Three Peace

Three Peace co.,ltd

食事会予定

vol.8

★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
★10月5日(日) 12：00～ ひめぎんホール別館第12会議室
愛媛県松山市道後町2丁目9-14 ☎089-923-5111
★10月13日(月) 12：00～ クレオ大阪西
大阪府大阪市此花区西九条6丁目1-20 ☎06-6460-7800

８月
August

ランクアップ

対談

体温が上がれば
運気が上がる

2014

参加費
無料 !!

運気が上がる
コンベンション in 大阪

チケット

残りわずか!!

8年目を迎えたスリーピースの初コンベンションが開催決定しました！
辻本

木下

由美 様（ブロンズ達成）

和代 様（ブロンズ達成）

9月15日(月)

ザ・リッツ・カールトン大阪

2階ザ・グランド・ボールルーム ウエストルーム

※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

大阪府大阪市北区梅田2丁目5番25号 ☎06-6343-7000

★ブロンズ達成おめでとうございます!!★
辻本様 ありがとうございます！とて
もうれしく思っております。
感謝致しております。

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。
けていること・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。

木下様 伝える事については、喜んで
いただきたい！という思いからです。
結果がでて、後からお金がついてくる
のだと思います。
金儲けよりも、喜んでもらう。自身が
良さを実感し飲み続けてもらうと嬉し
いですね。

最後に今の目標をお聞かせくださいま
せ！

辻本様 皆が健康で長生きできて…家
族の絆を深め、大切にし、また、稲積
さんの夢のお手伝いで老人ホームを建
てたら、そちらにグループで集まれる
ひとが集まって、楽しく優雅に余生を
送れる事です。
その為にも、次はシルバー→ゴールド
→プラチナを目指し今以上に飛躍され
る会社の応援の一員でいつまでもいつ
までもいたいと思っております。よろ
しくお願い致します。

木下様 皆に「お伝えしてくれてあり
がとう。」と言われ、人から感謝され
て、自然と感謝の言葉が沢山でる素敵
なスリーピースを伝えて、次のランク
を目指したいと思っています。

辻本様・木下様 体温についてなので
すが、体温が高いと〝下げなきゃ〟と
思いますが、体温が低いと〝大丈夫、
私低体温なの〟程度の認識の方が多い
ですが、体温は基本です。
フコイダンＤＸで身体の中から元気に
なりましょう♪

辻本様 気をつけていることは調和を
保つと言う事と、紹介者を含めグルー
プのみなさん方の微妙な変化や劇的な
変化が見られることです。本社見学ご
招待旅行の際に被災地へ行って何か出
来ることがないかと思ったこと、プラ
スαの収入が入ってくる事…等等が私
の活力の大きな源となっております。
感謝します。

木下様 入って間が無いので…ビジネ
スについて正直解っていない部分もあ
りましたが、素直に嬉しかったです。
紹介者に感謝です！

お二人のご職業をお聞きします。

辻本様 損害保険の事務職員です。

木下様 保険業です。

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。

辻本様 稲積さんに何度かお声掛けし
ていただいており、様子を見ていたの
ですが、…ある時、稲積さんに大きく
変化がおきた事や、何度か会社セミ
ナーにも誘われて顔を出していたの
で、いつの間にか周りの友達、共通の
知り合いにお声がけしており、気がつ
いたらスリーピースをスタートしてい
ました。

木下様 【体温が上がる】と言う言葉
にひかれました。体温が３６．
５度あ
り自分では健康だと思っていましたが
…。
体温を上げるのが難しいのは解りきっ
ていました。ですが、フコイダンＤＸ
を飲んでから実感がありました！きち
んと記録表もつけています。
体温表にある通り、低体温だと病気に
なりやすく、癌の好む体温や、妊娠し
にくい等大きな問題があります。低体
温で困っている若い人に！と思ってい
ます。
フコイダンＤＸで、皆で元気に健康
に。体温を上げる事は本当に大切な事
です。

ビジネス活動をするにあたり、気をつ

!!

● 11：00～11：30 受付
● 11：30～13：30 コンベンション

☎0120-604-176

までお問い合わせください。

『月収30万円』

スリーピース情報開発部

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

●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

体温が上がれば
運気が上がる
平成 26 年８月１日発行

８月号

Three Peace

iPhoneやiPadの操作の事、インターネッ
トの事でわからない事はございませんか？
そんな時は「スリーピース情報開発部」へ
ご連絡ください！パソコン教室の受付もこ
ちらで承っております！

お問い合わせ先

株式会社スリーピース大阪支店
情報開発部 村北 ☎︎06-6147-7412

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

体温が上がれば

運気が上がる

８月号
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8月 通販サイト強化月間!!

の

四国出張所開放のお知らせ

A

わりました。視力の改善に期待して
います！

Q

!!

竹島様 今までのままで充分
です♪欲を言えばシミ・シワ
がなくなればなぁ、と思っておりま
す（笑）

A

スリーピースに出会ってか
ら、生活面や身体の変化はご
ざいましたか？

吉田様・竹島様 健康になり
ました。友人・知人から「元
気ね」と感心されます。

お食事会についてお聞きしま
す。ご参加された事はござい
ますか？参加なされてのご意見ご感
想をお聞かせ下さい。

Q

くなりました！４０年来のお付き合
いの花粉症が改善され、目のかゆみ
がなくなりました！甲状腺機能低下
症が改善され、良い汗が出るように
♪血流が良くなったので肩こりも解
消されました

A

Q

４０年来のお付き合いの花粉症が改善され、
目のかゆみがなくなりました！

A

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。

フコイダンＤＸを御愛用いた
だいておりますタイミング

A

A

竹島様 最初は便秘がひどく
て飲み始めました。５日間位
苦しい思いをする事もありました
が、解消されて隔日になっていき、
今では順調です。
２年前の９月頃、主人の方がテレビ
を見ていて「目がおかしい」と言い
出し、眼科へ行くと【黄斑変性症】
と診断され、早速フコイダンＤＸを
飲み始めました。完全には治ってい
ませんが、今では線が歪んで見える
事は無いそうです。

は？

A

Q

吉田様 参加させていただい
ております。お弁当は余って
も足りなくても、お世話して下さる
方に感謝して、お食事をいただいて
おります。

気 仙 沼近 海 からの
贈り物 で す

竹島様 だいたい参加させて
頂いております。他県の方々
の色んなエピソードなどを聞かせて
いただき、参考にもなりますし、楽
しいです。

竹島由利子 様

ＤＨＡ満 載こんなに入ってこの値段

A A

吉田様 起床後すぐに３～４
粒飲んでます。

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㈪より通常営業となります。ご了承をお願いいたします。

竹島様 朝晩３粒飲んでいま
したが最近は調子が良いので
朝晩２粒です。

全てセルフサービスですので食事は自炊となります。

フコイダンＤＸに対して期待
している事はございますか？

注意事項

A Q
吉田様 超近視と乱視（右
０．
０１・左０．
４）に老眼が加

● 宿泊日数／1泊から5泊まで可能
● 宿泊人数／お1人様から最大5名様まで宿泊可能
● チェックイン・チェックアウト時間は自由です。

1

Q

吉田様 知人より「身体に良
い商品があり、話を聞きませ
んか？」と誘われたのが始まりで
す。商品説明を詳しくしていただき
ました。身体の故障の多い私に〝必
要〟と思い、その日に登録致しまし
た！

■ 完 全 予 約 制／予約状況や宿泊予約は☎0120-604-176まで
■ 宿泊完全無料／平面駐車場一台OK
■ 光 熱 費 無 料／生活家具、家電、備品、ゲーム、アメニティー完備

A

竹島様 以前からずーっとお
付き合いがあり、信頼してい
る水本さんから紹介していただきま
した。

ビクトリー以上達成で ビジネスや観光で四国へお越しの会員様へ
四国出張所をビジネスや観光の拠点にご使用出来ます。

10

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？

3F

吉田千鶴子 様
竹島由利子 様
吉田様
私は体温が最初
３５．
５度でした。飲み始めて
日目に３６度→１ヶ月で３６．
２度
→現在は３６．
４度になりました♪
上室性頻脈で、脈拍が 分間２００
回以上ありましたが、飲み始めて
３ヶ月で発作がおきなくなりまし
た！
他には、白血球の値が２５００→
６ヵ月後には３５００になりまし
た！足に出来ていた魚の目が出来な

四国出張所／愛媛県松山市枝松6丁目12-11

便秘がひどくて飲み始めましたが、
解消されて今では順調です。

お 知ら
せ

夏期休業

会員様対談

吉田千鶴子 様

本社から

気仙沼産「おさかなセット」のお届け先になり
ますので 〒 おところ お名前
はっきりと表示して下さい。

１ケースおさかなセットなんと

５,４００円也

●都合により内容等が変更になる場合もあ
ります
●商品は冷凍にてお届けします
●長期間保存が出来ますのでいつでもお召
し上がりいただけます
●冷凍保存期限は発送日より約６０日です

3

体温が上がれば

運気が上がる

８月号

さんまキムチ
さんま甘露煮
さんま一夜干
サラダさんま
さ ば 一 夜 干
さ ば 味 噌 煮
さ ば 麹 漬
い か 一 夜 干

２ 尾 入
180g入
２ 尾 入
120g入
２ 切 入
２ 切 入
２ 切 入
１ 枚 入

１
１
１
１
１
１
１
１

加熱用
調理済
加熱用
調理済
加熱用
調理済
加熱用
加熱用

電話番号は、

複数件に送付したい場合は、郵便局の払込票(赤色の伝票)
には合計金額を記入頂き、
(例)5件に送りたい場合、金額は5,400円×5件＝27,000円
で記入頂き、送り先は別紙の申込書に記入の上、別紙を特
定非営利活動法人リアス三陸復興協会、担当髙橋にＦＡＸ
またはメール(chikashi3445@yahoo.co.jp)にてお知らせく
ださい。

〒270-2254 千葉県松戸市河原塚351-119番地

特定非営利活動法人リアス三陸復興協会
担当者

高橋

近

☎０４７−３８８−３４４５

スナック

花 音
KANON

明るく楽しく元気良く。
笑顔でお客様を癒します。

お勧めは花音独自焼酎!!

スリーピース会員証提示での特典

ビール1本サービス!!

✽大阪市中央区東心斎橋2-3-13

日宝スターライトビル2-2
✽☎06-6211-2063
✽営業時間：ＰＭ６：00～ＡＭ1：00
✽お休み：土・日・祝（土曜日予約のみ営業）

体温が上がれば

運気が上がる

８月号

2

