Three Peace

Three Peace co.,ltd

１月
January

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。

★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
食事無し ★１月17日（日）13：30～ 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
鳥取県倉吉市住吉町77-１ ☎0858-23-6095
★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 7階第２会議室
兵庫県尼崎市昭和通2丁目7-16 ☎06-6487-0800
★１月21日（木）12：00～ 射水市大門総合会館
富山県射水市大門67 ☎0766-52-0564
食事無し ★1月24日（日）13：00～ 仙台市情報・産業プラザ ６階セミナールーム（2）Ｂ
軽食あり 仙台市青葉区中央1丁目3番1号☎022-724-1200
★１月31日（日）12：00～ 北ふれあいセンター
岡山県北区谷万成2-6-33 ☎086-251-6500
のみ

Three Peace
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笑門来福

体温が上がれば
運気が上がる

2016

食事会予定

参加費
無料 !!

★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８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 ☎088-863-0888
★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

ご予約は
お早めに

※最新情報はホームページよりご確認ください。

運気が上がるコンベンション

開催決定!!
in 富山 2016年３月27日（日）
■会場／ホテルグランテラス富山

株式会社

スリー
ピース

「瑞雲の間」（旧：名鉄トヤマホテル）

念頭のご挨拶

株式会社 スリーピース

代表取締役

糟 谷 耕 一

謹んで新年のお喜びを申し上げます。

平素はひとかたならぬご愛顧を賜り、心より御礼申し上

げます。

スリーピースは、縦に結びつく権利社会ではなく、横に

つながりあう「絆」の社会を作りたいと考え活動してお

ります。

去年を振り返ってみますと、損保ジャパンとの提携（交

通事故補償）・体温管理士スタート、株式会社Ｆ＆Ｍの会

計サービス開始、また、 ２
｢ｎｄコンベンション ｣を開催
し、大盛況の中幕を閉じることが出来ました。

in

富山』の開催を

日由緒ある旧名鉄ホテルにて予定致しております。

２０１６年は『３ｒｄコンベンション

３月

沢山の皆様にご来場いただけるよう、精進致します。

最後になりますが、この一年、皆さん、健康にはくれぐ

れも留意され、元気活躍される事を期待しております。

そして何よりも、明るく、楽しく、ビジネス活動をして

いきましょう。

暗い、笑顔の無い職場からは、絶対に良いアイディアは

生まれませんし、良い仕事は出来ません。

キーワードは〝明るく、楽しく、朗かに〟です。

緊張感の中にも笑顔の絶えない、活気あふれるビジネス

活動をし、大きな前進ある一年にしていきましょう。

27

■入場／12：30 ■開演／1：00

愛媛

新年会

★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 参加費／参加者負担

体温が上がれば
運気が上がる
平成 28 年１月１日発行

１月号

写真はイメージです。

大阪

新年会

★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
兵庫県尼崎市昭和通2丁目7-16
☎06-6487-0800 参加費／参加者負担

Three Peace

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

１月号
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運気が上がるコンベンション

開催決定!!
山
富
n
i

2016年３月27日（日）
■ 入場／12：30 ■ 開演／1：00

■ 会場／ホテルグランテラス富山
（旧：名鉄トヤマホテル）
「瑞雲の間」

2016年１月11日よりチケット販売開始!!
1,000名様
限定販売!!

1,000円

１枚

チケットの販売方法

ご注文はカスタマー

※１セット（３枚）からの
販売になります。

仙台グループ
本社にて

!
!
中

動
活
日
毎

0120-604-176 まで

小野寺さんによる説明

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

開催場所・チケットのご注文方法等は、随時発表致します!!
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体温が上がれば

運気が上がる

１月号

阿部さん説明中…とても楽しそうでした！

体温が上がれば

運気が上がる

１月号

2

TOP対談

■こんにちは。
明けましておめでとうございま
す。
各地をまわられて活動を行ってい
らっしゃいますが、桝井様、稲積
様のように各地をまわり活動した
い方にアドバイスや、活動する際
心がけていることを教えてくださ
い。

様

います。
ビジネスに対しての質問や相談等
のあった際には、フォローし高め
あっています。
■今一番力を入れている事はなん
でしょうか？
また、入会した当初と大きく変
わったことはございますでしょう
か？
桝井様 新しいビジネスパート
ナー作りです。
大きく変わったことは、スタート
当初は、人間関係、信頼のある方
に支えられた仲間作りでしたが、
今はたくさんの新しい方々とス
リーピースを通して出会い、新た
な人間関係、信頼作りを出来るよ
うに頑張っています。
稲積様 自分のグループの動員、
新規動員を目指しています！
居酒屋の仕事を辞めて、スリー
ピースが本業になり、時間の管理
が出来るようになったことです。
大きく変わったことは、時間が出
来た事と、収入が大きく変わった
事です。
素敵な仲間がたくさんできまし
た。感謝しております。
■桝井様・稲積様がスリーピース
に出会ってから今までの活動で、
最も心に残っている（嬉しかった
事・楽しかった事）思い出をお聞
かせください。
桝井様 楽しいパーティーなど
色々スリーピースで企画していた
だきましたが、初のコンベンショ
ンは、今までのスリーピースの軌
跡と、稲積さんのプラチナ達成の
スピーチに感動しました。
稲積様 スリーピースで居酒屋を
やめ、大阪コンベンションのリッ
ツ・カールトンでタイトルアップ
の表彰をしていただきグループの
方に喜んでもらえたこと。
こんな自分でもスリーピース一本
で仕事ができ、自分の収入が上が

り、自分のグループの児島さんが
プラチナになったことです。自分
のプラチナカウント中、グループ
の人が私をプラチナにと動いてく
れてたこと。
■ 桝井様へ質問
家事をしながらの両立はどのよう
な事に気を付けていらっしゃいま
すか？
桝井様 ばれないように手を抜
き、片付けはその日のうちに…
料理は時間のある時に作り置き、
買い物は一週間単位でまとめ買
い、適当にやるのがポイントで
す！
■ 稲積様へ質問
活動の際、時間の使い方で気を付
けている点はございまか？
稲積様 朝早く目を覚まし、一日
のスケジュールに目を通します。
予定がなかったら、常に自分で作
り、直アポ、人と会うことを心掛
けています。
２０１６年の抱負をお願いいたし
ます。
桝井様 ２０１６年も、もちろん
元気に、初心を忘れずに、淡々と
スリーピースを伝え続けます
今年もよろしくお願いします。

稲積様 ２０１６年は、自分のグ
ループにプラチナ６人、自分の収
入は年内には２００万円以上！
私は強運です！これも周りの方々
のお陰だと思っております。
今後自分自身をますます磨いてい
きます。
運も実力だと思っています。
２０１６年〝３Ｓ〟目指して頑張
ります。
①スピード
②スマイル
③素直
このことを心がけて１年顔晴り
（頑張り）ます。
よろしくお願い申し上げます。

ブロンズ以上のランク達成者様

ブロンズ会議

桝井様 スリーピースの可能性
と、魅力を伝える。
新規の方に登録頂く事にこだわ
り、相手のお話しをしっかり聞く
様に心がけています。
稲積様 社長に頑張るよりスリー
ピースの仕事は、〝運気をあげて
楽しく一瞬懸命する〟と私はアド
バイスを受けました。
私はこの事を皆さんにお伝えして
います。
また、人は自分が頑張りすぎる
と、人にも頑張れと言ってしまい
ます。
自分の力以上の事は出来ません
が、プレッシャーを大切に楽しん
でいます。
綺麗な言葉、決して怒らないこと
を心がけて活動しています。
■たくさんの方の活動状況の把握
フォローはどのようにしていらっ
しゃいますか？
桝井様 リーダーさんと、月初め
に必ず打ち合わせをして把握して
います。
愛用者さんのフォローも、お茶会
などを開催し交流して行っていま
す。
稲積様 必要以上にアドバイスを
言わないのもフォローだと思って

ランクアップトレーニング

■ブロンズ会議
１月／19：30～
2月／15：30～
3月／15：00～
■ランクアップトレーニング
１月／18：00～
２月／13：00～
３月／13：00～
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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7F 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。

木
土
土

× 稲積 英一

①スピ
②スマ ード
③素 イル
直

talk in the magazine

桝井 瑞枝様

会場
参加条件

3/31

２/27

１/30

!!

interview

新春

ランクアップトレーニング・ブロンズ会議

会員様は無料にてご宿泊いただけます。

本社から
の

お 知ら
せ

ス
ー
ピ
ー
号
リ
日
1
ス
月
1
元日 告掲載!!
広

スタッフから会員の皆様へ

内容は是非、お手にとってご覧下さい。

明けまして
おめでとうございます

☆出張所ご案内☆

ごゆっくりおくつろぎいただけます。

2016年もより多くのお客様に
ご愛顧戴けますよう鋭意努力
いたす所存でございますので
今後ともご指導・ご協力の程よろしく
お願い申し上げます
本年もよろしくお願い申し上げます
スリーピース スタッフ一同

東京出張所

32 階は無料でご宿泊いただけます。
33 階ゲストルームは
￥6,000 ～￥10,000 円でご宿泊いた
だけます。
東京都江東区有明 1-5-1
ブリリア有明シティータワー 32F
●車 1 台可 ●都心 /TDL まで車で 10
分 ●お台場 / レインボーブリッジ / 有
明コロシアムまで徒歩圏内

■ WEB での購入も可能です！

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

info@threepeacegroup.com

にご連絡ください。

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!!

関西出張所

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

追加方法

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！

NB 主宰会社
ランキング

兵庫県尼崎市昭和南通 4 丁目 45-1 8F
●車 1 台可 ● USJ まで車で 20 分
●梅田 / 難波 / 神戸まで電車直通

四国出張所

愛媛県松山市枝松 6 丁目 12-11 3F
●車 1 台可 ●道後温泉 / 松山市中心部
まで車で 5 分
33 階にはバー・スポーツジム・スパ等もございます。

※掲載写真は東京出張所

出張所空室情報

※コミッションからの相殺となります。

※赤印が予約済のお日にちです。毎日変化がございますのでご確認の上お問い合わせください。

東京出張所

12月21日現在のものです

HPの出張所空室情報にて
空室情報確認出来ます!!
詳しい空室状況やご予約は
カスタマーまで

☎ 022-212-1531
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体温が上がれば
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１月号

四国出張所

関西出張所

〜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

体温が上がれば

運気が上がる

１月号

4

ご愛用者対談

歌を聞けば運気が上がる

出口多津子 様
加藤 睦子 様

フコイダンＤＸを紹介され、飲むように
なってから少しずつ元気になってきました。

睦子 様

35

Q

に気をつけています。

A

Q

体温についてお聞きします。
フコイダンＤＸに出会う前から体温に
感心はございましたでしょうか？

34
36.5

36.5

こんにちは。
明けましておめでとうございます。
フコイダンＤＸに出会ったきっかけを教えて
ください。

１月号

33.5

A

出口様 ないです。フコイダンＤＸを
飲 ん で か ら 体 温 が 度 台 だ っ た の に、
常に 度になり内心ビックリしています。

運気が上がる

A

出口様 フコイダンＤＸ健康食品を
知っていると、小谷さんに言われ興味
がわいてきて、知りたいと思いお話しをいた
だいたのがきっかけです。

体温が上がれば

（年末年始・お盆・祝日はお休みさせていただきます）

A

加藤様 体温はあまり気にしていませ
んでした。
今現在体温は、 度～ 度しかありませんが、
フコイダンＤＸを飲んで 度に上がるよう楽
しみに飲んでいます。

5

月～金

加藤様 私はカラオケ店を経営してい
ます。お客様の小谷さんにフコイダン
ＤＸの話を聞かせていただいたのがきっかけ
です。

0120-28-9921 まで

電話相談時間

加藤

出口多津子 様

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。

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？

・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。

出口様 アレルギーや癌の方にお勧め
したいと思っております。

73

消費者相談室

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

Q

A A Q

全国直販流通協会

相談受付時間

A

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
うか？

加藤様 私は今 歳です。同じ年の方、
それ以上の方にもいつまでも元気でい
てほしいと思いますので１人でも多くの人に
飲んで欲しいと思います。
良い商品を紹介してくださり感謝の気持ちで
いっぱいです。

AQ

出口様 今のところは、変化はござい
ませんが継続して愛用していきたいと
思っています。

A

２０１６年の目標をお聞かせください。

※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。

36.5

出口様 フコイダンＤＸをもっと理解
して、飲み続け、体質を改善して皆様
のようにフコイダンＤＸを伝えていけるよう
に頑張ります！

加藤様 いつまでも元気で体温が 度
になるようにフコイダンＤＸを飲み頑
張ります！

A

Q

加藤様 毎日夜が遅く時間との戦いで
す。休む間もありません。
風邪を引きやすく、市販されている栄養剤を
飲みその場を過ごしていました。
ですが、フコイダンＤＸを紹介され飲むよう
になってから少しずつ元気になってきまし
た。

日頃の生活の中で気をつけている事や
気になる事、その事への予防等で何か
していらっしゃいますか？

出口様 薬やサプリメントの科学反応
に不安があるので薬づけや、サプリメ
ントづけにならない様に気をつけています。

35

A

加藤様 体操等をして筋肉をつけ、フ
コイダンＤＸを飲み仕事を頑張るよう

体温が 度台だったのに、
常に 度になり内心ビックリしています。

36.5

A

歌を唄って心も体もリフレッシュ!!

11 月 28 日土曜日に奥山えいじバースデイディナーショーを、
江陽グランドホテルにて開催致しました！
沢山のファンの皆様にお祝い戴きました、ありがとうございます !!
今年は、スリーピースさんにも協賛戴きました、ありがとうございます。
キャンペーン達成者の皆様にもお楽しみ戴きました！
同席していただいた皆様の感想は
「物凄く盛り上がりました ! 楽しかったです !!」
「歌もトークも最高でした」
「毎年楽しみにしているイベントに今年も参加できて嬉しかったです。」
「ＣＤ・お米・栞のお土産、嬉しいです♪」

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

今月のオススメ曲
えんか

「縁

歌」

二人にこの世の 縁あればこそ
たぐりよせ合い 結ばれる
人生の めぐる喜び悲しみを
愛と云う名の 生絆（きずな）に変えて
越えて行きたい 越えて行きたい 幾山河

奥山えいじからみなさんへ
私の好きな言葉に
「今から ここから 自分から」
というのがあります。
この言葉を胸に今年も一年…
共に頑張りましょう。

体温が上がれば

運気が上がる

１月号

8

1２月のお食事会＆セミナー

受付バッチリ！

お越し頂いた皆様、誠にありがとうございます。

高知県

高知でスリーピース！！

たくさんの方にご参加いただきました！

愛媛県
高知県忘年会

昨年も一年ありがとうございました！

今回も
美味しかったです

愛媛県忘年会

おかわりさんのママ☆
いつも美味しいお弁当
ありがとうございます！

受付頑張りました

宮城県
昨年はスリーピースで締めました

昨年一年ありがとうございます！

鳥取県
仙台みんなで大集合 スリーピース！

美味しいお食事
いただきました

富山県

鳥取県忘年会

仙台から由洲希さんも参加しました☆

大阪
お食事スタートです!!

受付も頑張りましたよ～

富山の美女達

広島県
今回も大成功！のセミナーでした！
７

体温が上がれば 運気が上がる

１月号

美味しいお食事でした

大阪忘年会

今回もたくさんのご参加ありがとうございます！

体温が上がれば 運気が上がる

１月号
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