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食事会予定

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。

★６月５日（金）12：00～17：00 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
★６月６日（土）12：00～ 旬家
高知県高知市介良乙697-1 ☎088-880-3535
★６月１１日（木）12：00～ 米子市文化ホール 研修室1
鳥取県米子市末広町293 ☎0859-35-4171
★６月１４日（日）13：00～16：00 お食事無し
尼崎総合文化センター アルカイックホール 7階第2会議室
兵庫県尼崎市昭和通２丁目-７-16 ☎06-6487-0800
★６月１４日（日）受付16：30～開始17：00～
都ホテルニューアルカイック
兵庫県尼崎市昭和通２-７-１ ☎06-6488-4963
★６月２７日（土）12：00～
岡山南ふれあいセンター 第2第3研修室
岡山県岡山市南区福田690-1 ☎086-261-7001

参加費
無料 !!
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日
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★７月４日（土）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９-１４ ☎089-923-5111
★７月１２日（日）12：00～16：00 尼崎市総合文化センター
アルカイックホール 7階第２会議室
兵庫県尼崎市昭和通2丁目７-１６ ☎06-6487-0800

様（シルバー達成）

★８月９日（日）12：00～ クレオ大阪西
大阪府大阪市天王寺区上汐５丁目６-25

チャレンジ精神と
楽しんでビジネスをする事です。

「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

山口様、シルバー達成おめで
とうございます。
シルバーを達成されてのご感
想をお願い致します。
山口様 ありがとうございま
す。
皆様のご協力があって達成す
る事ができました。
これを機会に次のタイトルに
挑戦していきます。

ビジネス活動において大切に
している事はございますか？
山口様 自信を持って商品を
勧める事です。
商品を愛用していただける方
が会社の売り上げを支えてく
ださる大切な方々だと思って
います。
後はチャレンジ精神と楽しん
でビジネスをする事です。

スリーピースの仲間作りで特
に気を遣っている事はござい
ますか？
山口様 商品のよいところ、
ビジネスの楽しいところ、
人との出会い、何でもいいの
で、スリーピースと関わって
頂ける会員の皆さんが少しで
も気づいていただけたらいい
と思っています。
会社のお食事会以外にもイ
ベントを行い楽しいアフター
フォローが行えれば嬉しいで
す。
楽しみながら仲間作りをして
いきたいです。

ビジネス活動をしている際
は、１日どのように動いてい

らっしゃるのでしょうか？
山口様 地元にいるときは会
員の方だけでなく、より多く
の人とコミュニケーションを
とるように心がけています。
平日でも出張に出掛けるこ
とが多いので朝９時から 時
ぐらいに出発して現地に 時
までに到着し、その後ＡＢＣ
やコミュニケーション活動を
行っています。
また、会社のオープンセミ
ナーには出張してでも参加す
るように心がけています。

今後の活動目標についてお聞
かせください。
山口様 より多くの人にス
リーピース、そしてフコイダ
ンＤＸを広げていきたいで
す。今は中国、四国地方が中
心ですが、少しずつでもその
輪を広げて、より多くの人に
スリーピースといい出会いが
できれば嬉しいです。
スリーピース号の車で頑張り
ます！

最後に、シルバーを目指して
いる会員様へアドバイスをお
願い致します。
山口様 一人で頑張る仕事で
はないと思います。
みんなで力を合わせて同じ方
向でフコイダンＤＸという商
品とスリーピースへの思いを
伝えていければ、チームや組
織の力が生かせるのではない
でしょうか。
ランクとともに人間力がアッ
プすれば楽しいです。
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☎06-6770-7200

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！

が

上 がるパソコン教室

ＰＣ教室の ビジネス活動の際に、WEB 活用してみましょう！
お知らせ スリーピースホームページより、様々な情報を得る事が出来ます。

受講費
無料 !!

大好評をいただいております限定キャンペーン情報もご覧いただけます。
又、
［会員ログイン］よりご自身の現在の最新情報を確認する事ができます !!
（最新情報より、タイトル・左右ライン数・バイナリ組織図等が見る事ができ
ます。）是非、ビジネス活動にお役立てください！

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６月１日発行

６月号

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

６月号
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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】

報収集をしています。

６月号

髙橋様 新年の食事会でメン
バーの雰囲気をみて、気軽に話
が出来て楽しい人たちだったの
で、仲間になりたいと思いまし
た。何よりも社長の印象が無愛
想だったので、紹介してくれた
深田さんと『社長に話しかけて
もらうように頑張ってグループ
を作らないといけんなあ…』と
思い、ビジネスを始めようと思
いました。

運気が上がる

■グループで活動する際に気を
付けている事はございますか？

体温が上がれば

髙橋様 毎回参加させていただ
いてます。５月には倉吉でセミ
ナーを開催していただき、メン
バーのビジネス活動にも効果が
あると思いました。
セミナーに動員し、会社や社長
をみてもらうことで信用出来る
誠実な会社と製品だと実感して
もらい、ビジネスをやろうかな
あと思うメンバーも出てきだし
ました。
６月にも米子でセミナーを開催
してくださいますし、今後も鳥
取県内でセミナーが出来るよう
にメンバーを増やしていきたい
と思います。
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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

深田様 みんなで楽しく仕事が
出来る様にこころがけていま
す。出来る事は何でもやってい
こうと思います。

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

■これからの目標をお教えくだ
さい。
また、それに向かって、どのよ
うに活動をされていらっしゃい
ますか？

●補償の内容(１口１年後)

深田様 １人でも多くの人にス
リーピースを伝えていきたいと
思います。みんなで仲良くミー
ティングをして、楽しく活動し
ています。

髙橋様 自分が収入を得るため
には、メンバーに収入をとって
もらうことだと思います。メン
バーのフォローをしながら、自
分自身も紹介を増やしていきた
いと考えます。
ランクアップを目標にメンバー
にもランクアップをさせてあげ
るよう活動していきたいと思い
ます。

ランクアップトレーニング・ブロンズ会議

【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

髙橋様 メンバーのサポートを
することはもちろんですが、こ
の仕事は気持ちの浮き沈みが激
しいので、メンバーの気持ちが
沈んだときなどは、なるべくテ
ンションをあげていくことに心
がけています。そして、まず、
自分も勉強して、セミナーで商
品やプランの説明が出来るよう
に頑張りたいです。

■スリーピースのセミナーには
ご参加されていらっしゃいます
か？
ビジネス活動でセミナーをどの
ように活用されてらっしゃいま
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。

深田様 セミナーには出来る範
囲で参加しています。なるべく
多くの人と接し、いろいろな情

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

■弊社スリーピースのビジネ
スを始めたきっかけをお聞か
せください。

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
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深田様 水砂さんに「買わん
でいいけ。話を聞いてみんか
え。」と言われ、喫茶店へ向
かいました。行ってみると、
５ 、６ 人 の 方 が お り 、 少 し 引
き加減で話をしました。みん
なでいろいろな話をしなが
ら、とてもいい人ばかりで、
印象も良く、この人達と一緒
に仕事をやれば楽しく出来る
と思いました。

保険金をお支払いできない主な場合

様

髙橋 様

髙橋様 商品を愛用するだけ
と、登録したのですが、一度
会社と社長に会える機会があ
ればと思い、大阪の食事会に
参加させていただきました。
それがビジネスを始めるきっ
かけとなりました。

保険金をお支払いする主な場合

× 髙橋 清香

深田 様

■なぜ弊社のビジネスを始め
ようと思ったのでしょうか？

保険金の種類

深田 里美様

深田様 「飲んでみて、もし
気に入らなければ、クーリン
グオフもいけますよ」と言わ
れ、 日間飲んでみることに
決めました。
その時は今までと変わらない
と思い、クーリングオフする
つもりでいました。帰る前に
１人紹介で受け取り３日後に
１万円と言われ、頭の中をよ
ぎりました。１万円？すごい
これは…やってみなければと
思い、飲み続けることに決め
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。

参加条件

6/30
火

7/31
金

■ランクアップトレーニング 13：00～
■ブロンズ会議
15：30～

参加条件
参加条件は下記の通りとなります。

ランクアップトレーニング

ビクトリー以上のランク達成者様

ブロンズ会議

ブロンズ以上のランク達成者様

会場
６月・７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

体温が上がれば

運気が上がる

６月号
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体温管理士スタート！

本社から
の

NPO法人日本レホルム連盟の体温管理士資格講座がスタートします！

お 知ら
せ

スリーピース会員特別価格にて講座が受講できます！

資格取得でステップアップしましょう！

資格認定講座

無料

会員様に限り
で掲載できます!!

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。

口座引落
会員限定

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。
●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。

満員電車でケガ

車にはねられてケガ

「体温管理士」

広告主様募集中!!

交通事故傷害保険のあらまし

最速1ヵ月～3ヵ月で資格取得ができます。
全国各地の講習日は弊社公式ホーム
ページの会員専用ページのセミナー情
報でご確認ください。
毎月月末までの受講料入金、お申し込
みで、翌月より講座が開始
いたします。
最速1ヵ月～3ヵ月で資格取
得ができます。

カスタマーセンター

☎0120-604-176
ビフォーアフター

資料販売中！

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

特定非営利活動法人

フコイダンDXを飲んでダイエットに
成 功した会員様のビフォー→アフ
ターの写真を販売いたしております！
フコイダンDXで変わった！
フコイダンDXですっきりと痩せた！
ダイエット成功者の方が沢山いらっ
しゃいます！
ビジネス活動の際の資料として是非
ご利用ください。
料金は…ビフォーアフター資料

１部 1,000円！

ご注文は

カスタマーセンター

☎0120-604-176
までお問い合わせください！

体温管理研究会

無料コミュニケーションアプリ「LINE」を
開始いたしました。
株式会社スリーピースを友だち追加する
と、最新情報などを見る事ができます！
＜追加方法＞
その他→友だち追加→QRコードでこちらのQRコードを読
み込むと、友だち追加が可能です！

健

康的な人の平熱は 度
以上だと言われていま
す。 度 以 下 だ と「 低 体 温 」
だ そ う で す。 近 年「 低 体 温 」
の人が増えているようです。
低体温であると体の免疫機
能が下がってしまい、がん細
胞やウイルス、細菌の繁殖が
抑えられなくなってしまいま
す。様々な形で体に不調が現
れます。これは大変な事態で
す。しかし、体温を上げる事
により、免疫力も上昇する事
が出来るそうです。
そこでフコイダンＤＸで
す！フコイダンＤＸに含まれ
て い る「 フ コ イ ダ ン 」 に は、
体温を上昇させ、免疫機能も
高める力があるそうです。フ
コイダンＤＸの愛用者様の中
に は、
「風邪を引かなくなっ
た」
「疲れが出なくなった」
と言う方もいらっしゃいま
す。その方々の中には、以前
低体温だったというご愛用者
様もいらっしゃいます。
36.5

体温が上がれば

運気が上がる

バイクが転倒してケガ

LINE開始！

36

3

旅客機が墜落して死亡

６月号

補償の内容（１口）

フコイダンＤＸと
低体温

（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。
（注5）法人の方は対象外です。
※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

６月号

10

保険のお知らせ

５月お食事会

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。

＆

会社説明会

5月は愛媛県宇和島市、高知県、鳥取県倉吉市、岡山県、兵庫県尼崎市の5会場で開催いたしました。
お越し頂いた皆様、誠にありがとうございます。

愛媛県宇和島市

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

▶

企業情報資料
のダウンロード

▶

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、

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ヶ月弱かかりますのでご了承ください。

参加者が多くてビックリしました！

色々な話が聞けて為になりました。
次回の開催も楽しみにしています！

今回も良い勉強になりました！

高知県

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）７月１日商品受取予定日の場合、６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）６月30日商品受取予定日の場合、６月10日がお引落とし日

お引落としの
出来なかった月の商品は
自動的に代金引換での
発送になります。

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）

ＡＢアーボン
営業品目

＊ビル・コーポ・店舗・工場・住宅＊
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1. 清掃（屋内外）片付け、不用品処分
2. 引越し一式
3. エアコン無料取外し処分一式
4. 良品の場合は買取致します。

体温が上がれば

運気が上がる

６月号

お見積り

無料!!

美味しいお弁当ありがとうございます！

山口さんがシルバーにランク
アップしました！
山口さんおめでとうございま
す！皆さんでスリーピース！！！

お友達と参加
しました。沢
山の仲間との
出会いを楽し
みにしてきま
した！

楽しいセミナーでした！
また高知県で開 催する
時は参加したいです。

初開催！ 鳥取県倉吉市

スリーピース会員証提示での特典

10％値引き!!

〒700-0837 岡山県岡山市北区南中央町7-17
☎090-5370-0700（代表者 安德 健治）
メールアドレス／aun@lafere.jp
営業時間／8：00～17：30
定休日／日曜日、祭日
別途協議の上、定休日でも営業いたします。
県外の方も同様です。

やっと初めて社長さんとお会いする事が出来ました！
若くてやる気に満ちている社長さんとスリーピースを
盛り上げていきたいです！

各県のスリーピース仲間が集まりました！
和気藹々と！これからも頑張ります！

素敵なスリーピースでもっと仲間を
増やしていきたいです！

体温が上がれば

運気が上がる

６月号

4

株式会社 スリーピース

岡山県

お弁
当
かった もとても
美味
し
また参 です！
加した
いです
！
皆で楽しく！をモットーに進んでいきます！

まだまだ岡山県を盛り上げていきます！

兵庫県尼崎市

設立8周年

お陰様で弊社株式会社スリーピースは、６月19日で設立から８周年を迎える事となります。
これもひとえに皆様方のお引き立ての賜物と心より感謝いたしております。
設立以来、順調に業績を上げる事が出来ました。2015年３月期の売上は前期比の50％増の
６億円となり、月刊ネットワークビジネスや日本流通産業新聞にて弊社が掲載されました。
これからも会員の皆様と共に歩んでいき、2016年３月期は前期比５倍の30億円を目指し、東北
でナンバー１の企業を目指していきます。
2015年１月から損保ジャパンと提携し、業界初となる交通事故傷害保険サービスを開始しまし
た。会員様がフコイダンDXを飲む事で、日々の生活を健康に、そして安心に過ごせるようにとの
想いから、このようなサービスを開始しました。これからも業界初のサービスを提供し続けてい
きます。
また、2015年５月からは体温管理士制度がスタートしました。会員様のさらなるスキルアップ
と、益々のご活躍を祈念致しております。
来月７月までに直紹介20名様を達成された会員様は、８月５～７日に本社見学無料ご招待の
キャンペーンを行っております。８月の本社見学にて、仙台で会員の皆様とお会い出来る事を楽
しみに致しております。
これからも弊社株式会社スリーピースを宜しくお願いいたします。

設立からの歩み
2007年06月
2008年12月
2009年07月
2010年07月
2011年03月
2011年08月
2012年04月
2012年06月
2012年11月
2013年03月
2013年04月
2013年10月
2014年01月
2014年05月
2014年09月
2015年01月
2015年05月

尼崎でも花束を戴き、
ありがとうございます！

とても沢山の会員様と
ふれあう事が出来て、
楽しかったです。

女性の方も多く、参加しやすかったです！
とても勉強になりました！

８月５・６・７日

本社見学

第1回オセロ大会

（株）スリーピース設立
気仙沼出荷センター設立
本社移転（宮城県仙台市青葉区花京院）
クロネコヤマト電子マネーサービス開始
健康食品GMP製品マーク取得
会報誌「気仙沼だより」創刊
フコイダンDX国立広島大学臨床試験終了
スリーピース設立5周年
バージョンアップ「フコイダンDX」発売
社団法人シーホークスの会設立
通販サイト 仮オープン
会報誌「体温が上がれば運気が上がる」創刊
大阪支店開設
通販サイト 正式オープン
リッツカールトン大阪にて1st CONVENTION開催
交通事故傷害保険サービス開始
体温管理士取得サービス開始

詳細はホームページをご覧下さい!!
8 月のツアーは本社見学、東日本大震災被災地域も回る予定です。

開催決定！
第 1 回オセロ大会スタート！！
そして、いよいよ決勝戦！!!
白熱しています！！

5

体温が上がれば

運気が上がる

６月号

優勝は中村晴子様です！
おめでとうございます！！

※ホームページ等のご利用が難しく詳細が
見られない会員様は、ブロンズ会議・ランク
アップトレーニングやお食事会へ是非ご参
加のうえ、お気軽にご質問ください。

体温が上がれば

運気が上がる

６月号
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ご愛用者対談
株式会社 スリーピース

A

接待時の飲み過ぎも、翌日は二日酔いに
なりにくくスッキリです。

〒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

A

りましたか？

６月号

全国直販流通協会

喫茶カラオケ
スタジオ グリーン

なぜフコイダンＤＸを飲み始めよ
うと思ったのでしょうか？

体温が上がれば 運気が上がる

一般社団法人

カラオケスタジオ

A

すね。便秘症でもありましたが、毎日
快調な便通です。接待時の飲みすぎも、
翌日は二日酔いになりにくくスッキリ
です。

（年末年始・お盆・祝日はお休みさせていただきます）

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。

隈河紀郎 様

７

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

全国直販流通協会について

音響が抜群！和やかな雰囲気

Q

山根様 朝の便通が良いのと、た
くさんの量の便が出る事に驚いて
います。

電話相談時間

月～金

24 時間受付、追って返信させていただきます。

A

Q

隈河様 以前から、体温、血管の
管理が健康管理の鍵と伺っていま
したが、実際にそれを実現している薬
や健康食品はないので、おざなりになっ
ていました。体温、自然派飲食など意
識する様になりました。
山根様 前から色々と飲んでいま
したが、こんなに早く分かる物は
ありませんでした。

相談受付時間

03-3661-5880

A

A

フ コ イ ダ ン Ｄ Ｘ を 飲 ん で、 嬉 し
かった変化はどのようなもので
しょうか？

0120-28-9921 まで

一般社団法人

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。

20

弊社またはフコイダンＤＸについ
てのご意見ご感想がございました
ら、お聞きかせください。

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。

ＦＡＸ受付番号

support@cyokuhankyo.ne.jp

隈河様 安徳さんにお呼びがかか
り、 桝 井 さ ん と の Ａ Ｂ Ｃ と な り
ました。ネットワークセールスと聞き、
他社のＮＷを経験していたので引きま
したが、桝井さんのお人柄に安心感を
憶え、後日サインしました。低体温で
冷え性でしたので、その場で試飲した
ところ、 分して手に汗がにじむほど
暖かくなり、フコイダンＤＸの商品の
効果も体感しました。

・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。

メール受付アドレス

20

隈河様 上位者の方々やグループ
の皆様のお人柄が素敵で人間関係
がとても良好です。また、商品も一つ
だけでわかりやすいビジネスモデルで
す。もっと勉強し周りの皆さんに伝え
ていきたいと考えています。いつもご
支援ありがとうございます。

消費者相談室

メールやＦＡＸによる相談も、お気軽にお寄せください。

A Q

隈河様 早起きが辛くなくなりま
し た。 体 調 の 変 化 が 少 な く、 元
気になりました。上位者の方々とのコ
ミュニケーションが取れ、支援もあり、
人脈も広がりました。年上の方も多く、
様々な事を教えて頂き、見識が広がり
ました。時間管理を意識し、体調管理
も意識することが嬉しく思っておりま
す。

全国直販流通協会

山根幸子 様

※参加費などについては弊社ブログ、Facebook にてご確認ください。

山根様 知り合いの安徳さんから
すすめられて登録しました。若い
頃から肩こりがひどく、すぐ疲れやす
い体でした。 年位前に一番いいのが
フコイダンという話を友人から聞いた
事があったので、フコイダンというの
を聞いただけで飲んでみたいと思いま
した。

豪華景品プレゼントあり！
皆様是非ご参加ください！

山根様 保険と商品のコラボで高
齢者の方に喜ばれています。

設立8周年パーティーチケット
8,000円分プレゼント!!

A

A

山根様 お腹がへっこんで来たの
で、歩いているうちにズボンがず

名様で

フコイダンＤＸを飲み始めて、ど
のくらいになりますか？

5

新規

Q

12

れてきてしまいます。
友 人、 知 人 か ら す ご
く細くなったねと言
わ れ て、 う れ し く な
りました。

セミナー動員

● 日付／6月14日（日曜日）
● 会場／都 ホ テル
ニューアルカイック
受付／16：30～
開始／17：00～

36.3

フコイダンＤＸ
を飲む前は健康
について気を配って
おりましたか？また、
フコイダンＤＸを飲
ん で か ら、 健 康 に つ
いての考え方は変わ

８周年パーティー
立
設

35.9

隈河様 ２０１４年 月から飲み
始めて５ヶ月になります。

※こちらはお食事が
無しとなります。

36.5

山根様 飲み始めて５ヶ月位にな
ります。

こちらのセミナーにて “ 体温管理士合格者表彰式 ” を
NPO 法人日本レホルム連盟理事長の南部昌平様が行います !!

A Q A A Q
飲み始めてから、体に変化はござ
いましたか？

● 日付／6月14日（日）13：00～
● 会場／尼崎市総合文化センター アルカイックホール 7階第2会議室
● 兵庫県尼崎市昭和通2丁目7-16 ☎06-6487-0800

隈河様 体温を毎日確認していま
すが、 度を上限に 度を維持し
ています。今までは 度が普通の体温
だと思っていましたが、低かったので

８周年記念セミナー

友人、知人からすごく細く
なったねと言われ、うれしくなりました。

設立 8 周年記念イベント

隈河 紀郎 様
山根 幸子 様

グリーン

唄いま専科
カラオケスタジオグリーンⅡ

〒655-0886
兵庫県神戸市垂水区東垂水2丁目23-3

〒655-0894
兵庫県神戸市垂水区川原1丁目2-16

営業時間

営業時間／12：00～23：00
定 休 日／日曜日

☎078-752-2087

モーニング／8：00～11：00
カラオケ ／11：00～23：00
定 休 日／火曜日

スリーピース会員証提示での特典

☎078-751-0464

ドリンク1杯サービス!!

体温が上がれば 運気が上がる

６月号

６

