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★１２月１日（火）12：00～ 射水市大門総合会館 こぶしホール
富山県射水市大門67 ☎0766-52-0564
★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
★１２月１２日（土）13：30～ ホテルニューオータニ大阪 食事無し
セミナー
大阪市中央区城見1-4-1 ☎06-6941-111
★１２月２６日（土）12：00～ ホテル白萩
仙台市青葉区錦町2-2-19☎022-265-3411

から
時
2
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日
水曜
毎週 本社にて 催
仙台 チ会を開
ラン ます。
致し

2016年
★１月１６日（土）11：00～ 愛媛県武道館 中会議室
愛媛県松山市坪西町551 ☎089-965-3111

★１月１８日（月）11：00～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 ☎088-863-0888
★１月１９日（火）11：00～ 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

様（シルバー達成）

写真はイメージです。

7階第２会議室

★２月６日(土）12：00～愛媛県武道館 中会議室
愛媛県松山市坪西町551 ☎089-965-3111
★２月１１日（木）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り2丁目7-16 ☎06-6487-0800

会員様と共に和を持って
楽しく仕事に専念致しております。
吉本様シルバー獲得おめでと
うございます。
シルバーを獲得されてのご
感想をお願いいたしま
す。

愛媛県

★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

高知県

★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

大阪府

★１２月１２日（土）18：30～(17時受付開始)
京橋近辺 参加費5000円(飲み放題付き)

宮城県

★１２月２６日（土）
株式会社スリーピース仙台本社

参加費
無料 !!

新年会予定

忘年会予定
吉本様 皆様のお陰
でシルバーに昇格さ
せていただきまし
て、本当にありがと
うございました。
大変嬉しく思ってお
ります。スリーピース
にご縁をいただいた事
に深く深く感謝致してお
ります。このことを励みに
して、活動をして参ります！
ありがとうございました。

現在の活動で大切にしている
事、心掛けていることはござ
いますでしょうか？

吉本様 会員様と共に和を
持って、楽しく仕事に専念致
しております！
苦しいときもありますが、自
分自身の試練と思って頑張っ
ています。

活動はどのようにしていらっ
しゃいますか？

吉本様 お客様や、会員様と
のお約束は、時間の許す限り
守っていくようにしておりま
す。

苦労したことはございますで
しょうか？また、どのように
して克服されましたか？

吉本様 苦労は常にしていま
すが、神様は克服できない苦
労は与えないと私は信じてい
ますから、自分の方から、苦
労へ向かっています！
なので、何事も苦労と思いま
せん。

現在力を入れていることは何
でしょうか？

吉本様 メンバー様達がどん
どん力をつけて参りましたの
で、大変頼もしく思っていま
す。
早く成長して、豊かな生活が
出来る姿を夢見ています。
この方達が、早くスリーピー
スのステージに立って社長か
ら表彰されるようになる為に
は、私に責任があると思って
いますので、そのための努力
は惜しみません。

今後の目標をお聞かせ下さ
い。

吉本様 人は節目が大切で
す。私は今年３月からの実働
ですから 年３月で一年の節
目です。３月までにシルバー
会員２人位昇格出来る様に目
標を掲げます！
会員様も自分が経営者の意識
を持って行動していただくよ
う望んでいます。
どうか、会社の方々、アップ
の方々、今までと変わらずご
指導くださいますよう切に切
にお願い申し上げます。
28

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

ランクアップ

食事会予定

大阪府

★１月19日（火）13：00～
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
☎06-6487-0800
兵庫県尼崎市昭和通2丁目7-16

愛媛県

★１月１６日（土）
愛媛県武道館 中会議室
愛媛県松山市坪西町551
☎089-965-3111

ご参加希望の方は、各担当者へご連絡ください。
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いることで周りの皆様に伝
わって喜んでいただけて、さ
らに経済も豊かになるなん
て！とても魅力的です。
岡田様 商品の素晴らしさ
と、ビジネスのプランです。
そしてリーダーの皆さんがと
ても思いやりがあり、フレン
ドリーに接して下さるところ
です。
■ビジネス活動において相談
できる方はいらっしゃいます
か？
庄様 稲積プラチナ、桝井プ
ラチナに相談しています。
他にグループの皆さんにもお
声掛けいただき皆様に支えて
いただいています。
岡田様 桝井さん、稲積さ
ん、太田さん、辻本さんはじ
めアップの方々です。
なんでも相談に乗っていただ
けるので、とても心強いで
す。
■お食事会についてお伺いし
ます。
参加されてのご感想をお願い
いたします。

ますし、知りたい体験談もた
くさん聞けます。
ご自分の大切な方をお連れし
て、共に健康になっていく為
にも大切な機会なのだと改め
て思います。
社長にも皆様にも感謝をお伝
えできる素敵な場所だと思っ
ております。
これからもどんどん参加して
行きたいと思っています。
岡田様 お食事会があるので
お誘いしやすいです。
また社長のお話に毎回発見が
ありますし、遠方からお越し
の方々とも交流が出来ますの
で、とても楽しいですし元気
を頂いています。
毎回感謝です。ありがとうご
ざいます。
■今後の目標をお聞かせ下さ
い。
庄様 笑顔で健康な人を増や
す事。そして気がつけばタイ
トルアップしていた！という
ように、スリーピース３つの
平和の証明のようなプラチナ
になることです。
岡田様 素晴らしい商品を１
人でも多くの方にお伝えし、
元気なグループを作って行き
たいと思います。
まずはシルバーを目指してい
きます
※製品を使用しての体感等は、あく
までも個人的な感想になります。
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■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。
庄様 共通の方を通じて稲積
プラチナにお会いし、フコイ
ダンＤＸが良いと勧めて頂き
ました。
ちょうど低体温で体調が悪
かった時期に、なにか改善で
きるものを探していたところ
でしたので、早速飲む事にし
た事がきっかけです。
岡田様 以前知り合った友人
の紹介です。
健康オタクだったので、商品
が良さそうと思い入会しまし
た。
■グループ内での交流はどの
ようにしていらっしゃいます
か？
庄様 時間のある限り会って
お話しています。
出来ないときは電話やメール
をするように心掛けていま
す。
岡田様 主にメール・電話で
連絡を取り合っています。
セミナー、ミーティングには
積極的に参加し、交流をは
かっています。
庄様 お食事会では、自分が
低体温から脱出した経緯や、
いきなり痩せたお話しなどい
ろいろ発表させて頂いていま
すので、色々な方がお声掛け
くださいます。
小さな疑問もそこで解消でき

ランクアップトレーニング

■ご注文／ＦＡＸ又はカスタマーセンターまで

■スリーピースビジネスにお
いて魅力を感じた点はござい
ますか？
自分が愛用して元気で

ブロンズ以上のランク達成者様

ブロンズ会議

■ランクアップトレーニング 13：00～
■ブロンズ会議
15：30～

ビクトリー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
参加条件は下記の通りとなります。

日

土

会場

■お振込先／郵貯口座

記号

!!

参加条件

12/23 １/31 ２/27

口座番号／ 02230-1-105144
加入者名義／カ）スリーピース

水

☎ 0120-604-176

ランクアップトレーニング・ブロンズ会議
番号

※ご購入の際のお支払い方法は ボーナスからの相殺となります。
お振込でのご購入希望の方は、お申し出下さい。

庄様

1冊1,000円
にて販売中!!

様

庄 有希子様

新しくなったビジネスマニュアルを
是非ご活用下さい！

体温が上がれば
１２月号
運気が上がる
体温が上がれば
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ビジネスマニュアル
Threepeace

×岡田ケイ子

interview

本社から

11月５日号へ、

の

お 知ら
せ

佐藤由洲希様が

仙台の

開催決定!!

2016年３月27日（日）

掲載されました !!

カスタマー
冬季休業

震災復興に対する思い。
スリーピースに対する思い
掲載内容は是非お手にとって
ご覧ください。

2015年12月31日(木)
〜2016年1月5日(火)
2016年1月6日水曜日
より通常通り
営業開始!!

http://www.bci.co.jp/nichiryu

info@threepeacegroup.com

にご連絡ください。

追加方法

2014.9.15 1st コンベンション ザ・リッツカールトン大阪

その他→友達追加→QRコード
で右のQRコードを読み込むと、
友達追加が可能です！

2016年１月11日よりチケット販売開始!!
フコイダンと運動負荷

フコイダンには運動後の疲
れを残さない効果がありま
す。というのも、フコイダ
ンには疲労物質である血中
乳酸を低下させる効果があ
るからです。
血中乳酸とは？
疲労物質の代名詞である乳
酸は運動後の筋肉に溜まっ
てしまう老廃物ではなく、
筋収縮のエネルギー源とし
て利用されます。このとき
に血液中に放出され別の筋
肉へ移動する乳酸の濃度を
血中乳酸濃度といいます。
個人差はありますが、フコ
イダンには運動後の身体を
約２時間で運動前の状態に
する効果があります。
運動をされる方も運動が苦
手な方もいらっしゃると思
いますが、ぜひ、運動前に
フコイダンＤＸを飲んでた
くさん体を動かしてみては
いかがでしょうか。

お持ちのカメラでプチ自慢いたしませんか？
あなたのお写真も運気アップ間違いなし!!

レクチャー前
本社にて小野寺もレクチャーさせていただきました！

山
富
in

LINE友達募集中!!

メール登録会員様募集中!!
最新情報を毎朝10時30分に
配信しております

運気が上がるコンベンション

レクチャー後
レクチャーしてもらい

こんなにも変わりました！

お役にたてるプロカメラマン
写真の扱い方
概念を変える

兼子美紀弘

お持ちのカメラ・携帯であなたの写真が変わります
興味を持った方は是非こちらをご覧ください。

■ ホームペー ジ

1,000名様
限定販売!!

1,000円

１枚

※１セット（３枚）からの
販売になります。

当日は

■スリーピース顧問税理士佐々木氏によるスリーピース収支報告
■交通事故傷害保険ジャパンネクスト牧尾進氏による新サービスの近況報告
■日本レホルム連盟南部理事長による健康講演
■そしてスリーピース社長による
10 年目に向けた運気が上がる講演「創業 10 年目に向けて」
■その他 東日本大震災の復興状況報告
■富山初最高タイトル 原田プラチナ表彰式 ＆講演演説 題「入学金の為に」
■キャンペーンガール、その他スペシャルゲスト多数出演
協力／日本流通産業新聞 月刊ネットワークビジネス

http://www.photo-courante.com/
■ ブログ

http://blogs.yahoo.co.jp/photo_courante

スリーピース会員特別価格で

スクール開催します!!
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開催場所・チケットのご注文方法等は、随時発表致します!!

体温が上がれば

運気が上がる

１２月号
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11月のお食事会は広島県福山市、富山県射水市、愛媛
県松山市、高知県南国市、兵庫県尼崎市で開催いたし

11月お食事会

ました。お越し頂いた皆様、誠にありがとうございます。

東京ビックサイト

広島県

いよいよスタートです！

ダイレクト・マーケティング・フェア２０１５
ダイレクト・マーケティング・フェアが２０１５年１１月
１２日（木)）
１３日（金）開催されました！
スリーピースも出店！スリーピースご愛用者の皆様
他、未だスリーピースをご存知でない方々にも弊社
ブースをご覧いただけたようです！ 沢山の方々に興
味を待っていただいたようでした!!

初広島お食事会!! 大成功!!

スリーピース☆

ダイレクト・マーケティング・フェア２０１５
11月12日(木)・13日(金) 10：00～17：00
●会場／東京ビッグサイト
●運営／日本流通産業新聞社
●入場料／500円

今回もおいしいおかわりさんの
お弁当でした

※ご招待券をお持ちの方は無料で
入場いただけます。

来場者数

いよいよ開幕です。

QBAL
キューバル

スリーピース会員証提示での特典
ハンバーガーセットを注文のお客様にソフトドリンクワンドリンクサービスです。
9
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12日 4，037人
13日 3，618人
総 計 7，655人

愛媛県

国産牛 100％使用
〒550-0014
大阪府西区北堀江1-10-2
都市開発ビル1F
TEL 06-6606-9233
携帯090-7555-1981
営業時間／11:00〜17：00
ラストオーダー16:30

仙台からきた由洲希さん熱い思いを話してくれました

みなさん真剣です…！
体温が上がれば

運気が上がる

１２月号

4

富山セミナー

歌を聞けば運気が上がる

仲良くスリーピース

初富山お食事会!!たくさんの方が
足を運んでくださいました。
ありがとうございます。

歌を唄って心も体もリフレッシュ!!
♪イチオシ曲♪

そして、ありがとう

由洲希さん仙台から
来てくださいました！

～歌詞 ( ３番目 ) ～

ありがとう ありがとう
ありがとう…
あなたに捧げる ありがとう
離ればなれは つらいけど
思い出抱いて 生きてゆく
こころに歌を 忘れずに
こころに歌を 忘れずに

高知県

吉本シルバー
のスピーチ！

ランクアップセミナー
inアルカイック

真剣です。

美味しいお弁当いただきました！

皆さんこんにちは！
奥山えいじです。

私がスリーピースと出会った
きっかけは、今年の8月に
友人の紹介で知りました。
糟谷社長にもその時に初めてお会いしました。
毎月この会報誌に私のコーナーを設けて下さり…
心から感謝しております。
さて、今年も残すところあと一カ月…
皆さんにとってはどんな一年でしたでしょうか…？
私にとっては、これからにつながる
充実した一年でした。
人って…希望があるとやる気も増します。
もちろん苦難もあるし壁にぶつかる事もありますが、
それもまた叶える為のステップだと思うと、
あまり苦にならないものです。
12月中旬からは、九州宮崎、鹿児島、そして大阪へと
キャンペーンで回ります。
新たな出会い…来る年2016年へつなげたい…
そのためにも頑張ります!!

本社にて

大阪 アルカイック

きれいなお二人さん

交流会を開催致しました！
会話が途切れることが無く
楽しい時間を過ごすことが
出来ました。
真剣にお話中

仲良くスリーピース!!

ＦＭたいはくラジオ

2015.10月より湖春の「春夏秋冬」に出演
ＦＭたいはく（78.9ＭＨｚ）放送
隔週第2・第4土曜日 22：00～22：30

奥山えいじ
Birhday
DinnerShowの
様子は、本誌
2016年1月号で!!

有線へ是非リクエスト下さい！
You Tubeからも、奥山えいじの曲をご視聴戴けます!!
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藤谷律子 様

藤谷様 長いお世話になっております
荒木栄子さんにご紹介いただきました。

フコイダンＤＸを愛用して良かったと
思う体感変化はございましたでしょう

藤谷様 会社の同僚の方が、首の周り
にアトピーが出来ていていつも痒そう
な様子なので早く勧めてあげたいなと思って
います。

荒木様 体温が低い方やアトピーの方。
それにビジネスに興味をある方、人間
であればどなたでも必要な商品だと思ってい
ます。

フコイダンＤＸをどのような方に勧め
たいとお思いになられますか？

愛飲させていただき、お通じがよく
体が軽く感じるようになりました。
こんにちは。
フコイダンＤＸにであったきっかけを
お聞かせ下さい。
荒木様 長年の友人の中山さんからお
話をいただき、去年の６月に社長にお
会いする機会がありました。その際に、サイ
ンいたしました。

か？
荒木様 夜のお店を経営しております
ので、どうしても疲れがちですが、余
り感じなくなりました！
肌がしっとりし、お化粧ノリも良いですね。
また、お客様で夏でも足にカイロを入れ手は
氷のように冷たいお方が愛用して３ヵ月経
ち、今では体温が上がり喜んでおります。
藤谷様 長い間アトピーで苦しんでお
り ま し た 歳 の 子 供 の 腕 の 湿 疹 が ３、
４ヶ月できれいに治り大変喜んでおります。
私も愛飲させていただきお通じがよく体が軽
く感じるようになりました。ありがとうござ
います。
フコイダンＤＸを愛用してどの位経ち
ますか？

荒木様
年６月 日から現在ですの
で約１年６ヶ月ですね。

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りましたか？
荒木様 中山さんが常に健康は金儲け
と言っておられます。私もそうだと実
感しております。今までサプリメントは中山
さんから勧められ愛用していました。確かに
このフコイダンＤＸで体温は上がっていま
す。
藤谷様 余り気を配ってはいなかった
のですが、だんだんと年とともに疲れ
を感じるようになったので、体に良いサプリ
メントも必要だと実感しております！
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。

荒木様 将来性のある会社と、社長の
若さと、フコイダンＤＸに対する社長
の情熱に魅力を感じております。

電話相談時間

藤谷様 何度か食事会に参加させてい
ただき、社長の講演を拝聴し、日常生
活の大切さを痛感させられました。

※製品を使用しての体感等は、あくまでも
個人的な感想になります。

〒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
（年末年始・お盆・祝日はお休みさせていただきます）

全国直販流通協会
10：00～12：00
13：00～21：00
土曜・日曜 10：00～12：00・13：00～16：00

https://www.facebook.com/threepeacegroupinsendai

0120-28-9921 まで

一般社団法人
月～金

全国直販流通協会について

ック
ブ
ス
イ
フェ
新!! “スリーピースショールーム”で検索
更
報
詳しくはこちら！
最新 情

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。

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。

support@cyokuhankyo.ne.jp
メール受付アドレス

03-3661-5880
ＦＡＸ受付番号

・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

A Q

A

Q

A

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。

必要な枚数お送りいたしております!!
詳しくは、カスタマーまで。☎022-212-1531

藤谷様 約１年です。続けて愛用した
いと思っています。

美味しいご飯
最高でした！

消費者相談室

キャンペーン資料
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肌がしっとりし、
お化粧ノリも良いですね。

お肌もつるつる
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１２月号
体温が上がれば 運気が上がる
１２月号
体温が上がれば 運気が上がる

７

日帰り温泉大阪にて決行しました！

荒木栄子 様

箕面温泉に行きました!!

荒木 栄子 様
藤谷 律子 様

11月12日に

ーン
ペ
ン
ャ
キ
達成者

ご愛用者対談

