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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。

のみ

★１０月３日（土）12：00～ ひめぎんホール別館１３会議室
愛媛県松山市道後町2丁目９-１４ ☎089-823-5111
★１０月４日（日）12：00～ グレース浜すし
高知県南国市大埇甲１５０４−８ ☎0120-489-596 ☎088-863-3131
食事無し ★１０月１１日（日）13：00～ 倉吉市文化活動センター リフレプラザ倉吉 第1活動室
セミナー
倉吉市住吉町77-1 ☎0858-23-6095
★１０月１２日（月）12：00～ 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
★１０月２５日（日）12：～株式会社スリーピース仙台本社

ビ
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ランクアップ

参加費
無料 !!

ュ

★１１月４日（水）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 ☎089-823-5111
★１１月７日（土）12：00～ グレース浜すし
高知県南国市大埇甲１５０４−８
☎0120-489-596 ☎088-863-3131
★１１月９日（月）12：00～ アルカイックホール ７階
詳細は弊社ホームページをご覧下さい。
兵庫県尼崎市昭和通２丁目７-１６ ☎06-6487-0800
http://www.threepeacegroup.com
食事無し ★１１月15日（日）13：00～ 倉吉市文化活動センター
セミナー
リフレプラザ倉吉 第1活動室
倉吉市住吉町77-1 ☎0858-23-6095
★１１月２９日（日）12：00～ 株式会社スリーピース仙台本社

11月富山県
オープンセミナー決定！

ー

のみ

深田

里美

様（ブロンズ達成）

いつも気持ちを込めて、良い商品を
伝えることです。

★１２月３日（木）12：00～ ひめぎんホール別館
愛媛県松山市道後町2丁目9-14 ☎089-823-511
★１２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
★１２月９日（水）12：00～ 倉吉未来中心セミナールーム1
鳥取県倉吉市駄経寺町212-5 ☎0858-23-5390
食事無し ★１２月１２日（土）13：30～ ホテルニューオータニ大阪
セミナー
大阪市中央区城見1-4-1 ☎06-6941-111
★１２月２６日（日）12：00～ 株式会社スリーピース仙台本社
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催
仙台 チ会を開
ラン ます。
致し

深田様 ありがとうございま
す。
いつの間にかブロンズになっ
ていました。嬉しい限りで
す。

ブロンズを獲得された深田様
にお話をお伺いしました。
深田様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てのご感
想をお願い致します。

深田様にとって一番の成功談
をお聞かせください。
またどのようにして成功した
のかも教えてください。

大表現はしません。
いつも気持ちを込めて、良い
商品を伝えることです。
また、グループの皆さんと密
に仲良くして良いグループ作
りをしています。

ブロンズ達成のために努力し
た事・力を入れたことはござ
いますでしょうか？

!!

深田様 一人でも多くの人に
スリーピースのこと、ビジネ
スのことを伝えていきたいと
いう気持ちを持って人と接す
ること、ビジネスをすること
だと私は思っています。

!!

今後の目標をお聞かせくださ
い。

深田様 シルバーを目指しま
す 直 人 仲間作りを大切
に頑張ります
20

深田様 努力はしていませ
ん！いつもニコニコしていた
だけです。

嘘はつきません。五

現在の活動において心掛けて
いることはなんでしょうか？

深田様
!!

忘年会予定

※忘年会の詳しい詳細は11月新聞にて発表!!

愛媛県

高知県

★１２月３日（木）18：30～
食べもの市場 和
☎089-976-7007
愛媛県松山市南久米町503-1

大阪府
★１２月１２日（土）
ホテルニューオータニ
周辺で企画中!!

★１２月７日（月）
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

体温が上がれば
運気が上がる
平成 27 年 10 月１日発行

10 月号

Three Peace

仙台・鳥取
★忘年会開催予定！

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
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TEL022-212-1531 FAX022-212-1532
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運気が上がる

１０月号

12

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】

■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。
を行き渡らし切る一生涯の
ターゲットへ絞っています。
日々多少の縁の方々へフコイ
ダンの良さを発信しまくって
います。私の一生涯の使命と
刻み込んで意気燃えているあ
りがたい日々です。

!!

しい仲間作りができることで
すね。
仲間に囲まれて楽しくビジネ
スができることです。

■ビジネス活動において力を
いれている事はなんでしょう
か？

沖様 大きな組織が出来て
いって、みんなが豊かになれ
ばいいですね
そのためにもまず、仲間作
り。頑張ります！

１０月号

松下様 私の夢は一人でも多
くの方へ、スリーピースの愛
の道を行き届ける事です。

運気が上がる

沖様 積極的に仲間作りをす
るようにしています

体温が上がれば

■今後の目標をお聞かせくだ
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

■グループ内でのコミュニ
ケーションや協力はどのよう
にしておりますか？

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

松下様 感謝信念の一生涯を
貫きたいと思っています。
植物人間が急に立つ！
悪性ガンの根を瞬時に断ち切
る！
足が悪い方が階段をスタスタ
上がる！
尿が出なかったのがいきなり
出る！
足のむくみポン膨れが目の前
でしぼんでいく！
美しき元の姿へ戻る喜び！
認知症で振り込め詐欺にあう
知人のボケさえ回復させた。
こういった嬉しい体感のある
フコイダンを沢山の方々に必
要としてもらえるように頑張
ります

沖様 スリーピース一本で仕
事が出来たらいいなと思って
います。
そのためにも仲間作り！
頑張ります！

●補償の内容(１口１年後)

!!

!!

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

松下様 リーダー達の応援力
抜群の下に、私のグループへ
集い合ってくれているみんな
がとても頼もしい人脈の輪へ
つながってもらっているおか
げで、感謝・感激・雨あられ
です。
なるべく会合にも出席して、
意気馳せ合う空気を絶やさぬ
ようにしていることです。

沖様 会う機会を作ったり、
連絡を取り合ったりしていま
す。
みんなで話して補い合ってい
けるようにしています

!!

様

松下様 面識
のない愛媛の
徳永さんより
吉本さんへ呼
びかけたこと
が発端で、こ
の時、社長の高知セミナーに
初めて参加しました。
この際私は吉本さん共々でス
リーピースのフコイダンのお
話を聞きました。初回は、吉
本さんだけ契約し、私は後日
愛媛での社長セミナーを拝聴
して入会しました。

!!

■これからの活動で注目して
いる事はなんですか？

スリーピースの製品

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。

松下様

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

× 沖 美和

沖様 知り合いが飲み始め
て、肌が白くなり綺麗になっ
ていくのを見て飲み始めまし
た。
私は低体温だったのでとても
興味を持ちました。

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

■スリーピースビジネスの魅
力はなんでしょうか？

保険金をお支払いできない主な場合

松下様 やはり、商品あり
き！フコイダンを深く知って
いく度、凄さへ目を見張る毎
日です。
その上若き社長なのに配合を
考えている力は、体感者が
日々出る毎に感嘆します

保険金をお支払いする主な場合

自分の仲間ができ、楽

保険金の種類

松下 不美子様

沖様

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

10/31 11/29 12/23
土

日

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

会場

ランクアップトレーニング

１０月会場
１２月会場

ブロンズ会議

１１月会場

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

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
ユニゾーン新大阪 815 号室
大阪市淀川区東中島 1-20-12-815
（１階に京都きもの学院の看板がある
ビルの８階）

体温が上がれば

運気が上がる

１０月号

2

本社から
の

お 知ら
せ

都会には
負けらんね〜べ!!

交通事故傷害保険のあらまし
口座引落
会員限定

新進気鋭の東北リーダーたち
本誌

東北地方の県民性をカミングアウト

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

の記事に仙台の佐藤由洲希様が一面に掲載されております!!
！
スリーピースに対する思いがわかる記事となっております。
初 佐藤様の人柄、
また、スリーピースの広告も掲載中!! 内容はお手に取って是非ご覧ください。
掲載された

様
佐藤由洲希 にお話をお伺いしました!!

売上高ランキング2010決定版

特集

2

都会には負けらんねーべ!!

新進気鋭の東北リーダーたち

突然ですが、紙とペンを用意してく
ださい。特商法や薬機法に関する
テストを50問用意しました。プロの
ディストリビューターなら正解して当
たり前。さあ、いますぐ挑戦! 「楽勝
だった!」という人も、ちょっと苦戦し
た人も、答え合わせをして自分の苦手分野を確認し
ていきましょう。
3

体温が上がれば

運気が上がる

１０月号

10

●どうやってモチベーションを保っ
ていますか？

3 【超上級編】永久保存版

20

もともとモチベーションってありま
すか？あるならそれを測る機械教え
てください（笑）と、言われたこと
があります。同感でした！
人の感情は常に変わっていくもの！
と理解をすることが重要ではないで
しょうか！
喜怒哀楽はあっていいものだと思い
ます。人にリクルートかけて断られ
た。それはショックです！なら落ち
込めばいい！そのときにどう思うか
です！僕はそこにもＯＮとＯＦＦの
スイッチをもっています。自分がワ
クワクすること、落ち込むことを理
解してあとはリアルにそれを考える
だけのシンプルなことをするだけ！
人間ですから、仕事やりたくない。
面倒くさい。などいろんな感情が
あって当然です！そのときにワクワ
クすることを考えて自分の感情を高
めます！人生の成功者は感情コント
ロールの達人だと思っています。

ネットワークビジネス法律試験 !

●今後の目標お聞かせください。

特集

まずはプラチナですね。最高タイト
ルを初の 代で僕が獲得したあと自
分の仲間！まずは 人プラチナにす
ること！それは必ずやります。仲間
の成幸こそが僕の成幸です！

いま、東 北 地方では、新しいリー
ダーが数多く誕生しています。地元
に根差した活動で基盤を固め、着実
に実績を伸ばしているのです。今回
は、岩手・秋田・宮城・福島から5人
のリーダーに登場してもらいます。
なぜ東北地方で実績を挙げることができたのか、そ
の秘訣に迫ります!

僕にとって日焼けサロンもスリー
ピースのビジネスも本業です。
ネットワークを副業と言っている人
たちをよく見かけますがそういう人
で稼いでいる人を見たことがありま
せん！まずはこのビジネスを本業と
思って行動することにより、結果が
変わってくると思います！
そして今までの人生で大変と思った
ときはラッキーと空に叫びます！
大変という字は大きく変わると書き
ます。これは東日本大震災で学んだ
ことなのですが、あのときは本当に
大変なことばかりでした。ここには
書ききれません。でもそこから僕の
人生は本当に大きく変わったのは事
実です。価値観、命の儚さ、お金の
虚しさ、すべての物に対するありが
たみ、何より他人の人生ではなく自
分の人生を精一杯生きること、など
です！
だから今は大変と思ったときはこれ
から大きく変わる前兆だ！と思って
気持ちをワクワク、ドキドキさせな
がらプラスな方に僕は考えるように
しています！

真夏の恒例企画として、
2014年度の主宰企業
の業績を網羅した「売
上高ランキング 2015
決定版」を公開します。
112 社 の 合 計 売 上 高
は、前年比3・3%減の
8839億7270万円。大
手企業の減収が影響しましたが、一方で業績を伸ば
し続けている企業も多くあります。特別企画として、
急成長する「2007年組」大研究もお届けします。

ないグループができると思っていま
●今の活動で大事にしていること
す！
糟 谷 社 長 が い つ も 言 っ て い る time
を常に心がけるようにし
●日焼けサロンの経営と副業として
is money
ていることです！
ビジネスをしていて大変なこと、い
組織を構築する中で素早い行動がよ
いことはなんでしょうか？
り良い結果をもたらすと思っている
ので、優先事項を今はスリーピース
に絞って行動し活動しています。

1

●今一番ビジネスをしていて楽しい
ことはなんでしょうか？

特集

同じような感覚を持った仲間たちと
常に会って時間を共有しているとき
です。ネットワークは遊んでいると
きでもそこから仕事に繋がる時が
多々ある仕事なので、まずは何でも
自分が最高に楽しむこと！
バッションを持ってビジネスに取り
組むことを心がけていますね！

http://www.network-b.com/
❷ ＦＡＸから! 03‐5640‐1813
❸ 書店から! 定価/620円（税込）

●今後どういったグループ作りをし
ていきたいですか？

❶ 公式オンラインショップから!

遊びも全力！ビジネスも全力！とＯ
Ｎ、ＯＦＦのスイッチをキッチリ入
れ替えられるグループ作りをしてい
ます！
そして嫌いなやつには絶対にこの
情報は教えるな！と言っています
（笑）それぞれが好きな人たちだけ
を誘うことによって、みんなが向上
しあえると思いますし、笑いの絶え

購入
方法

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

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）

（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。
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９月お食事会

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

９月のお食事会は愛媛県松山市、高知県南国市、
鳥取県倉吉市、兵庫県尼崎市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。

愛媛県松山市 〝ひめぎんホール別館〟

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

広島県からもご参加いただきました！

体験談を話していただきました

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）11月１日商品受取予定日の場合、10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）10月30日商品受取予定日の場合、10月10日がお引落とし日

おいしいお弁当でした

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。

高知県南国市

〝サザンシティーホテル

石原様シルバーおめでとうございます!!

アンジェブラン〟

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）
市場や専門店などで調達した新鮮な食材を調理 !

おおさか十三

伍 縁
ごえん

スリーピース会員証提示での特典

会員証ご提示でビール5円!!
9
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受付頑張りました!!

アツアツな天ぷら、一品料理をご提供します !

素敵な会場でした。

ランクアップ

天ぷら一品 各100円〜
牛・豚・鶏・野菜・魚介類

●本日の天ぷらセット
●お造りおまかせ３種
●お造りおまかせ5種
●伍縁一品メニュー
●アルコール

1,000円
380円
580円
280円〜
380円〜

大阪市淀川区十三本町3-2-7

TEL 090-9166-5800

みなさん楽しくご参加です！

いつもありがとう～！
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〝倉吉市文化活動センター

リフレプラザ倉吉〟

歌を唄って心も体もリフレッシュ

3 人でセミナーしました !!

深田様！ニコニコ笑顔です！

鳥取セミナーお疲れ様でした！大成功！

兵庫県尼崎市
尼崎市総合文化センター
アルカイックホール

石原様の表彰式しました。

大阪セミナーはじまります★

歌を聞けば運気が上がる

鳥取県倉吉市

!!

美味しいお食事でした

大阪セミナー

奥山えいじ 出演

石原様シルバー達成 !! 尼崎で沢山の方がお祝いしました。

歌謡サロン

演歌が

沢山のご参加、ありがとうございます。

ええじゃん
製作：株式会社オフィス K

ＫＢＳ京都
岐阜放送
青森朝日放送
栃木ＴＶ
三重ＴＶ トゥエルビ
ＢＳ12 Twellv
千葉ＴＶ

10/28(水)
10/29(木)
10/30(金)
10/30(金)
10/30(金)
11/1(日)
11/1(日)

ＡＭ09：00～09：30
ＡＭ08：30～09：00
ＡＭ04：20～04：30
ＰＭ14：25～14：55
ＰＭ13：30～14：00
ＡＭ05：00～05：30
ＡＭ09：30～10：00

※各放送局都合により放送時間が変更になる事がありますのでご了承下さい。
虎さんの説明皆さん真剣…
5
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山本
節様

１０月号

電話相談時間

月～金

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

（年末年始・お盆・祝日はお休みさせていただきます）

今年の夏は「クーラーをつけましょうか？」
というくらい汗をかくように…

体温が上がれば 運気が上がる

詳細は下記アドレスをクリック！！
http://www.bci.co.jp/subscription/backnumber

相談受付時間

に心がけています。

７

バックナンバー購入可能！

フコイダンＤＸにであったきっかけを教
えてください。

■ 発送は10月上旬を予定致しております。
■ ご注文は、ＦＡＸ又はカスタマーセンターまで。

A Q

最も伝えたいフコイダンＤＸの魅力はな
んですか？

0120-28-9921 まで

A

山本様 今まで飲んでいたサプリに比べ
ると総合的にフコイダンだけで良い！と
いうところです。

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。

A Q

松尾様 まだそこまで、実感して お りま
せんが、長く飲むことですね。 もう少 し
飲んでみたいと思います。

・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。

山本様 お友達がコンサート企画販売を
しており、お手伝いを和同さんにお願い
していたのですが、和同さんの体調が悪くなり
代わりに水本さんとお会いしました。水本さん
は誠実な方で名刺をいただきフコイダンのこと
をお聞きし、体にとてもいいもの、東日本大震
災に力を入れていることをお聞きし愛飲するこ
とにしました。

消費者相談室

いつもどのタイミングでフコイダンＤＸ
を飲んでいますか？

全国直販流通協会

にて販売!!

松 尾 様 母 に 勧 め ら れ て、 今 年の５月か
ら飲み始めました。

1冊1,000円

A Q A A Q
山本様 空腹時に飲むように言われてい
たので、朝起きて朝食前に飲んでいます。

が掲載されました!!

愛用してからと
する前の違いはありますか？

ー
ミナ
日セ
生
誕

!!

松尾様 朝食後に飲んでいます。

学

!!

A Q A

その他ご意見ご感想等ございましたらお
願いいたします。

本社見

山 本 様 今 ま で 真 夏 で も「 一 人涼しそう
な 顔 を し て い る ね！」 と 言 わ れていまし
たが、今年の夏は会社で一番に「クーラーをつ
けましょうか？」というくらい汗をかくように
なりました
体温が上がっていると実感しています。

ビジネス
マニュアル

8月27日号！
仙台本社見学

松尾様 私は冷え性で、靴下を履いてじゃ
ないと眠れなかったのが、履かなくても
ぐっすり眠れるようになりました。

日本流通産業新聞

A

A

山本様 飲み始めて一週間位お腹が痛く
なり、トイレに駆け込んでい ました。 便
通が良くなりましたが、お腹が痛くなるのが合
わないのかな…と気になっていました。
和同さんにお聞きしたら私もだといわれ、その
ことはお伝えしたほうがいいと思い実践してお
ります

さあ楽しみにしていた収穫の時期を迎えま
したよ〜〜。
ところでお米には豊富な栄養素が含まれて
います。糖質、タンパク質、ビタミン、ミネラ
ル、食物繊維などなど。お茶碗一杯分でた
くさんの栄養を摂る事が出来ますね。
その上当社販売のお米は無農薬でつくられ
ておりますので安心してお召し上がれます
よ!!

以前から健康に感心はありましたか？

Threepeace

お米日記

A Q

松尾様 これからもフコイダンＤＸで良
い生活を送れるようにしていきたいです。
ありがとうございます。

お米も収穫の時期を迎えました!!

山本様 以前から健康には意識しており、
年老いて子供たちに迷惑をかけないよう
に生きていきたいと願っています。

■お米販売／☎0120-604-176
■振込先／郵貯
口座番号／ 02230-1-105144
加入者名義／カ）スリーピース

A

松 尾 様 母 が 糖 尿 病 な の で、 私も母と一
緒に食べ物など食生活に気を付けるよう

※購入方法は会社に問い合わせ後に、
郵貯に送金確認後発送となります。

山本
節様
松尾美由起 様

松尾美由起 様

10キロ・送料込み5,000円

冷え性で靴下を履いてじゃないと
眠れなかったのが、履かなくてもぐっすり…

10個
定
限

です

前回、大好評をいただきました
社長の作ったお米
〝運気があがるお米〟を
今年も販売致します！
数量限定なのでお早めに !!

薬
無農 )
ぼ
ほ
米
保全
境
(環

社長が
丹誠込めて
作った

今年も販売致します！
運気が上がる

で

お米

数量
限定

ご愛用者対談

メールやＦＡＸによる相談も、お気軽にお寄せください。
メール受付アドレス

ＦＡＸ受付番号

一般社団法人

support@cyokuhankyo.ne.jp

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。

03-3661-5880

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
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