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April

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。

★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
食事無し
セミナー

のみ

体温が上がれば
運気が上がる

2016

食事会予定

第４・５会議室

★４月３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
倉吉市住吉町77ｰ1 ☎0858-23ｰ6095
★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

アンジェブラン

★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
★４月23日（土）12：00～ 福島市民会館
福島市霞町1-52 ☎024-535-0111

会議室501

★４月24日（日）12：00～ フォレスト仙台 第2会議室
仙台市青葉区柏木1-2-45 ☎022-271-9340

ご予約は
お早めに

★4月29日(金)12：00～ 富山県国際会議場 2F
富山県富山市大手町1番2号 ☎ 076-424-5931
被災地を見に行きました

名取市閖上に行きました

参加費

★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

富山県

松浦 様ご夫妻
& 小山佳子 様

スリーショット

本社見学 2 日目！スリーピース

12月キャンペーン達成！本社見学ご招待！
お越し戴きありがとうございます!!

無料 !!

★６月４日（土）12：00～ ひめぎんホール 13会議室
愛媛県松山市道後町2丁目5-1 ☎089-923-5111
★６月12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
★６月19日（日）12：00～ フォレスト仙台 会議室5・6
仙台市青葉区柏木1-2-45 ☎022-271-9340

2 月 20 日に開催された仙台のお食事会に
ご参加戴きました！

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。
宮城県を観光しました！

体温が上がれば
運気が上がる
平成 28 年４月１日発行
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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
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仙台本社の活動
Activity of the Sendai head office
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2016「創業10年目に向けて」
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・ビジネスマニュアル

・会員登録申請書 ・個人情報保護方針 ・概要書面
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今村昭子 様

運気が上がる

こんにちは。フコイダンＤＸに出会ったきっ
かけを教えてください。

今村様 何年前になるのでしょうか？
桝井さんと初めて出会ったときはスタイルの
良い上品な方との印象を受けました。２年たって
少し太られたようでしたが、すぐにもとの体型に
戻っていました。どうしてなのか、何を飲まれて
いるのか、しつこく尋ねました。
桝井様から、体温を上げる事の大切さ、スリー
ピースをお聞きし登録しました。
荒井様 ７年前に大阪新阪急ホテルで、社
長、桝井さん、今村さんとお会いしました。
フコイダンは生まれて初めて聞く栄養素でしたの
で興味を持ったのがきっかけです。
フコイダンＤＸに出会ってからよかったと思
う体感や変化はございましたでしょうか？

今村様 体温は常に 度以上ありますし、体
重は６㎏減を維持しています。
母が今の私の年齢の時には、癌で入退院をしてい
ましたが、私は今のところ元気でカラオケ店を休
み無しで経営させていただいています。
荒井様
年来の喘息で年に３回位、風邪引
きで２～３日寝込んでいましたが、今は体温
度から 度～ 度になり、本当に元気になりま
した。フコイダンＤＸのお陰です。
健康維持の為になさっていることはございま
すでしょうか？
今村様 体温と体重の維持をして元気で笑顔
でいることです。
荒井様 ヘアースタイリストですので、大勢
の方の容姿を正確に整える為、関節がしなや
かになる様、５年前より気功を学んでいます。
お食事会についてお伺いいたします。お食事
会へは参加いただいた事はございますでしょ
うか？
参加されてのご感想を教えてください。

コンベンションオリジナルグッズ

荒井様 大阪でのコンベンションと今年の尼
崎の新年会に参加させて頂きました。
各リーダーの親切な心配りに感心いたしました。
また、社長に会えて嬉しかったです。

今村様 食事会は時間的に参加出来ていませ
んが、ニューオオタニでのセミナーには必ず
参加させていただいています。
その際、息子のお店のオードブル・お弁当をご利
用していただきありがとうございました。

体温は常に 度以上ありますし、体重は
６㎏減を維持しています。

購入方法

荒井睦雄 様

32名の方が受講し、合格されました。
表彰の様子は5月号で！

フコイダンＤＸはいつもどのタイミングでお
飲みになられておりますでしょうか？
また、長くご愛用いただいておりますが、継続す
る大切さ、ヒケツを教えてください。
今村様 毎朝食事前に一杯の水と一緒に飲ん
でいます。
荒井様 朝食後、髭剃りの後！今日一日これ
でスタート！一生愛用すると決断！を守る。
それは私の細胞が喜ぶから！
その他ご意見ご感想等ございましたらお願い
申し上げます。
今村様 健康で元気にカラオケ店を営業でき
るように、今後もフコイダンＤＸを末永く愛
用させて戴きたいと思っております。
荒井様 約７年間まじめに愛用させていただ
いてきましたが、今後は大切なお客様も少し
積極的にお伝えしようと決めました。
それはサロンのスタッフの山下さんが「何を隠れ
飲んでいるのですか？私にも教えてください。」
と言われ紹介したことがきっかけで愛用者になっ
てしまったのです。
こんな素晴らしい感性のスタッフ見たこと無いと
驚きました。
その後、大切なお客様で気功の仲間、田川さんも
登録されました。このお２人の方に３つのピース
を味わっていただくことが私の責任だと思ってい
ます。

個人的な感想になります。

朝食後、髭剃りの後！今日一日
これでスタート！一生愛用すると決断！
※製品を使用しての体感等は、あくまでも
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開催の様子は、5月号へ掲載いたします！
〒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）

電話相談時間

全国直販流通協会について

0120-28-9921 まで

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

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。

2016.3.27

・袋
運気が上がる

03-3661-5880

R 第三期生
体温管理士○

資格認定講座

体温上昇

・ボールペン
一般社団法人

３rdコンベンションin富山にてお渡しいたしました!!
・クリアファイル

・シール

3rdコンベンションin富山

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。

合格おめでとうございます !!
A

A

・タオル
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。

ＦＡＸ受付番号

support@cyokuhankyo.ne.jp

メール受付アドレス

消費者相談室

内容は是非お手にとってご覧ください。
書店 / 定価 620 円
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一般社団法人
月～金

相談受付時間

36,5

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

※ 5 冊のご注文より
送料無料でお送り
いたしております
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お 知ら
せ

今村昭子 様
荒井睦雄 様

全国の書店または
カスタマーにて
35,6

の

月刊ネットワーク４月号
原田康之プラチナ 掲載!!
本社から

ご愛用者対談

interview

井上 育子様

× 森 成太

歌を聞けば運気が上がる

様

歌を唄って心も体もリフレッシュ!!
奥山えいじ 今月のおすすめ曲

はぐれ雪虫

ています。
メンバーやグループでお互
い高め合って、コミュニ
ケーションを取る場として
も活用しています。

ています。
「笑顔」
「共通点」
「その人のカラー（個
性）」「ニーズ」
をコミュニケーションを取
る上で大切にしています。

■スリーピースの魅力をお
聞かせください。

井上様 商品の信憑性もあ
り、初めてビジネスする方
にも活動しやすいビジネス
形態がとられているところ
です。

森様 ひとり、ひとりの想
いと笑顔を大切にしている
ところ。
なにより…社長の魅力

■今後の目標をお聞かせく
ださい。

井上様 フコイダンＤＸの
良さを全国に広めると共
に、身体・経済の面でプラ
スを目指します。
また一緒に頑張るメンバー
の目標達成を手助けして行
きたいです。

森様 ８月６日の仙台コン
ベンションに向けて、とこ
とん盛り上げてまずはシル
バー、ゴールドに上がりま
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。

ランクアップトレーニング・ブロンズ会議
4/29
金

5/31
火

■ランクアップトレーニング
４月／13：00～
５月／13：00～
６月／13：00～
5

体温が上がれば

6/25
土

■ブロンズ会議
4月／13：00～
5月／15：00～
6月／15：00～

運気が上がる

４月号

参加条件
参加条件は下記の通りとなります。

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

白い雪虫 どこまで跳んだ
はぐれて郷里(ふるさと)恋しがる
肩にとまる風花 ぽつんとひとつ
帰りたい 帰ろかな
北国の 日暮は早い…
やけに聞きたい 郷(くに)なまり

■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。

■スリーピースビジネスを
していてやりがいを感じる
ときはどのような時でしょ
うか？

井上様 自分始め、ビジネ
スをしているメンバー達が
変わっていくところを見ら
れるところです。

森様 多くの方々とお話さ
せていただく中で「将来は
不安だらけ」と言っていた
方が、スリーピースのご縁
のおかげで「毎日が明る
く、楽しいです」
「スリーピースと森くんに
出逢えて感謝です」と言っ
ていただけたことが一番嬉
しく、やりがいに繋がって
います。

■フコイダンＤＸ、スリー
ピースを伝える活動の中
で、気をつけている事、力
を入れている事はございま
すでしょうか？

井上様 素敵な商品、ビジ
ネスなので、誤解されて伝
わらないように気を付けて
います。

森様 一番は、お会いした
方に「また会いたい！」と
言ってもらえるように努め

!!

井上様 元々冷え性で、３
年前からお世話になってい
る阿部さんから、 飲
｢ んでみ
ない？ と
｣ 言われて、お話を
聞きに来たのがきっかけで
す。

森様 以前携わっていた
ネットワークビジネスで、
お世話になっていた阿部さ
んからお話をいただきまし
た。その時に、本社で糟谷
社長にお会いしスリーピー
スの登録をしました。

■本社の活用についてお伺
いします。
どの位の頻度で活用してい
ますか？
また、本社は主にどのよう
な目的で活用なさってい
らっしゃいますか？

井上様 本社は、初めてス
リーピースの話を聞く人の
セミナーの場として使った
り、ビジネスを頑張ってい
るメンバーとのコミ二ケー
ションの場として使わせて
頂いております。

森様 その時の状況にもよ
りますが、週３日・４日は
活用させていただいていま
す。
主にセミナーや、ミーティ
ングで活用させていただい
!!

会場
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

作詞：槙 桜子

作曲：徳久 広司

桜舞い散るお花見の時期となりましたが・・・
皆さんお変わりなくお過ごしでしょうか？
今回の写真は、２月末に鹿児島県鹿屋市にて開催されました
ファンクラブ鹿児島支部の発足記念歌謡ショーのものです。
一部はファンクラブ会員の中から８名が歌われ、
二部には「奥山えいじオンステージ」にてご来場の皆さんと共に
笑いと感動の渦の中のひとときを楽しみました。
そして、宮崎県西都市でのステージ、鹿児島市内、
南九州市、指宿市でのキャンペーン・・
・手応えを胸に帰ってきました。
これからも様々な場所で、
“奥山ワールドの花を咲かせたい”と
思っております。
あなたの街にお邪魔の際は、
live ステージに是非足を運んでください。
お陰様でファンクラブも今月より７期目に入りました。
ただ今会員募集中！！です。

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		

P R O F I L E

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 『三年め』『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!!

お問い合わせは

カラオケ配信曲

☆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

（カラオケの種類によって異なります）

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

☎022-263-0663
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３月のお食事会

大阪

たくさんのご参加ありがとうございます。

OSAKA
スリーピース！
美味しいお弁当ご馳走様です☆

富山

大勢の方が集まりました！
富山から松浦夫婦にご参加
いただきました。

TOYAMA

仙台

SENDAI

たくさんのご参加ありがとうございます！

鳥取

TOTTORI
初！秋田お食事会！ 大盛況

秋田
AKITA

稲積プラチナセミナー
お弁当を作ってみなさんで
いただきました

福島

FUKUSHIMA

稲積プラチナ顔晴りました！

今回も楽しいお食事会でした！
７
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