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ランクアップ

食事会予定

参加費
★11月4日(火) 13:00～17:00 宇和島社会福祉センター
無料 !!
愛媛県宇和島市住吉町1-6-16 ☎0895-23-3711
★11月9日(日) 12:00～ 茨木福祉文化会館 303号室
大阪府茨木市駅前4丁目7-55 ☎072-623-3962
★12月4日(木) 12：00～15：00 ひめぎんホール別館14会議室
愛媛県松山市道後町2丁目5-1 ☎︎089-923-5111
★12月14日(日) 13：30～15：30 ホテルニューオータニ大阪 B1ベルフラワーの間
大阪府大阪市中央区城見1-4-1 ☎06-6941-1111

ュ

12月は下記にて忘年会を開催致します！皆様のご参加をお待ち致しております。

ー

愛媛

忘年会

★12月4日（木）18：00～
喫茶 かのこ

大阪

忘年会

〒790-0943 愛媛県松山市古川南３丁目17−27
☎089-905-1582 会費／3,500円
※アルコール類は各自持ち込みとなります。

石河

さとみ

大阪府大阪市中央区城見2-1-61 ツイン21 1Ｆ
☎06-4794-2022 会費／3,500円（飲み放題付き）
ご参加御希望の方は、下記の会員様へご連絡ください。
※12月5までのお電話をお願い致します。
桝井 瑞枝 様 ☎090-6085-4349
ビンゴ又はくじ引きを予定中！
景品もあります♪ 皆さまお楽しみに♪

ご参加御希望の方は、下記の会員様へ
ご連絡ください。
shine star 様 ☎090-1170-6403

様（シルバー）

自分自身できる範囲でやっていく。
実行に移す事。を実践しています。
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ませ。

石河様 ありがとうございま
す。とても嬉しいです！
このような結果が、こんなに
早く出てくるとは思っても見
なかったです。
皆様のお陰です、感謝しま
す

石河様にはブロンズ獲得され
た際に〝ランクアップ対談
（９月号）〟へ登場していた
だきましたので、今回で２回
目の登場となります。順調
に、確実にランクアップされ
ておりますが、どのように活
動していらっしゃいますか？

石河様 ＵＰの児島三奈子さ
んに言われたこと、〝自分自
身できる範囲でやっていく、
実行に移す事〟を実践してい
ます。
それと、私を使ってもらえる
グループの人がいることです
ね。感謝です。

ビクトリーからブロンズ、ブ
ロンズからシルバーへ向けて
の、活動の違いはございます
か？

!!

石河様 ダウンの方のフォ
ローで動いている事が多くな
りましたね。
自分の新規の活動は、何と無
く合間で決まるって感じがし
ます。
気負わないで伝えていけるよ
うになりました。

活動をしていての心境をお聞
かせください。

石河様 新しい人との出会い
が嬉しいです。
体感が出て「これ良い
ね！」って言ってもらえるこ
と、これが一番単純に嬉しい
ですね！

現在、次の目標達成の為にど
のような活動をしておられま
すか？

石河様 スリーピースの輪
が、広がっていくよう、目
標をもって進んで行きたいで
す。
一人でも多くのグループの
方に〝関わっていて良かっ
た！〟って言ってもらえるよ
う今後も頑張って行きたいと
思っています。

ありがとうございました。
更なるランクアップを目指し
て頑張りましょう

!!

!!

★1月7日（水） 12：00～17：00 きさいや広場
愛媛県宇和島市弁天町1-318-16 ☎0895-22-3934
★1月11日（日） 13：30～15：30
ホテルニューオータニ大阪 Ｂ1ベルフラワーの間
大阪府大阪市中央区城見1-4-1 ☎06-6941-1111

12時 毎週水曜日、仙台本社にて
から
ランチ会を開催致します。
スタッフと一緒に楽しくお食事しませんか？
是非お気軽にご参加ください!!
お待ち致しております。

お食事会等へご参加の際は
スタンプカードを御持参ください。

１月はセミナーの後新年会を予定しており
ます。
（詳細は、12月号新聞にて。）

体温が上がれば
運気が上がる
平成 26 年 11 月１日発行

11 月号

★12月14日（日）17：30～19：30
ＰＲＯＮＴＯ ＯＢＰ店

Three Peace

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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10月29日より絶賛発売中!!

税込620円

全国の書店で購入可能です。
皆様是非、お手にとってご覧くださいませ。

http://shop.network-b.com

写真はバックナンバー

身体と、環境に優しく
BeOneの水を使ったパーマ。

BeOneとは…天然水のエネルギーバランスを整え、
水の記憶する力を最大限に利用するというコンセプトから生まれたBeOne水です。
薬品に加えるだけで毒性を和らげ、薬品の情報（利点）をいかしてくれます。
しかもその排水は限りなく環境を浄化し続けてくれます。

体温が上がれば

運気が上がる

１１月号

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

仙台本社

毎週金曜日午後5時

から開催致します。

・パーマ・カット・カラー・トリートメント
スリーピース
会員証提示での特典

10％引き

631-0006 奈良市西登美ヶ丘4-19-2
☎0742-45-6243
営業時間：ＡＭ9：00〜ＰＭ5：00
定休日：毎週 月・火

株式会社

LCークラフト

会・旅行など、各イベントに必
ずお誘いしています。
そして、キャンペーンなどのお
知らせも、〝お電話をかける
きっかけ〟にして、コミニュ
ケーションをとっています。

ＣＯＣＯＳ朝生田店
愛媛県松山市
朝生田町6-1-18

大阪会場

桝井様が体験致した、苦い思い
出等ございましたらお教えくだ
さい。
桝井様 沢山断られました。辞
めた方もいます。…が、スグに
気持ちを切り替えています。
嫌な事は忘れます。

愛媛会場

受講費
無料 !!

製品、ビジネスへの感心があま
りない方の人の心を動かす為に
はどのように呼びかけ・活動を
したら良いでしょうか？
桝井様 自分が素敵だなと思う
人は、コミニュケーションをと
りながら、諦めずにタイミング
を待ちます。

パソコンなんて
全くわからない
そんな超初心者
中高年の皆様へ

マウス操作やキーボード入力などの基礎からお教え致します。
パソコンの基礎から、インターネット、メールやワードの使い方等
パソコンの初歩を総合的に。又、日々のパソコン操作の「？？？」
を解消しませんか？便利な機能を知ればますます楽しくなります。

リュミェール
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上 がるパソコン教室

初めてパソコン操作する方も安心してお越し下さい。

大阪と愛媛県の2会場で
毎週金曜日の午後6時から
開催いたしています！

お勧めコース

が

最後にもう一つアドバイスをお
願い致します。
桝井様 何よりも、フコイダン
ＤＸをしっかり愛用戴き、タイ
トルアップを目指している皆さ
んは、スリーピー
スの予定を何より
も第一優先で日々
のスケジュールを
たてて、行動する
事をお勧めしま
す。
ご一緒に、スリー
ピース、楽しみま
しょう。

「月収30万円」運気

桝井様 スリーピースとの出会
い、フコイダンＤＸの体感、ビ
ジネスプランのお話です。
月初めに必ずセミナー案内を、
各リーダーは勿論、自分の直紹
介のかたにメールでお伝えして
います。
１週間前くらいに、お電話でも
案内するようにしています。

月刊ネットワークビジネスの公式オンラインショップが
オープンしました。
パソコン、携帯から、書籍を購入できます。
クレジットカード、郵便振込、代金引換がご利用可能です。

グループについてお聞きしま
す。沢山いらっしゃいます桝井
様グループですが、どのように
まとめていらっしゃいますか？
グループの方々も、長くスリー
ピース・フコイダンＤＸをご愛
顧戴く為の秘訣をお教え下さ
い。
桝井様 グループ単位で、ミー
ティングや食事会を企画してく
ださっています。
会社が開催して下さっているラ
ンチ会・コンベンション・忘年

公式オンラインショップからも!!

よりお話を伺いました。

日々の活動はどのようにしてい
らっしゃいますか？心掛けてい
る事をお教えください。
桝井様 身だしなみに気をつけ
る。時間を守る。
いつも楽しく元気良くをモッ
トーにしています。

【出版社: サクセスマーケティング】

桝井瑞枝 さま

rank up
advice

ビジネス活動を始めたばかりの
方へのアドバ
イスをお願い
します。どの
ように商品を
お勧めしたら
良いでしょう
か？
桝井様 自分
で説明せず、
紹介者、又
は、アップラ
インの方につ
なげる。

ネットワークビジネス 12月号

platinum

桝井様は、ス
リーピースの
ビジネス内容
等のご説明を
どのようにし
ていらっしゃいますか？
桝井様 シンプルに短時間で説
明するようにしています。
スリーピースのビジネスプラン
のシンプルさをお伝えしていま
す。

全国紙 月刊

雑

ランクアップを目指している方へのアドバイス

ミーティング等を行う際のアド
バイスをお願いします。
主にどのような内容のお話をし
ていらっしゃいますか？又、ど
のようにミーティング・セミ
ナーへお誘いしておりますか？

遂

が
ス
ー
!
!
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経営理念

一、お客様との間に密接な関係を築くこと
二、最高のサービスでお客様に最高の笑顔を提供すること
三、企業価値を高めることで地域の利益に還元すること

●コンピュータソフトの開発／コンサルティング
●インターネットショップの企画／製作
●パソコン機器の販売／修理
●ネットワークシステムの開発

スリーピース会員証提示での特典
パソコンの使用方法などを無料で教えます
愛媛県宇和島市長堀1丁目1番34号
ＴＥＬ・ＦＡＸ 0895-28-7041
http://www.lc-craft.net/
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岡崎吉良 様

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致します。

スリーピースに出会ってか
ら、目に見えて等変化した
方は、おられますか？

土居様 二回位参加した
が、美味しい食事と楽しい
話が聞けるので友達を誘い、また
参加したいと思っています。
体温につきまして…今まで
の生活で体温について、気
になされた事はございますか？
又、現在は体温について気になさ
れていますか？

6
１１月号
運気が上がる

飲み始めてから悪玉菌が減り善玉菌が増えた
ので先生がビックリ。

岡崎様 児島三奈子さんか
ら誘われたのが始まりで
友人からの紹介で

岡崎様 今 日に一回ずつ
検診するけど、今の所悪い
所は無いとの事。安心していま
す。

す。
土居様 友人がやせて綺麗
になりました♪
岡崎様 皆が「フコイダン
ＤＸを愛用してから、体温
が上がった」と言うので、私は余
り計る事は有りません。
土居様 低体温の方です
が、少し上がってきた気が
します。
一言お願い致します。

時期等によって変わります。お楽しみに♪

岡崎様 皆さんに喜ばれる
商品なので、一人でも多く
の人に紹介して喜んでほしいと思
います。
土居様 飲酒のあとも残る
事なく、余り疲れなくなり
ました！今後も愛用し、家族にも
進めたいと思っています。

★音楽を愛する方々へ★

不定休

電王堂
果物1個サービス

体温が上がれば
１１月号

純粋に音楽に触れられる場所として2012年4月に
リニューアルオープンしました。

■愛媛県西条市三津屋南3-39 ＧＡＺＡ 三津屋ビル2Ｆ
■ＴＥＬ/0898-55-8310
■携 帯/090-8287-2019
■http://denoudo.com/index.html
■営業時間：AM10:00〜ＰＭ11：00
■火・水・木・金・土・日 レッスン時間10：00〜12：00
■火・水・木
レッスン時間19：00〜23：00
■お休み：日曜日・月曜日

スリーピース会員証提示での特典

フコイダンＤＸを御愛用い
ただく前から、〝フコイダ
ン〟についてお知りになられてお
りましたか？（ぬるぬる成分等は
最近話題となっておりますが。）
スリーピース／フコイダンＤＸの
説明をお聞きになられての感想を
お聞かせください。

冬季休業は

● 京阪電車 伏見桃山駅前
大手筋商店街入口
● ☎ 090-1143-4972
● 営業時間 10：00〜20：00

岡崎様 ガンを死滅さすと
聞きました
土居様 今回〝フコイダ
ン〟を初めて知ったが、ぬ
るぬる成分の良さは良く聞いてい
て、自分も好きで食べていまし
た。

022-212-1532

お勧めコース及びスリーピース会員証提示での特典

鈴木商店

A
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こ の フ コ イ ダ ン が、 脂 肪
の吸収を抑えると考えられ
ております。
ま た、 フ コ イ ダ ン は 食 物 繊
維なので便秘にも効果的で
す。

0120-604-176

★ドリンク全品500円 （酒類、軽食は別途）
★カラオケ300円で歌い放題

果物販売

お食事会につきまして…
今まで、ご参加された事は
ございますか？
岡崎様 今までに四～五回
ほど参加させていただきま
した。

カスタマーセンター

〜ライブができる楽器販売店〜

土居様
す。

ご希望の会員様は、

楽器販売はもちろん、貸切によるコンサート、ライブ演奏、歌謡ショーからレッスンまで

季節ごとに旬の果物をどこよりも安く取り扱っています。

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？

で作成いたします！

土居玲子 様
■12月商品同梱の新聞に、5ケタの抽選ナンバーがついてまいります。
商品おひとつにつき抽選ナンバー1つとなります。
（※当選の際は抽選ナンバーと引き換えになります。）
■当選ナンバーは、12月の最終営業日に発表となります。

スリーピース
行
旅
韓国 年末
宝くじ!!!
ジャンボ
!
!
待
ご招

岡崎様 私は三年前、高血
圧と心筋梗塞と診断されま
した。 ヶ月前からフコイダン
ＤＸを飲み始めました、飲み始め
てから悪玉菌が減り善玉菌が増え
たので先生がビックリしていまし
た。先生にフコイダンＤＸを見せ
ると「これを飲んでいると効く、
これは良い。」と太鼓判をもらい
ました。私の母も一年前、脳梗塞
と心臓に水が溜まり入院しまし
た。今 歳の母にも飲ませている
のですが、顔の色つやも良くなり
ました。
土居様 血圧が安定してき
ました。
朝の目覚めも良くなりました。

広告掲載料無料

●ＤＨＡ・ＥＰＡ

にてご連絡をお願いいたします。

フコイダンＤＸを愛用さ
れ て い る 会 員 様 の 中 に は、
「 身 体 が 軽 く な っ た 」「 体 重
が減った」という方もいらっ
し ゃ い ま す。 体 重 減 少 に フ
コイダンＤＸがどのように
関 わ っ て い る の か、 調 べ て
みました。

貴方のお店、会社を会報誌で
宣伝しませんか？
本ページ下部のように企業広告の
掲載ご希望の方を募集いたします。
スリーピース会員の皆様には

A

50

青魚などに多く含まれる
「ＤＨＡ・ＥＰＡ」は、フコ
イダンＤＸにも含まれてお
ります。
この「ＤＨＡ・ＥＰＡ」は、
体脂肪の燃焼を促す
褐色脂肪細胞を活性
化すると考えられ
ております。内臓
脂肪の蓄積が抑
え ら れ、 中 性 脂
肪の増加も抑え
られます。
フコイダンＤＸに含
ま れ る ２ つ の 成 分 が、 身 体
に嬉しい働きをしているよ
うです。

またはＦＡＸ

●フコイダン

企業広告募集

A

Q

A

Q A

AA

A Q
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飲酒の後も残る事なく、余り疲れなく
なりました

ダイエットと
フコイダンDX
お 知ら
せ

A Q

１月4日㈰まで

岡崎吉良 様
土居玲子 様
の

A

で
族
家
御

1等
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2015年

Q

Q A A

A

82

A

「フコイダンＤＸ」の名前の
由来にもなっている
「 フ コ イ ダ ン 」 は、
皆さんもご存
知 の 通 り、 メ
カブなどの海
藻のぬるぬる
成分です。

12月31日㈬

2014年

ご愛用者対談
本社から

毎月楽しいイベントを企画してます!!

10月のお食事会

チーム虎！

10月のお食事会は、愛媛県松山・大阪の2ヶ所で開催致しました。
会場へは沢山の方にお越しいただきました。
参加する事によって、
ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。
ためになるお話を

聞く事ができたり、
新しい出会いがあるので
楽しいです。

松山市食事会

トーク内容が
いつも興味深く、
面白いです。
食事会がいつも
楽しみです。

大阪セミナー

松山市でのお食事会では、
ランクアップの表彰式が
行われました。
昼食は〝レストランオレンジ〟
さんにいつも美味しいお弁当を
準備していただいております！

10月は、貝塚でセミナーを開催致しました！
貝塚での開催は始めてでしたが、多くの方に
お越しいただきました。

いつも
お弁当が
美味しくて、
嬉しいです。

いつも県外からも
多く参加されているの
で、貴重な交流の場
となっています。

大阪でのセミナーの開催
日は、あいにく台風19号
の接近で、交通機関にも
影響がございましたが、
お足元の悪い中社長のセ
ミナーへ多くの方にご参
加いただきました。

グループ主催セミナー＆イベント

絆を深めよう！

15名様

「毎日朝から夜まで、飲んでます！」

12月は、社長とディナー！
お問い合わせ殺到、大好評のキャンペーン開催中です。
残り枠はわずかとなっておりますので、お急ぎ下さい!!

10時〜

ングへ♪
ミーティ 。
着
喫茶店 到

キャンペーンの達成者のみとなります。
又、先着15名様とさせていただいております。
定員人数に達し次第締め切りとさせていただきますので
御了承下さいませ。
詳しい詳細は、
［株式会社スリーピース 仙台本社のブログ］
をご覧ください。
対象者は、本社よりご連絡させていただきます。
プロヴァンスダイニング

スナック

スリーピース
会員証提示での特典
カラオケ10曲以上は

亀

無料!!
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体温が上がれば

運気が上がる

この機会をお見逃しなく!!

１１月号

!!

起床〜
ブログの更新・
メールやライン
でのやりとり等

17時

12時 ランチ

魚 漁へ

喫茶店へ移動後、
ミーティング

ピ
バーの ースのメン
方
いらっ も飲みに
しゃい
ます♪

出勤
魚 漁へ
ミーティングへ♪
は
レストランへ到着。 スリー いつも、

関西／南海難波スイスホテル36階

タボラ36

♦︎お勧めコース♦

10人以上の場合2,000円で

歌い放題!!飲み放題!!
♦︎愛媛県宇和島市栄町港
3-6-8丸幸ビル2階
♦☎0895-24-6736
♦営業時間：19時〜24時
♦定休日／木曜日

立ち飲み天ぷら

魚漁

!!

大阪の虎さん
ブログ毎日更新!!

募集!!

アルバイト・パート

虎さん の心得

虎さんの一日の活動スケジュール

毎日、沢山の方とお話し・お会いさ
せていただいて、感謝致します。
日課は…桝井さんと毎日電話のやり
取りをし、情報交換をしています。
常に新しい方とアポをとるようにし
ています！
移動しない
自分のいると
ころに来ても
らう。
※時間のロス
にならない
し、 相 手 の
ペースにのまれない。
コミニュケーションをしっかりと
り、日々楽しく活動！
テンションも運気もＵＰ
ありがとうございます。
感謝します。

社長の貴重な
お話をお聞きでき、
とてもラッキー
でした！

先着

枝豆収穫祭！

【心はいつもスリーピース】な私達です！

特別企画

四国／松山全日空ホテル

〜仲間と一緒に♪〜

http://ameblo.jp/oosakanotorasan/
♪ポチッとな♪そ～れ～♪

■定休日／年末年始・不定休
■仕事内容／厨房内での調理補助、ホールでの注文取りなど
■給与／時給950円 週に一度、3時間からなども可能
■交通費／一部または全部支給（社内規定による）

詳しくはお電話にて！

・大阪市都島区東野田町3-4-13
クレール京橋ビル1Ｆ

・06-6227-1555
・営業時間

体温が上がれば

15：00〜24：00（平日）
11：00〜24：00（土日）

運気が上がる

１１月号
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