です。 ゴール ドにな れたの
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参加費
無料 !!

大阪府大阪市北区梅田2丁目5番25号 ☎06-6343-7000
● 11：00～11：30 受付
● 11：30～13：30 コンベンション

『月収30万円』

※入場の際はチケットが必要となります。
チケット料金はおひとり様1,000円となります。
チケットのご予約はカスタマーセンター

夏 期 休 業

運気が上がるパソコン教室!!
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

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

平成 26 年７月１日発行

７月号

8月13日㈬から
8月17日㈰まで夏期休業
となります。

8月18日㈪より通常営業

●大阪会場

体温が上がれば
運気が上がる

☎0120-604-176

までお問い合わせください。

Three Peace

となります。
ご了承をお願いいたします。

Three Peace co.,ltd

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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道後温泉ツアー !!

本社から
の

6月6日～8日の2泊3日でキャンペーン
目標達成会員様を愛媛県道後温泉ツ
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！

お 知ら
せ
6月6日金曜日

6月7日土曜日

道後温泉周辺の観光をされました！
お昼はひめぎんホールにてランチセミナー！
立ち見の方が出る程の大盛況でした！

初日は松山城を観光されました！

夜は7周年記念パーティでした！
会員の皆様がお祝いに駆けつけて頂きました！

待枠
招
ご

6月8日日曜日

!
!
か
ず
残りわ

7月キャンペーン達成で

9月13日・14日・15日

道後温泉のお土産屋さんにて
お買い物！
道後温泉ツアーが無事終了しま
した。

ユニバーサルスタジオジャパンと
コンベンションin大阪へ 2泊３日

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

ご招待!!

タロットカード占いで、今、知りたいお仕事や、恋愛、人間関係、色々なお悩み、ご相談にお応えします。

タロット占い
１つのご相談3,000円を、

スリーピース会員様には、

スリーピース会員証の提示で、

特別料金2,300円!!
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アップステージ
玉泉愛

♦︎ 受付時間／平日9：00～21：00
♦ ☎080-3104-3857
♦ ☎070-6922-3855
♦
upstage@wcm.ne.jp
♦
upstage3855@gmail.com
出張も可能ですが、交通費別途。
メールでのお返事もいたします (*^^*)

7月8月通販サイト強化月間！
海鮮居酒屋

和
なごみ

スリーピース
会員証の提示で

10%OFF

大阪府茨木市中総持寺町6-16
☎072-647-5032
営業時間
■ 月・水・木曜日… 18：00～26：00
■ 金・土曜日………18：00～27：00
■ 日曜日… ………18：00～24：00
■ 火曜日… ………定休日

居酒屋2Ｆ
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