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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。

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）
■入場／12：30 ■開演／1：00

■会場／ホテルグランテラス富山

「瑞雲の間」（旧：名鉄トヤマホテル）

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」

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

次月4月号にコンベンションのお写真を掲載いたします!!

★３月２日（水）11：00～15：00 愛媛県ひめぎんホール
愛媛県松山市道後町2丁目9-14 ☎089-923-5111
★３月13日（日）12：00～ 稲積英一プラチナ講演
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り2丁目7-16 ☎06-6487-0800
★４月２日（土）12：00～ 松山コミュニティセンター
松山市湊町７丁目５番地 ☎089-931-3304
★４月５日（火）12：00～ サザンシティーホテル
高知県南国市明見933 ☎088-863-0888

第４・５会議室

アンジェブラン

参加費
無料 !!

ご予約は
お早めに

★４月10日（日）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り2丁目7-16 ☎06-6487-0800
★５月７日（土）11：00～15：00 ひめぎんホール
愛媛県松山市道後町2丁目5-1 ☎089-923-5111
★５月12日（木）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り2丁目7-16 ☎06-6487-0800

写真はイメージです。

※最新情報はホームページよりご確認ください。

体温が上がれば
運気が上がる
平成 28 年３月１日発行

３月号

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

３月号

12
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勉強会

説明会

大阪府中央区東心斎橋2-5-4
リップルトップルセンタービル3Ｆ

☎080-1496-1655
3
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ご愛用者対談

２月29日発売
月刊ネットワーク
ビジネスに

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

!!

!!

原田康之様 掲載!!
内容は是非お手にとってご覧ください。書店/定価620円
特集

1
特集

2

売上高ランキング2016 速報版

ここ数年、日本のネットワークビジネス市場は約1兆円規模で安定しているものの、一方で力強い成長に
欠けるといわれます。しかし、高い増収率を示す企業も現れています。2016年は復活の1年となるに違い
ありません。変動の予感に満ちた最新の売上高ランキングをお届けします。

2016年 業界大予測

特集

ネットワークビジネス業界にとって2016年は、どの
ような1年になるのでしょうか。今回は、本誌編集部
と有識者9人が16年の業界を大胆予測するPart1
と、主宰企業52社の戦略を一挙紹介するPart2
の、2部構成でお届けします。これを読めば、16年の
“攻め方”が分かる!

3

トップリーダーの渾身トレーニング! 後編

本誌2016年2月号に引き続き、トップリーダーによ
る渾身のビジネストレーニングを開講します。今回
は、ビジネス歴25年以上の経験を誇る、ベテランの
男性リーダー2人が特別講師です。主宰企業の選び
方や、ビジネスにかける時間と労力についてなど、
成功するための考え方がたっぷりと詰まっています!

月刊ネットワークビジネス ＷＥＢランキングＮＢ主宰会社ランキングに

株式会社スリーピースがランクイン!!
http://www.network-b.com/ ご投票戴きました皆様、有難う御座います。

投票受付中の質問テーマ
社長の好感度 No.1 の NB 会社は？

メールやＦＡＸによる相談も、お気軽にお寄せください。
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３月号にスリーピース大きく掲載!!
に
ング イン
ンキ
ク
ン
★ラ
ラ
ス
ー
ピ
ー
リ
ス

３月号

Q

体重も減り、現在もそのままスリムを
キープできているのは凄いです。

運気が上がる

こんにちは。
フコイダンＤＸに出会ったきっかけを
お教え下さい。

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

Q

フコイダンＤＸに含まれている〝ヌル
ヌル成分〟等は以前よりご存知でした
か？
又、 フ コ イ ダ ン Ｄ Ｘ に 含 ま れ る 成 分 で 気 に
なっている・魅力的な成分は御座いますか？

電話相談時間

月～金

A

前迫様 フコイダンＤＸをご紹介いた
だく前から知っていました。
魅力は、イカスミやピペリン等聞きなれない
成分もあり、こだわりを感じます。

0120-28-9921 まで

A

前迫様 日頃から健康には気をつけて
いて、水本さんに出会ったときは３種
類のサプリメントを飲んでいました。フコイ
ダンＤＸの話しを聞いて、ひとつでＯＫだし、
手軽に飲める。また勧められた当時体重が増
える一方だったので、
「痩せそうだ！」と思
いすぐに愛用しました。

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。

Q

呉山様 フコイダンＤＸを紹介いただ
くまで知りませんでした。
また、フコイダンと特にマグロからのＤＨＡ・
ＥＰＡは魅力的です。

・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。

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

呉山様 以前から健康の話しには関心
がありましたので、水本さんから「と
ても良いものがある」とお話があり、海藻と
お魚が主成分だという事も気に入り、すぐに
愛用しました。

消費者相談室

相談受付時間

A

最後に、スリーピースのお食事会につ
いてお伺い致します。
お食事会へはご参加戴いた事は御座いますで
しょうか？
ご参加されたご感想をお教え下さい。

A

フ コ イ ダ ン Ｄ Ｘ を ご 愛 用 頂 い て か ら、
変化等御座いましたらお教え下さい。

A

A Q

前迫様 お弁当も美味しく、和気あい
あいのおしゃべり、体感も聞けてとて
も良い食事会だと思います。

呉山様 美味しいお弁当をいただきな
が ら、 参 加 の 方 の 意 見 が 聞 け る こ と。
和やかな雰囲気で大変良いと思います。

その他ご意見ご感想が御座いましたら
ご記載をお願い致します。

A Q

前迫様 冷え性で冬は特に手足が冷た
かったのが次の日には身体も温かくな
り、夜はぐっすり眠れるようになりました。
体重も減り、現在もそのままスリムをキープ
できているのは凄いです。

呉山様 便秘気味だったのがすぐに改
善しました。美肌効果もあると実感し
ています。毎日元気にお仕事ができてありが
たいです。

A

普段の生活で気を付けている事（健康
への意識）は御座いますか？

前迫様 国産で安心して飲めるのが一
番です。
周りの方にもまたお伝えしたいです。

個人的な感想になります。

呉山様 今後も愛用していき、周りの
方にお伝えして行きたいと思います。

A

前迫様 規則正しい生活と食事も３食
きちんとを心がけています。

呉山様 早寝早起きの習慣はずっと
守っています。

※製品を使用しての体感等は、あくまでも

便秘気味だったのがすぐに改善しました。
美肌効果もあると実感しています。

A A Q

の
前迫さつき 様

呉山実佐緒 様

前迫さつき 様
呉山実佐緒 様

全国直販流通協会
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本社から

NB 主宰会社
ランキング

「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

facebook にて最新情報、お食事会のお写真等掲載 !!
Facebook ご登録の方は是非 “ いいね ” を☆
https://www.facebook.com/threepeacegroupinsendai
体温が上がれば

運気が上がる

３月号
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エレジー

〜北の哀歌〜
■スリーピースをお知りになっ
たきっかけを教えて下さい。
上様 スリーピースは初耳でし
たが知り合いの方から体温を上
げる製品とお聞きして飲み始め
ました。
期待以上に身体が温かくなるの
で知り合いにもおすすめしてい
ます。
小山様 去年の秋に大腿骨を骨
折し 日間入院して退院後体
力がなく、困っている時に上さ
ん、原田さんを通じ尊敬する奥
野さんからスリーピースのお話
を聞き飛びつきました。
現在 歳ですし、健康が第一な
ので感謝しています。
■ビジネスを始められたきっか
け・決め手をお教え下さい。
上様 正直ネットワークビジネ
スは向いていない性格ですが製
品をおすすめした方が飲まれて
すぐにボーナスがあり驚きまし
た。
また自分のおすすめした方の収
入がそのまま ％自分の収入に
なるので お互いに 感謝の心
で お繋ぎできるのは スリー
ピースの最も好きなところで
す。
小山様 フコイダンＤＸがカプ
セルで持ち運びも軽く、認知症
の人にも勧めやすく、〝体温が
上がれば運気が上がる〟キャッ
チフレーズに感動しアップの皆
様が素晴らしく生涯現役で出来
るビジネスと思ったのが決め手
です。
■今後の目標をお聞かせ下さ
い。

上様 業界で大注目の中、３月
２７日に開催されるコンベン
ションです。
スリーピースの歴史でも大事な
日になると思います。
是非沢山の皆様にその瞬間を見
て確認して戴きたいです。
フコイダンＤＸの良さ以外にス
リーピースは社長を中心にアッ
プの皆さんの真面目さ暖かさを
感じていただけると嬉しいで
す。
私たちのリーダーの原田さんも
その一人です。とても面倒見の
良い方で 尊敬しています。
皆で 協力して盛り上がってい
きたいですね。
会場でお気軽にお声かけて下さ
いね。

■３月２７日のコンベンション
開催へ沢山の方のご来場をお待
ち致しております！
コンベンションの内容で、楽し
みにされている事は御座います
か？
コンベンションに向けて何か活
動の変化（意気込み）等御座い
ましたらお教え下さい。

小山様 スリーピース・フコイ
ダンＤＸをもっと理解して共通
の話題で仲間作りをしてプラチ
ナに挑戦します。

で収入を得て全国の皆さまにス
リーピースの良さをお伝えする
ことを 今後の目標にします。

※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。

小山様 小山さんに出会えてよ
かったと思われるよう真心を込
めてフォローし、今後も沢山の
方を笑顔にしていきたいと思い
ます

上様 体温が上がる製品です。
どなにも必要で喜んでいただけ
るフコイダンＤＸです。
今後もお知り合いの皆様にお声
かけして広めていきたいと思い
ます。

■その他、ご意見ご感想をお願
致します。

小山様 サプリメントで軽く体
温が上がり、運気が上がる素
敵なお仕事で健康と経済と仲間
作り。生涯現役で仕事が出来る
事。皆さんにお伝えして喜んで
いただけると信じています。素
直で健康で仲間作りが大好きな
人にお伝えしたく思います。

上様 スリーピースの魅力は何
と言っても 糟谷社長の人柄と
ビジョンですね。
お会いしていない方は是非富山
のコンベンションにて糟谷社長
の人柄とビジョンを感じて戴け
ると嬉しいです。
また会社がお食事会を開いてく
れるのもありがたいですね。

■スリーピースビジネスの魅力
等ございましたら、お教え下さ
い。
又、どのような方に（サプリメ
ント／ビジネス）勧めて行きた
いとお考えになられております
でしょうか？

Ｘを通じて仲間作りを頑張りま
す。

皆さんこんにちは 奥山えいじです。
寒さが和らいできました。
春はすぐそこまで…と感じる今日この頃です。
今回掲載した写真は２月13日に開催されたファンクラブ
主催のイベントの様子です。県内外から70名を超えるお
客様にご来場いただき、第１部は奥山えいじ新春ライブと
題し、
１時間あまりオリジナル曲はもちろんのこと、民謡や
ナツメロなど…トークを交えながら盛り上がりました。
第２部は、皆様とワイワイ食事やドリンクを交わしながら
の懇親会。また、カラオケコーナーもあり多くの方に歌唱
していただきました。
来月４月からはファンクラブも７期目に入ります。
ご興味のある方は、是非事務局までご連絡いただければ
幸いです。

小山様 私の住んでいる富山県
の有名なホテルグランテラスで
開催というだけでわくわくしま
す。
立派なホテルで社長のステー
ジ。スリーピースの皆様のお陰
だと感謝しています。
全国の同じ目的を持ち、学びな
がらビジネスができる仲間作
りは大好きです。フコイダンＤ

☎022-263-0663
奥山えいじファンクラブ事務局
〒980-0014 仙台市青葉区本町1丁目14-17-3Ｆ
ブロンズ以上のランク達成者様

P R O F I L E
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作曲：徳久 広司
作詞：槙 桜子

上様 まずは自分の地元富山県
の皆さまで健康になって皆さま

（カラオケの種類によって異なります）

ランクアップトレーニング

■ブロンズ会議
3月／15：00～
4月／13：00～
5月／15：00～
■ランクアップトレーニング
３月／13：00～
４月／13：00～
５月／13：00～

３月号
運気が上がる
体温が上がれば

5

金
木

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

火

参加条件は下記の通りとなります。

会場
参加条件

5/31

お問い合わせは

☆はぐれ雪虫 ☆旅の空
☆三年め ☆そして、ありがとう
☆北の哀歌（エレジー）
☆お酒がしみる
☆走れ魚トラ東北道
☆美しい村 ☆薫る雨
☆縁歌 ( えんか ) ☆夢・青春！
☆世直し演歌

4/29

ブロンズ会議

カラオケ配信曲
奥山英治
19 ※※年 11月 28 日（射手座）
山形県尾花沢市 ～雪とスイカと花笠のまち～
㈱スリーウッド・プロデュース 東京都杉並区
1994年 ふるさと華神興（日本クラウン）
2008年 『お酒がしみる』
『薫る雨（Ｃ / Ｗ）
』徳間ジャパン
2010年 『北の哀歌』
『美しい村（Ｃ/ Ｗ）』テイチク移籍 第１弾
2013年 『三年目』『そして、ありがとう（Ｃ/ Ｗ）』テイチク移籍 第２弾
2015年 8 月19 日「はぐれ雪虫」
「旅の空（C/W）
」発売 !!

3/31

50

本
名		
生年月日
出 身 地		
所属事務所
デビュー
メジャーデビュー
		
		
新
曲		

ランクアップトレーニング・ブロンズ会議

身の丈ちかく 雪が降る
故郷は 線路(みち)の果て
九年（くねん）数えた 都会（まち）の暮らしに
別れを告げるベルが鳴る
後ろ髪引く 思い出ならば
胸のすき間に埋めりゃいいさ
軋（きしむ）明日に 身をゆだね
北へ北へ、北へ北へ…揺られる夜汽車
100

歌を唄って心も体もリフレッシュ!!

様

上 雅一様

82

歌を聞けば運気が上がる

× 小山 佳子

interview

今月のオススメ曲

２月のお食事会＆新年会
たくさんのご参加ありがとうございます。
お食事スタートです！

岡山

OKAYAMA

たくさんのご参加ありがとうございます。

高知

稲積プラチナによる講演

会場には溢れるほどの参加 !!

KOCHI

仙台

SENDAI

美味しく楽しいお食事会でした！

富山

富山セミナースタート

TOYAMA

成
ルバー達
シ
様
田
原

!!
ざいます
ご
う
と
おめで

稲積プラチナ講演とても盛り上がりました !!

大阪

今回もたくさんの方のご参加ありがとうございます。

原田シルバーのお祝いに200名
の方が参加しました。

仙台から由洲希さんの参加☆

OSAKA

大阪セミナー

原田シルバーによる講演
おいしいお弁当ご馳走様です☆

７

体温が上がれば 運気が上がる

３月号

愛媛
EHIME

体温が上がれば 運気が上がる

３月号

６

