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体温が上がれば
運気が上がる
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食事会予定
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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。

★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

７月
July

参加費
無料 !!

★８月９日（日）12：00～ クレオ大阪西
大阪府大阪市此花区西九条６-１-２０ ☎06-6460-7800

ビ
タ
ン
イ

スリーピース社長誕生日セミナー
仙台会場にて8月6日木曜日13時より開催決定!!!

ランクアップ

ュ

★８月６日（木）13：00～ ホテル白萩
仙台市青葉区錦町2-2-19 ☎022(265)3411

勇

★９月６日（日）12：00～ ひめぎんホール別館１２会議室
愛媛県松山市道後町2丁目９-１４ ☎089-823-5111
★９月７日（月）12：00～ サザンシティーホテル アンジェブラン
高知県南国市明見９３３
★９月１３日（日）12：00～ 尼崎市総合文化センター
夏期休業のお知らせ
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（ブロンズ達成）

8月12日水曜日～16日日曜日

日々、感謝の気持ちを
忘れず活動しています。

「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

今回は、ブロンズを獲得さ
れた今村様にお話を伺いまし
た。
今村様、ブロンズ達成おめで
とうございます。
ブロンズを達成させてのご感
想をお願い致します。

今村様 紹介者の稲積さん
に、しつこく誘っていただい
たのがきっかけでした。
真剣に、粘り強くお誘いいた
だいた事に感謝しています。
ありがとうございます。

主に活動はどのようにしてい
らっしゃいますか？

今村様 和歌山県でコツコツ
と頑張っています。
日々、感謝の気持ちを忘れず
活動しています。

和歌山県にお住まいの今村様
ですが、セミナーやミーティ
ングはどのように開催・参加

なされていますか？

今村様 稲積さん・桝井さん
に和歌山にきていただき、Ａ
ＢＣ・ミーティング等を開催
しています。
会社主催のセミナー・イベン
トには積極的に参加していま
す。
参加する事により、活動意欲
も増します。

スリーピース活動は、主にど
のような事に力を入れて活動
されていますか？

グループの皆さんと、ランク
アップできるよう、楽しく活
動していきたいです。
体温も運気も上昇です！

現在の目標をお聞かせ下さ
い。

シルバーを目標に頑張りま
す

!!

日
水曜
毎週 本社にて 催
仙台 チ会を開
ラン ます。
致し

2泊3日 本社見学
8月5日水曜日〜7日金曜日

ー

今村

から
12時

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７月１日発行

７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
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運気が上がる
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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】

林様 朝の寝起きが良く
なったのと、体が疲れにく
くなりました。

■活動する際は、どのよう
な事に気を付けていらっ
しゃいますか？

梶原様 自分を持って楽し
くお仕事をするようなメン
バー作りをする。
（商品、会社、社長、グ
ループのティーアップ）

いと言いたいところです
が、まず関西、西日本をみ
んなで制覇したいです。目
標にしている方は、糟谷社
長です。

■お食事会についてお伺い
致します。
参加されてのご意見ご感想
をお聞かせ下さい。

梶原様 残念ながらまだ出
席できておりません。

林様 食事をしながらいろ
んなお話が出来るので楽し
いですし、参加しやすいよ
うに感じました。

７月号

林様 堅苦しく考えず、気
軽に誰でも話すよう心掛け
ています。

運気が上がる

■その他ご意見ご感想をお
聞かせください。

体温が上がれば

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

■ビジネスについて等、相
談出来る方はいらっしゃい
ますか？

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

梶原様 アップの中島さ
ん、深田さんとグループの
林さんに相談しながら活動
しています。

ランクアップトレーニング・ブロンズ会議

【取扱代理店】

●補償の内容(１口１年後)

林様 中島久雄さんにお願
いしています。

梶原様 社長自らの目標を
明確に話されており、アッ
プの中山さん、中島さんが
前向きに頑張られている姿
を見て、同時スタートをし
た林さんの援護を受けて目
標に向かって取り組んで行
きたいです。

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。

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
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■今後の活動目標をお聞か
せ下さい。（目標にされて
いる方はいらっしゃいます
か？）

梶原様 ３ヶ月でタイトル
シルバーを取ります。

全国に広めていきた

傷害（国内外補償）

通院保険金

林様

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

■こんにちは。
スリーピースに出会った
きっかけを教えてくださ
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

林様

梶原様 紹介者の澤田さん
の勧めです。何回か断って
いたのですが、電話のたび
に彼女の声のトーンが上が
り楽しそうにしていくのを
感じ、スリーピースに興味
を持ちました。

保険金をお支払いできない主な場合

様

林様 紹介者の梶原惠子さ
んが、スリーピースについ
て調べて欲しいと言われて
ホームページを見ました。
その中のブログで中島久雄
さんの写真があり、どうし
ても直接お会いしたくなり
神戸でその機会をいただき
ました。イメージどおりの
方だったので何も考えず登
録しました。

保険金をお支払いする主な場合

× 林 弘明

梶原 様

■スリーピースに出会って
から、フコイダンＤＸのご
愛用されてから、変化はご
ざいましたか？

保険金の種類

梶原 恵子様

梶原様 低体温で指先や足
先が氷のように冷たく夏で
も靴下を履く位でしたが、
最近は裸足でも過ごせま
す。また冷たい缶を持って
も以前は冷たいと感じてい
ましたが、今は気持ちがい
いと感じます。
体温が上がったのですね。

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

７/31
金

８/31
月

９/30
水

■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。

会場
８月会場

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

７・９月
会場

難波市民学習センター
大阪市立総合生涯学習センター
大阪府大阪市浪速区湊町１−４−１
OSAKA CITY AIR TERMINAL
☎06-6643-7010
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

７月号
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◆ 体温と生命の状態 ◆

本社から
の

お 知ら
せ

１ あと１℃体温が低いと身体は動かなくなる。
さらに１℃体温が低いと死の世界がある。
２ 免疫力は体温に比例する。
３ 体温の微妙な変化で体質が変わる。

広告主様募集中!!

体温

無料

会員様に限り
で掲載できます!!

36.5℃

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。

健康な人の
基礎体温

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！

◆ガンが好む体温。

生死の境

33.0℃

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！

配送編

運気が上がる

７月号

●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

100％
バスのステップを
踏み外してケガ

自律神経失調症。
排泄機能の低下。
アレルギー体質。
新陳代謝が不活発。
遺伝子の誤作動。
ガン体質。

50％〜
60％

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

10％以下？

1. 海難救助で救出後、生命回復ができる
かを判断する体温。
2. 自分で自分の身体が自由に動かすこと
ができない体温。

死の入口

1. 山で遭難し幻覚が出てくる体温で、死
は 目前。

30.0℃

1. 意識不明。

29.0℃

1. 瞳孔拡大。

27.0℃

1. 死体の温度。
※参考資料／新星出版社

QA
体温が上がれば

35.0℃
34.0℃

料金は…ビフォーアフター資料
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35.5℃

1.
2.
3.
4.
5.
6.

低体温

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。

&

1. ふるえ（熱を発生させるため）

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。

新陳代謝

健康で活動的。
身体細胞が活発。
免疫力が高い。
病気をしない状態を保持。

36.0℃

口座引落
会員限定

車にはねられてケガ

生命の状態
1.
2.
3.
4.

交通事故傷害保険のあらまし

旅客機が墜落して死亡

バイクが転倒してケガ

補償の内容（１口）
“薬はイラナイ”体を温め、病気を治す

Q １ 「配送日を変更する事はできますか？」
A１ 「はい、変更できます。
ご希望の日付に変更いたしますので、カスタマーセンターまで
お問い合わせください。」
Q ２ 「日中は仕事をしているので、夜に配送して欲しいのですが、
そのようにするのはできますか？」
A ２ 「配送の時間帯を指定することができます。
詳しくはカスタマーセンターまでお問い合わせください。」

？

著書

石原結實

？ ？

Q ３ 「配送先を変更する事はできますか？」
A ３ 「はい、変更できます。
ご変更の際は、申請注文書の９ページに登録内容変更申請書がございますので、
こちらへ変更内容をご記入の上、弊社まで FAX（022-212-1532）をお送りください。」

（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

７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

The 8th anniversary

８周年記念パーティ

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。

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

受付はこちらの美男美女♪

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。

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）８月１日商品受取予定日の場合、７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）７月30日商品受取予定日の場合、７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。

司会はこちらの名コンビ !!

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）

日本料理

ひ
ょっ
とこ

体温が上がれば

運気が上がる

７月号

レホルム連盟理事長も満面の笑み♪

■少人数から宴会承ります。
■カウンター席もお気軽にどうぞ

スリーピース会員証提示での特典がございます!!
9

理事長にも楽しんでいただけたようです。

■愛媛県西条市大町 1695
■☎ 0897-56-6677
■営業時間／ 18:00 〜 22:00
■定休日／日曜日
全国から沢山の方々にお越しいただきました。
体温が上がれば

運気が上がる

７月号
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ネットワークビジネス７月号御礼！
創刊200号記念に
ス

８周年記念セミナーへは沢山の方
にご参加いただきました！

!
ー
!
ピ
中
ー
載
リ
掲
ス
記事

体温管理士合格者の方々へはレホルム連盟の理事長直々に
認定書が表彰されました。

ネットワークビジネス ７月号
御礼！創刊 200 号記念
【2015 年７月号 620 円】

メッセージをお寄せいただいた企業に
スリーピース社長・ＨＰやパンフレット
でおなじみのイラストにて登場！
●出版社名：サクセスマーケティング
●一冊定価：
【紙版】620 円【デジタル版】620 円
●発行間隔：月刊
●発売日：
【紙版】毎月 29 日【デジタル版】毎月７日

ＷＥＢで投稿！
月刊ネットワークビジネスWebより
ＮＢ主宰会社ランキング欄より投稿
ができます!!

Party

NB 主宰会社
ランキング

全力で盛り上げて下さった皆様、本当にありがとうございました。

〜投稿方法〜
①インターネット検索
月刊ネットワークビジネスWeb
⬇️
②ＮＢ主宰会社ランキングをクリック
⬇️
③下部のオレンジの枠内投稿受付中の質問
テーマにて、ランキング投稿いただけます。

投票受付中の質問テーマ
社長の好感度 No.1 の NB 会社は？
「外資系 NB 主宰会社」ですぐ思い浮かぶのは？
業界に影響力があると思う NB 会社は？
一度登録してみたい NB 会社は？
セミナーに出席してみたい NB 会社は？
送信

5

体温が上がれば

運気が上がる

７月号

体温が上がれば

運気が上がる

７月号
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岡部久恵 様

松本豊美 様

に惹かれました。
松本様 特には無かったのです
が、身体が疲れやすくなってきて
いると感じていました。
特に寝起きが辛かったのですが、フコ
イダンＤＸを飲み始めて気付くと朝起
きる事が辛く感じなくなっていました。
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ま
すか？
岡部様 正直、人にお勧めするの
はとても苦手です。が、
ハードワー
クの主人に勧めて、夫婦で愛飲してい
ます。
松本様 同年代の人ですかね、年
齢を感じている人に飲んでもらい
たいなと思っています。
いつまでも若々しくいた
いと思います。
スリーピースに出
会 っ て か ら、 健 康
への意識が変わったと
おっしゃる方が多くい
らっしゃいますが、何か
意識の変化等ございまし
たらお聞かせ下さい。

ミナーに参加していますし楽しんで参
加しています。
お弁当もあり、イベントも愛用者の私
にもとても参加しやすい雰囲気です。
松本様 やはりフコイダンＤＸは
血流を良くする働きがあるので、
体感しています。
子育てが終わりこれから第二の人生で
楽 し い こ と を 沢 山 し た い と 思 う の で、
そのためにはまず健康でいなければい
けないと思っています。

６
７月号
体温が上がれば 運気が上がる

３ヶ月くらいで体全体の肌の感覚が
よくなりました。

岡部様 中学時代からの親友の桝
井さんに６年前に紹介されまし

フコイダンＤＸに出会う前からサ
プリメントに興味はございました

A

こんにちは。
スリーピースに出会ったきっかけ
を教えてください。

た。
松本様 きっかけは、友人に勧め
られて。
当 初 は 飲 ん だ り 飲 ま な か っ た り … で、
ある日ずっと飲み続けていた岡部さん
の肌がツヤツヤになっているのを見て
〝続けて飲もう〟と決意しました。
フコイダンＤＸのご愛用で、体感
はございましたか？

岡部様 ３ヵ月くらいで体全体の
肌の感覚が良くなりました。
身体の変化を体感したので、愛飲して
おります。
松本様 歳を重ねるにつれ頭髪が
薄く、クセが出ていたのですが…
フコイダンＤＸを愛用し始めて、半年
ほどで若い頃のようにクセがなくなり
髪にこしが出てきたような感じがして
います。
また、体中がツヤツヤになったように
感じています♪

か？

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

電話相談時間

７月号
体温が上がれば 運気が上がる

７

（年末年始・お盆・祝日はお休みさせていただきます）

〒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

鳥取県日野郡日野町下菅186
☎080-1919-9888

全国直販流通協会
一般社団法人
月～金

相談受付時間

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。

ゆ りこ

季節の野菜・山菜
山菜で作ったお菓子
手作りこんにゃく etc
をプレゼント!!

0120-28-9921 まで

岡部様 セミナー
に何度かご参加さ
せていただき、体温の大
切さを始め、健康で元気
に暮らす素晴らしさを改
めて感じました。
愛用者ですが、時々はセ

高知お食事会へも沢山の方にご参加戴きました。

小物の店
全国直販流通協会について

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。

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。

岡部様 あまり興味はありません
でしたが、ガン予防にフコイダン
と、ボケ防止に良いイチョウ葉エキス

セミナー開始前から皆さん熱心です！

半年ほどで若い頃のようにクセがなくなり
髪にこしが出てきたような感じが…

フコイダンＤＸ大好き！

A

Q

Q

A

A

A Q

A

A

Q

A

スリーピース会員証提示での特典
03-3661-5880

ＦＡＸ受付番号

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。

・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。

support@cyokuhankyo.ne.jp

メール受付アドレス

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。

全国直販流通協会

〝今治市総合福祉センター〟

アルカイックホール〟
〝尼崎市総合文化センター

目標達成、頑張ります !!

ランクアップトレーニング

愛媛県今治市
兵庫県尼崎市

岡部 久恵 様
松本 豊美 様

６月お食事会

A

Q

A

６月は愛媛県今治市、兵庫県尼崎市の２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。

ご愛用者対談
お弁当もご好評♪

