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よりお話を伺いました。

弊社スリーピースのビジネスを
始めたきっかけをお教えくださ
い。
当 時、 生 活 が 大 変 だ っ た の で、
収入プランを聞いて稼げると思
いました。 年前に白血病にも
なったので、血液にも良いと聞
いて飲み続け
るのを決めま
した。

弊社のビジネ
スを始めた当
初と現在の活
動に違いはご
ざいますか？
ビジネスを始
めた頃は時間
もなく、桝井
さん、社長に
会ってもらう
動きをしてい
ました。今は、
桝井さんに繋
げる事を常に意識しています。

ビジネス活動の際、気を付けて
いる事、注意をしている事はご
ざいますか？また、それはどの
ような事でしょうか？
気を付けている事は「言葉」で
す。人は、自分の言葉と出会い
ま す。 あ と、「 身 だ し な み 」 に
も気を付け、明るい色の服を着
ています。

弊社スリーピース、フコイダン
ＤＸの仲間作りの際、大切にし
ている事はございますか？
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スリーピース会員証
提示での特典

すべて無料相談です！

虎

TORA

前日までの
予約制

収入アップ
大阪府大阪市北区中崎西 4-3-32
スリーピース大阪支店
ダイエット指導
☎090-9980-0041（稲積）
営業時間／ 11：00 ～ 14：00

★３月５日（木）12：00～ 今治市総合福祉センター
愛媛県今治市南宝来町１丁目９番地８ ☎0898-22-0426
★３月15日（日）12：00〜 尼崎市総合文化センター アルカイックホール
兵庫県尼崎市昭和通２丁目７-16 ☎06-6487-0800

７階第２会議室
から
12時

Before

H27年２月

After

★４月５日（日）12：00～ ひめぎんホール別館15会議室
愛媛県松山市道後町２丁目５-１ ☎089-923-5111

★４月11日（土）12：00～

岡山南ふれあいセンター３階第２・第３研修室

日
水曜 にて
週
毎 本社
催
仙台 チ会を開
ラン ます。
致し

岡山県岡山市南区福田690-１ ☎086-261-7001
★４月12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
★４月19日（日）13：00～16：00 浜離宮恩賜庭園 若梅亭
東京都中央区浜離宮庭園１−１ ☎03-3541-0200
★４月22日（水）12：00～ 仙台本社
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
ご参加の方はカスタマー・フリーダイヤル
0120-604-176へご連絡ください。
★５月３日（日）12：00～17：00 宇和島社会福祉センター ３階会議室
愛媛県宇和島市住吉町１丁目６番16号 ☎085-23-3711
★５月１０日（日）12：00～ 尼崎市総合文化センター アルカイックホール
兵庫県尼崎市昭和通２丁目７-16 ☎06-6487-0800

「月収30万円」運気
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

仲間作りで大切にしている事
は、楽しくをもっとうに、自分
も周りも楽しくしていく事で
す。縁の薄い方も楽しくなって
もらう事を意識しています。人
も、物も、お金も、大切にすれ
ば残りますよね。

ビジネスを始め
たばかりの方の
参 考 の 為 に、 ビ
ジネス活動をさ
れる時の一日の
流れをお教えく
ださい。
今 は、 予 定 の な
い 時 は、 大 阪 支
店で会員さんと
打ち合わせして
い ま す。 収 入 を
とりたい方はお
電話で予約して
く だ さ い。 コ ツ
が 有 り ま す の で、
スリーピース大阪
支店で会いましょう。
☎０９０ ー９９８０ ー００４１で
す。

今後の活動目標をお聞かせくだ
さい。
東 北 一 番 に！ を 掲 げ て、 大 阪、
四国、和歌山、岡山、東京を中
心に、スリーピースを全国に広
げて行きます。
心はいつもスリーピース。
仕事は一生スリーピース。
仲間は、ずーっと仲良く
スリーピース！

人生を変えたい人、不安がちな人、弱気な人、ダイエットを本気で考えてる人に

引き寄セラピスト

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。

４月お花見会

rank up
advice

H25年５月

食事会予定

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！

ＰＣ教室の
お知らせ

受講費
無料 !!

７階第２会議室

上 がるパソコン教室

パソコン・アイパッド・スマートフォンで、スリーピース情報を見よう♪
ＨＰより、弊社新聞又はお食事会情報や現在活躍中のトップ会員様方のブロ
グ等を見ることができます！
大好評の“運気が上がる待ち受け画面”も無料でダウンロードできます。
解らない事がございましたらお気軽にお聞き下さい。
丁寧・親切に・楽しくお教え致します。皆様のご参加をお待ち致しております。

愛媛会場

ＣＯＣＯＳ朝生田店
愛媛県松山市
朝生田町6-1-18

体温が上がれば
運気が上がる
平成 27 年３月１日発行

３月号

が

参加費
無料 !!

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

Three Peace

仙台本社

毎週金曜日午後5時

から開催致します。

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

体温が上がれば

運気が上がる

３月号
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事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以
内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いしま
す。ただし、既に後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金
額を差し引いてお支払いします。
死亡保険金の額＝死亡・後遺障害保険金額の全額

水

■ランクアップトレーニング 13：00～
■ブロンズ会議
15：30～

会場

ブロンズ会議

3月・4月
会場

尼崎市総合文化センター
アルカイックホール 4号会議室
兵庫県尼崎市昭和通2丁目7-16
☎06-6487-0800

ランクアップトレーニング

５月会場

難波市民学習センター ４階会議室
大阪府大阪市浪速区湊町１−４−１
OSAKA CITY AIR TERMINAL
☎06-6643-7010

参加条件は下記の通りとなります。
ブロンズ以上のランク達成者様
ビクトリー以上のランク達成者様

4 月より
スタート

思っています。

水

5/31

■グループで活動される際は、ど
のような事に気をつけていますか？

日

4/29

フコイダンＤＸを飲んで初めての冬
を過しましたが、体温が上がってい
るお陰で全然寒さが違うのを感じて
います。

3/29

■フコイダンＤＸをどのようにお勧
めしていますか？

３月号

ランクアップトレーニング
参加条件

太田様 まず、自分の体験をお話し
て社長の会社設立、商品への思いを
伝えて、その時に応じてプログラム
の話をしています。
佐藤様 一番は自分のフコイダンＤ
Ｘを飲んでの体調の変化の体験や、
お食事会へ参加されている方の体験
談をお話させていただいています。

運気が上がる

参加条件

ブロンズ会議・

太田様 ビジネスとして捉えている
ので、〝自分がスリーピースで役に
立てる事は何か〟を考え、感謝の心
を忘れず、桝井さん・虎さんとほぼ
毎日連絡をとりあって 報・連・相
をしています。
そしてグループのみなさんに自分の
思いを伝えて、コミュニケーション
を大切にしながらそれぞれの目標に
あわせてミーティングをしていま
す。
佐藤様 感謝の気持ちを忘れず活動
しています。

体温が上がれば

!!

■今後の目標をお教え下さい。
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株式会社ジャパンネクスト
〒170-0013 東京都豊島区東池袋5丁目7番地4号マーブル東池袋3Ｆ
電話／03-5949-2871までお願いいたします。
電話受付時間／AM9時～PM5時 休日／土・日・祝日

!!

■アポの取り方や説明等で気をつけ
ている事をお教え下さい。

死亡後遺障害保険金額……3,048,000 円
入院保険金日額………………… 2,400 円
手術保険金……………………… 変更無し
通院保険金額…………………… 1,200 円

●交通事故傷害保険に関するお問い合わせは

太田様 アポの取り方は、相手の方
の今の状況をまず聞きだして、無理
やり進めない。
タイミングが合うまで言い続けま
す。
商品については、薬事法に気をつけ
るようにしています。
佐藤様 自分のフコイダンＤＸを飲
んでの変化やスリーピースに出会っ
て楽しくなった事や、セミナーでお
聞きした、身体の変化・体感された
事等をお伝えしています。

●補償の内容(１口１年後)

太田様 今後の目標は、社長の掲げ
ている今年の目標に焦点を合わせ、
秋のコンベンションまでにプラチナ
を目指します
そのために、もっと人に会い自分で
プレゼンを積極的にしていきます。
サイドビジネスですが、言い訳をせ
ず時間の使い方を上手にして一生懸
命コツコツとやるべきことをやりま
す。
一番は皆で楽しくして行く事です！
佐藤様
愛ちゃんのゴールド昇格
の為、シルバー目指します！
前を向いて頑張ります。
これからも笑顔を忘れず、フコイダ
ンＤＸを飲んで元気を貰った事、ス
リーピースに出会って楽しい事を伝
え、素敵なグループを作っていき、
一人でも多くの人にフコイダンＤＸ
の素晴らしさを伝えていきたいと思
います
愛ちゃんに感謝、社長、桝井さん、
虎さんグループの皆さんに感謝で
す。ありがとうございます。
これからも「年齢より若いネ！」の
声をいつまでも言っていただけるよ
うフコイダンＤＸを飲んで頑張り
まーす

【取扱代理店】

この保険は㈱スリーピースを契約者とする商品付帯の団体契約
株式会社ジャパンネクスト 担当 牧尾 進
です。
㈱スリーピースは保険代理店ではありませんので、保険の説明を 〒 170-0013 東京都豊島区東池袋 5 丁目 7 番地 4 号マーブル東池袋 3 Ｆ
電話 03-5949-2871 平日午前 9 時～午後 5 時まで
行うことができません。
補償内容など詳細は右記取扱代理店までお問い合わせ下さい。 【引受保険会社】 損害保険ジャパン日本興亜株式会社

■グループの皆様と、どのようにビ
ジネス活動されていますか？

傷害（国内外補償）

通院保険金

事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日
を含めて 180 日以内の通院日数に対し、90 日を限度として、１日に
「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・
つき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払 （※１）
いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。
思想的な主義・主張を有する団体・個人または
通院保険金の額＝通院保険金日額 × 通院日数（事故の発生の日から180 日以内の 90 日限度）
これと連帯するものがその主義・主張に関して
（注１）通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガ
行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。
をされた部位（脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等）を固定するため
「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経
に医師の指示によりギプス等を常時装着 したときはその日数 （※２）
について通院したものとみなします。
学的検査、臨床検査、画像検査等により認め
（注２）通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをさ
られる異常所見をいいます。以下同様とします。
れた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。

!!

太田様 桝井さん、虎さんに来てい
ただいてミーティングをしたり、個
人的に会いに行くことにしていま
す。
そして各セミナー等、自分が必ず参
加してグループの皆さんも動員する
ように心掛けています。
そして２月から、自宅で月１回ミー
ティングをするように決めました！
佐藤様 ビジネス活動は本業をしな
がらですが、自分がダイエットして
成功したので常にフコイダンＤＸを
知人に勧めています。
これからもコツコツと商品の良さと
ビジネスについて勧めて行けたらと

① 故意または重大な過失
② 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③ 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転
または麻薬等により正常な運転ができないおそれ
がある状態での運転
事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以
内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金 ④ 脳疾患、疾病または心神喪失
後遺傷害 額の4％～100％をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害 ⑤ 妊娠、出産、早産または流産
保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とし
⑥ 外科的手術その他の医療処置
保険金
ます。
後遺障害保険金の額＝死亡・後遺障害保険金額 × 後遺障害の程度に応じた割合 ⑦ 戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行為（※ 1）を
（4％～100％）
除きます。）、核燃料物質等によるもの
事故によりケガをされ、入院された場合、事故の発生の日からその日 ⑧ 地震、噴火またはこれらによる津波
を含めて180日以内の入院日数に対し、１日につき入院保険金日額を
入院保険金 お支払いします。
⑨ 頸（けい）部症候群（いわゆる「むちうち症」）、腰
痛等で医学的他覚所見（※２）のないもの
入院保険金の額＝入院保険金日額 × 入院日数（事故の発生の日から180日以内）
事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて 180 日 ⑩ 交通乗用具による競技、競争、興行（これらに準
以内にそのケガの治療のために病院または診療所において、以下①ま
ずるものおよび練習を含みます。）の間の事故
たは②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。
⑪
船舶に搭乗することを職務（養成所の生徒を含み
ただし、１事故につき１回の手術にかぎります。なお、１事故に基づ
ます。）とする被保険者が、職務または実習のため
くケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、＜入院中
に受けた手術の場合＞の手術保険金をお支払いします。
に船舶に搭乗している間の事故
① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対 ⑫ 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以
象として列 挙されている手術（※１）
外の航空機を被保険者が操縦または職務として搭
手術保険金 ② 先進医療に該当する手術（※２）
乗している間の事故
＜入院中に受けた手術の場合＞ 手術保険金の額＝入院保険金日額×10（倍）
＜外来で受けた手術の場合＞ 手術保険金の額＝入院保険金日額 ×5（倍）
⑬ グライダー、飛行船、ジャイロプレーン等の航空
（※１）以下の手術は対象となりません。
機に搭乗している間の事故
創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観
⑭ 被保険者が職務として、交通乗用具への荷物、貨
血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術
（※２）先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の
物等の積込み作業または交通乗用具の修理、点検、
器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施す
整備、清掃の作業に従事中のその作業に直接起因
ものにかぎります。
する事故 など

死亡保険金

■株式会社スリーピースをどのよう
にお知りになられましたか？

保険金をお支払いできない主な場合

様

太田様 スリーピースに出会った
きっかけは友人の虎さんから進めら
れて…義理で登録しました。
当初は他社の製品も飲んでいて、何
人かの友人から色々なネットワーク
ビジネスを進められていました。
自分自身も、仕事はもっています
が、もう一つサイドで仕事があれば
…とずっと思っていて、沢山のセミ
ナーも参加してきましたが…どれひ
とつビジネスとして捉える事はでき
ませんでした。
スリーピースをビジネスとして捉え
る事ができたのは、まず、ネット
ワークらしくない社長の事業として
の考え方、桝井さんのシンプルな捉
え方です。一番は稲積さんがスリー
ピースに出会って変わっていった事
だと思います。
佐藤様 以前の仕事で一緒だった太
田さんに、お食事会に誘って頂き、
参加させていただきました。その頃
たまたま仕事のことで落ち込んでい
た時だったので、桝井さんや虎さん
始めグループの皆さんとお会いし
て、皆さんの何か楽しそうな姿を見
て、この素敵なグループのお仲間に
なりたいと思いました。
そして、父が癌だったので「フコイ
ダンＤＸを飲ませてあげたい」と思
いました。

保険金をお支払いする主な場合

■弊社製品 フコイダンＤＸ を愛
用してから、体調に変化はございま
したか？

保険金の種類

太田 愛子様

太田様 変化は、毎朝便通が快調な
事と、疲れにくい身体になって毎日
元気な事です。
そして勧めた方々に沢山の、良い体
調の変化が出ています。そして喜ん
でいただいています。
佐藤様 フコイダンＤＸを飲む前
は、仕事上お酒を飲むので、起きた
ときいつもムクミがひどかったので
すが、ムクミがすっかり解消され、
お客様やお友達から「やせたネ 」
と言われるようになりました。

被保険者が、日本国内または国外において、所定の交通乗用具との衝突、接触等の交通事故または交通乗用具に
搭乗中の事故によりケガ（※）をされた場合等に、保険金をお支払いします。
（※）身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含
みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
（注）次のような事故によりケガをされた場合に、保険金をお支払いします。
①交通乗用具との衝突、接触等の交通事故
②交通乗用具に搭乗中（※）の事故
③駅の改札口を入ってから改札口を出るまでの間における事故
④交通乗用具の火災 など
（※）正規の搭乗装置もしくはその装置のある室内（通行できないように仕切られている場所を除きます。）
に搭乗している間。ただし、異常かつ危険な方法での搭乗を除きます。
●保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。

× 佐藤 明美

interview

補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】

新 昇格金制度 変動の発表 !!
体温が上がれば

運気が上がる

３月号
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広告主様募集中!!
会員様に限り
で
掲載できます!!

無料

売上高

ランキング

99位

増収率
ランキング

製品別ランキング
栄養補助食品部門

前年比50％

前年比50％

第4位

個人事業主様、是非弊社新聞でＰＲし
てみませんか？
※掲載ご希望の方はお電話にてお問
い合わせ下さい。
掲載についてのご質問等ございました
ら、お気軽にお問い合わせください。

■2015年はこう攻める！（37ページ）の質問への回答
もご覧ください。
■バックナンバーはインターネットで購入が可能です。
■月刊ネットワークビジネス
http://www.network-b.com

商品の梱包方法が
変わりました。

弊社製品「フコイダンＤＸ」
を愛用されているお客様から
「 ア ト ピ ー が よ く な っ た 」「 ア
レルギーがよくなった」とい
う嬉しいお声を聞く事があり
ま す。 今 回 は ア レ ル ギ ー に つ
いて、注目していきます。
ア レ ル ギ ー 症 状 は、 免 疫 シ
ステムのバランスが崩れる事
により引き起こされると言わ
れ て い ま す。 こ れ に よ り、 ア
トピー性皮膚炎や花粉症と
いったアレルギー性疾患にな
るそうです。

☎0120-604-176

親切・丁寧・細やか

●愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永1418-62
●☎090-1172-3557 ☎0895-49-1394
●営業時間：ＡＭ８時より 不定休
家一軒のお手入れはひどくなる前に見積もりをするとお安くなります！

体温が上がれば

運気が上がる

満員電車でケガ

車にはねられてケガ

バスのステップを
踏み外してケガ
駅の改札口を入ってから
改札口を出るまでの間のケガ

自転車が転倒してケガ

３月号

旅客機が墜落して死亡

バイクが転倒してケガ

アレルギーと
フコイダン
補償の内容（１口）

一部塗装から家全塗装など、色々承ります。

いしこ塗装 & リホーム
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●これらの保険金は、政府労災保険、健康保険、加害者からの賠償の有無などに関係なくお支払いします。

●出版社名：サクセスマーケティング

●フコイダン

カスタマーセンター

日本国内・国外を問わず交通事故によりケガをされた場合等に、死亡保険金、
後遺傷害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金をお支払いします。

ネットワークビジネス 3 月号 ●一冊定価：
【紙版】620 円【デジタル版】620 円
2015 年速報版
●発行間隔：月刊
【2015 年 3 月号 620 円】 ●発売日：
【紙版】毎月 29 日【デジタル版】毎月７日
弊社製品「フコイダンＤＸ」
に 含 ま れ る フ コ イ ダ ン は、 免
疫システムのバランスを調整
す る 機 能 が 期 待 さ れ て お り、
アレルギー症状の緩和に有効
だと考えられています。

２ヵ月目商品より全て、封筒で商品を
発送させていただいております。
段ボールでのお届けをご希望の方は、
弊社カスタマーまで
ご連絡くださいますようお願い致しま
す。
また、リサイクル(段ボール)ＢＯＸで発
送のご希望の方は、
お電話又はＦＡＸにてお知らせくださ
い。

口座引落
会員限定

第47位

カスタマーセンター

☎0120-604-176

交通事故傷害保険のあらまし

スリーピース会員証提示での特典

消費税サービスします！
ふとっぱらです！

（保険期間１年）

死亡・後遺傷害保険金額

入院保険金日額

25万４千円

200円

手術保険金

通院保険金日額

入院中の手術：入院保険金日額の10倍
外来手術
：入院保険金日額の ５倍

100円

この保険は、㈱スリーピースを契約者として商品代金の支払い方法を口座引落しを選択した方を被保険者とする商品付帯の団体契約です。
㈱スリーピースは保険代理店ではありませんので、補償の内容等詳細は左面の【取扱代理店】にお問い合わせください。なお、会員の皆様
も、商品勧誘の際に補償の内容説明はできません。
（注1）2015年1月の商品購入口座引落分※1から対象となります。商品代金が口座から引落しできなかった場合には対象となりません。
（注2）補償開始は、商品購入月の16日午後4時から1年間です。
（注3）保険金のお支払方法等重要な事項は、左面に記載されていますので、必ずご参照ください。
（注4）この付帯サービスは月8口が限度となります。
※1前月25日または当月10日（金融機関休業日の場合は翌営業日）の口座引落分になります。
体温が上がれば

運気が上がる

３月号
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保険のお知らせ
2015年1月より交通事故傷害保険の付帯サービスが開始となりました!!
商品代金を

口座引落し
されている
会員様向け

こちらは商品代金を口座引落としにてお支払いされている会員様向けとなります。
この機会にぜひ口座引落としによる商品代金のお支払いへの変更をご検討ください。
また、
「交通事故傷害保険」について詳しくは、弊社公式ホームページにてご確認する
事ができます。

4月お花見会

スタンプラリー開催！

▶

企業情報資料
のダウンロード

▶

豪華賞品をプレゼントいたします！

4月お花見会スタンプラリーの用紙をご持参の上、是非ご参加ください！

郵貯銀行へ登録後のお引落としとなります。ご登録には1ヶ月弱かかるものとなります。
お時間を頂くものでございますので、ご了承をお願いいたします。

口座引落とし日は、商品配送日により異なり、下記の通りとなります。

① 商品受取予定日／1日～15日の会員様

前月の25日がお引落とし日となります。
（例）４月1日商品受取予定日の場合、３月25日がお引落とし日

② 商品受取予定日／16日～末日の会員様
当月の10日がお引落とし日となります。
（例）４月30日商品受取予定日の場合、４月10日がお引落とし日

商品受取り便利な
お引落としへの変更をお勧め
しております。現在代引き会
員の皆様、是非お引落としへ
の変更を御検討ください。

口座引き落としへご変更をご希望の会員様は
下記電話番号のカスタマーセンターまでお問い合わせください。
フリーダイヤル ０１２０－６０４－１７６
※平日10時～12時・13時～17時（土日・祝祭日は受け付けておりません）

あなたの「健康」と「くらし」を守る

神戸ヘルシーサイエンス
音と療術を併用して施術します。

音響療法／マナーズサウンド
療術四種／・カイロ手技療法・電気療法・光線療法・温熱刺激療法
9

体温が上がれば

運気が上がる

３月号

４月お花見会

スリーピース会員証提示での特典

施術料１割引 !!

〒652-0032
兵庫県神戸市兵庫区荒田町３丁目49-8
サンふくろうビル103
フクロウサン

☎078‐579‐2963
営業日・時間／相談による予約制

●4月22日（水）12：00～
仙台本社

●4月12日（日）12：00～
茨木市福祉文化会館303号室

交通事故傷害保険
のあらまし

また、口座引落としへご変更の場合、所定の書面に口座番号等をご記入頂き、

スタート!!

4月5日(日)からの全てのお花見会にご参加頂いた会員様へ

スリーピース公式ホームページ
http://www.threepeacegroup.com に詳細がございます。
会員の方はこちら

４月５日

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

大阪府茨木市駅前４丁目７−５５
☎072-623-3962

●4月19日（日）13：00～16：00
浜離宮恩賜庭園 若梅亭

★4月11日（土）12：00～
岡山南ふれあいセンター3階
第2・第3研修室
岡山県岡山市南区福田690-1
☎086-261-7001

先着

50 名様

東京都中央区浜離宮庭園１−１
☎03-3541-0200

●4月5日（日）12：00～
ひめぎんホール別館15会議室
愛媛県松山市道後町2丁目5-1
☎089-923-5111

第1回！岡山オープン食事会！ ４月開催！
■先着 50 名様ご参加可能です！
■参加ご予約の方は太田愛子様（080-3788-6412）まで
ご連絡をお願いいたします。
■参加ご予約は３月 31 日までにお願いいたします。
■参加人数が定員になり次第、弊社 Facebook
https://www.facebook.com/threepeacegroupinsendai
または一斉メールにてお知らせいたします。

4月11日(土)12：00～
岡山南ふれあいセンター3階第2、第3会議室
〒702-8021 岡山県岡山市南区福田690-1

本社ご案内
台
仙 ………………
…
Welcome to the Sendai office

仙台本社では毎週水曜日の 12 時からランチ会を開催致しております！
参加ご希望の会員様は、カスタマーセンター

☎0120 -604 -176へ

当日の 11 時までご連絡ください。
美味しいお食事をご用意して、お待ちいたしております！
タイミングが合えば、社長のお話を聞く事も出来ます！
体温が上がれば

運気が上がる

３月号
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２月の
お食事会＆セミナー

全国直販流通協会

消費者相談室

２月は愛媛県道後・兵庫県尼崎市の２会場にてお食事会を開催致しました。
お越し戴きました皆様、ご参加いただき誠にありがとうございました。

松山市道後食事会 〝友輪荘〟

セミナー終了後

・クーリングオフの仕方を知りたい。
・クーリングオフ期間が過ぎているが解約したい。
・支払いが困難になったので相談したい。

その他何かお困りなこと、販売員や販売会社に相談しづらいことなど
外部専門機関の有資格者相談員がお受けします。

県内の各市よりお集まり
いただきました♪

0120-28-9921まで

俄然やる気満々です！

“ささいや広場”
打ち合わせも楽しく！

スリーピースで
繋がる絆、もっ
と増やしていき
ます輪。

コンベンションＩＮ愛媛開催に向けて、
楽しみながら顔晴ります!!

兵庫県尼崎市食事会〝アルカイックホール〟
県内外からもご参加いただきました。

セミナー終了後

月～金

10：00～12：00
13：00～21：00
土曜・日曜 10：00～12：00・13：00～16：00

相談受付時間
電話相談時間

（年末年始・お盆・祝日はお休みさせていただきます）

メールやＦＡＸによる相談も、お気軽にお寄せください。

今度は、自分が前に立って皆さん
にお話させていただけるように
頑張ります。
次 回 の セミナー
までの目標 が決
まりました。

セミナーはとても勉強になります。
参加する事で、活力がわきます！

一緒に盛り上げ
ていきます!!!

お友達が増えました、楽しいです。
皆さんの変化を目の
当たりにして、刺 激
を受けています！

体温が上がれば

運気が上がる

３月号

ＦＡＸ受付番号

03-3661-5880

24 時間受付、追って返信させていただきます。
メール着信のドメイン拒否設定をされている場合、当協会からのご返事が届か
ない場合がございます。あらかじめ「@cyokuhankyo.ne.jp」を受信ドメイン
に設定していただきますようお願いいたします。
24 時間受付、追って返信させていただきます。

全国直販流通協会について

1981年に設立した事業者団体で全国約135社
の会員を有しています。
特商法や薬事法、景品表示法などに違反しない
販売方法が行われるよう会員事業者の指導をし
ています。

一般社団法人

全国直販流通協会

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-6-17 トラッドビル3Ｆ
ホームページ http://www.cyokuhankyo.ne.jp

スリーピース会員証提示での特典

思い出はお花と一緒に
生き続けます。

自分の都合の良い
時間でビジネス活
動できているので、
凄く良いで す♪子
供がいても積極的
に活動できます。
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support@cyokuhankyo.ne.jp

一般社団法人

実際にご自身で体感された事
が聞けるので、自分も何だか
元気になりますし、一緒に嬉
しくなります。

お互いの、体感を話しあったりしています。

メール受付アドレス

消費税分サービス致します！

Memories keep living with the flower.
お花は思い出と一緒に残せます。
思い出のあるお花をいつまでも大切にして
残しておきたいと思いませんか？
色も形もキレイに残せる

日々の愛用で元気に♪

人へお勧めして、笑顔に♪

新しいお花をは実現します。

小原 明美
☎080-9687-0656

体温が上がれば

運気が上がる

３月号
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ご愛用者対談
震災から4年

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。

Sei

膝に痛みが走り、歩行困難な事もありました
が、再び早足で歩行できるように

フラワーアート

A

Q

それ以外に前向きで楽しい人達に
出会えた事が嬉しいです。

A

今後フコイダンＤＸをどの
ような方にお勧めしたいと
お思いになられていますか？

生花ギフトフラワー全国に送付致します。
出張レッスン、装花も有り、
お祝い花・お供え花・会場装花
ご用途・御予算に応じ
フラワーデザインを作成致します。

A

西俣様

Q

１、昨年から悩まされている湿疹
の痒みが軽減された事
（１週間目）
２、中性脂肪の値が下がった
（３週間目）
３、便通が良くなった（１ヶ月）
４、視力の改善

フコイダンＤＸを御愛用を
されてどのくらいたちまし
たか？
また、体調の変化を実感されまし
たのはいつからですか？

３月号

中村様 １年３ヵ月です。
１週間目位から。

運気が上がる

Q

中村様 意外な程、周りに
一見健康そうだけど、話を
聞くと実は、糖尿病予備軍だった
り、花粉症だったり、高血圧症、
不眠症や常に疲れやすい等等、不
健康な人（低体温）が多いので、
真の健康を求めている方に、お知
らせしたいです。
西俣様 私と同じように健
康食品（サプリメント）を
探しておられる方もいると思うの
で、自分の体感を多くの方に伝え
たいと思います。

体温が上がれば

西俣様 約１ヶ月、１週間

７

中村様 知人の上田宏子さ
んから「会わせたい人がい
る」といわれたのがきっかけで
す。その時初めて知りました。
西俣様 新年早々に中村さ
ん宅にお招き頂いた時に知
りました。

1 杯サービス !!

￥3,500

家庭的なママが笑顔で待ってます

■〒 577-0827 東大阪市衣摺 4-9-15
■☎ 06-6722-3808
■営業時間／ＰＭ 5：00 ～ＰＭ 11：00
■定休日／火曜日・第 4 月曜日

A

あなたの想いを、お花で伝えるお手伝いを致します。

ギフトボックス送料込みで

￥5,500

最後に一言お願い致しま
す。

生ビール 1 杯 or ソフトドリンク

お勧めメニュー

A

Q AA

A Q

西俣佐枝子 様

スリーピース会員証提示での特典

A

フコイダンＤＸに出会って
良かったとお思いになった
事・出来事はございましたか？

時／ 平成２７年３月１１日（水）
午後２時4０分から（開場：午後１時）
式典会場／ 気仙沼市総合体育館「ケー・ウエーブ」
献 花 場／ （唐桑）保健福祉センター「燦さん館」
（本吉）はまなすホール
（大島）大島開発総合センター

ぷ・ら・む

お勧めコース／ねぎ焼き・ホルモン煮
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日

また政府主催の追悼式が同日に開催されることか
ら、
「黙とう・内閣総理大臣の式辞・天皇陛下のおこ
とば」を全会場でテレビ中継します。
また、午後０時５０分から午後５時までの間、市内
３ヶ所（条南中学校校庭、気仙沼西高校、イオン気
仙沼店様）に臨時駐車場を設置し、式典会場までの
シャトルバスを運行します。

お好み焼き
一品料理

Q

社長をはじめ、愛用者の仲
間達に感謝です。
愛情豊かで、真さを感じ何事もポ
ジティブに取り組んでおられ、私
の生き方、心情の価値観が合う事
で居心地良い事です。
これからも楽しみながらお知らせ
したいです。

また、3月14日から18日まで第3回国連防災世界会
議が開催されます。仙台国際センターで本体会議が
行われる他、各会場で防災や減災、復興に関する一
般公開のパブリック・フォーラムが行われます。

あれから４年…東日本大震災により犠牲となられた
方々を追悼し慰霊するため、３月１１日に追悼式が実
施されます。

フコイダンＤＸをご愛用い
ただいてから、体調の変化
はございましたか？

追悼式は午後2時20分に開始、震災発生時刻の
午後2時46分に合わせ、黙祷を捧げます。当日は午
前8時半～午後5時に会場、市民広場、宮城野区役
所、太白区役所、泉区役所に献花場が設けられま
す。そのうち、市民広場では、追悼式の模様が大型
スクリーンで中継されます。

宮城県気仙沼市
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中村様 年に１〜２回、口
内炎や膀胱炎になっていま
したが、今は全くなくなりまし
た。又、膝に痛みが走り、歩行困
難な事もありましたが、再び早足
で歩行できるようになりました♪
西俣様 自分に合った健康
食品にやっと出会えた事と

今年も3月11日に仙台市で追悼のイベントが予定さ
れています。
若林区文化センターホールでは追悼式が行われ、青
葉区の勾当台公園市民広場では式の中継やキャンド
ルナイトなどが行われます。

中村様 体の不調が続いて
いて、病院での処方薬が増
える一方でしたが、薬も合わず本
来の健康を求めていました。フコ
イダンＤＸを愛用してから、始め
に足の浮腫れがとれ、目覚めが良
くなりました。

宮城県仙台市

自分に合った健康食品に
やっと出会えた！

3月11日は、14時46分に東日本大震災の犠牲者を悼み、
被災地に向かい１分間の黙祷を。
被災された皆様、心より御冥福をお祈り致します。

中村晴子 様

中村 晴子 様
西俣佐枝子 様

!!

スリーピース会員様への特典
ギフトボックス送料込みで

￥5,500▶︎￥4,500
￥3,500▶￥2,800

■奈良市富雄北2丁目7-1
■携帯：090-7883-2991
■ＦＡＸ：0742-43-0861
■Email:flower_ari_sei@docomo.ne.jp
■営業時間：8：00～21：00 不定休
■予約方法：TEL又はメールにて承ります

体温が上がれば

運気が上がる
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