のみ

倉吉市文化活動センター
（リフレプラザ倉吉）第1活動室
鳥取県倉吉市住吉町77ー1 ☎0858ー23ー6095

ュ

原田様、プラチナ獲得おめ
でとうございます。ご感想
をお願い致します。
まずは、ホッとしたのが正
直な感想ですが…
ここ
からが本番。これからがス
タートラインだと思ってい
ます。
順調にランクアップされて
きましたが、活動の様子に
ついてお伺い致します。
主にどこの地域のどのよう
な方とどのように活動され
てきたのでしょうか？
ネットワークビジネスの経
験はある程度、人よりあり
ますが…、特別うまくいっ

た実績もありませんし、スリー
ピースに出逢った半年前は、時間
もなく経済的にも苦しい時期でし
た。仕事をしながらの活動だった
ので、地元を中心として話の聞い
てくれる身近な仲間から始まって
います。
人に伝えに行く前に、糟谷社長と
の出逢い。スリーピースの可能
性。自分自身の可能性。家族への
想い。入学金の為に。半年後はプ
ラチナになる
そんなワクワクした感情、キラキ
ラしたパワーで充満した状態にし
てから、『俺、スリーピース頑張
ろ う と 思 う か ら 、 ２ 、３ ヵ 月 体 温
上がるかどうか製品を試してほし
い 』というお願いと『できれ
ば、一緒に仕事できたらめっちゃ
嬉しいから、社長に会ってやる価
値があるかどうか確認して欲しい
』この二言を、リストアップし
た人に伝えていきましたね～
プラチナまでの道のりでの感想を
教えて下さい。

(*^^*)

な事で家族とケンカになり、ガ
ラステーブルが破壊 その状況で
ＡＢＣに行く時は、かなりしんど
かったです
これもま～～うまくいく過程であ
りビクトリーロードでネタ作りだ
と思い『今』できることをやり、
自分で自分を褒め、ダメなところ
もめっちゃかわいいな～～と自分
で自分をギュッて励ましてました
プラチナ達成をして、大変なこと
ほど、本当に良い思い出になりま
すね。

５月号

お蔭様で現在は、秋田でも食事会
が開催できるようになり、石川県
や、新潟、群馬、千葉、岡山や他
の地域にも、素晴らしい人たちの
出逢いによって輪が広まってきて
ます。スリーピース会員全体が力
を合わせ早急に 会場は食事会を
開催できるようにチャレンジして
いきます。
来期 億に向けて、今年一年挑み
ます

今現在の目標を教えて下さい。

『シンプル』『スピード』『スマ
イル』この『三つのＳ』を大切に
しています。

アップの方やダウンの方より厚い
信用のある原田様ですが、日頃か
ら気を付けている事はございます
か？

(≧▽≦)

会場・時間が決定次第、
フェイスブックにて発表致します。
https://www.facebook.com/threepeacegroupinsendai

８月１日、社長から富山にてプレ
ゼンを受け、有明マンションにタ
ダで泊まれるならと登録（笑）
８月 日、社長と有明マンション
にて、朝の４時まで飲み明かす
楽しかったです。
８月 日、スリーピースをやって
いる人に会ってみようと思い、大
阪にて桝井さん稲積さんと会いま
した。
そして…８月 日よりスリーピー
スビジネスを活動開始宣言しまし
た。
そこから…あっという間の半年
間。されど、いろいろあった半年
間ではありましたが、皆さまのお
蔭でプラチナ達成できました。
本当にありがとうございます
まだまだ、力不足だし、自分のこ
とで精一杯で、周りが見えず時に
は、不快な思いをさせてしまった
方がおられるかもしれません
正直、プレッシャーがなかったわ
けではありません。
時には、しんどい時もあり、で
も、口に出せず、そんな中で些細

平成 28 年５月１日発行

Three Peace

Three Peace co.,ltd
(*^^*)

※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

８月６日開催!!
‼

（平成19年設立）

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

『冷えが万病の元』ひとりでも多
くの方にフコダインＤＸを伝え心
も身体も温め懐も温め（笑）
より素敵な社会にしていきましょ
う。凄いことはアッサリと起きま
す。

原田プラチナより一言お願い致し
ます。

30

※月刊ネットワークビ
ジネス4月号へ、原田
様記事が掲載されて
おります！
ご購入ご希望の方は
弊社カスタマーまで
お問い合わせ下さい。

(≧▽≦)

m(_ _)m

‼33

も
今年
社長birthdayセミナー 開催予定！
日頃より、皆様よりご愛顧戴き
誠にありがとうございます。
６月で株式会社スリーピースは
10年目になります!!
(*^^*)

23

★７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

(*^^*)

６月19日は設立記念日
15

21

食事無し ☆６月５日
（日）13：30〜
セミナー

ビ
タ
ン
イ
ランクアップ

写真はイメージです。

稲積英一プラチナ講演
★７月２日（土）12：00～ 愛媛県男女共同参画センター
愛媛県松山市山越町450番地 ☎089-926-1633

『シンプル』
『スピード』
『スマイル』
この『３つのＳ』を大切にしています。

‼

‼

★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

様（プラチナ達成）

康之

参加費
★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
★５月29日（日）
12：00～ 富山県民会館304号室

12
５月号
運気が上がる
体温が上がれば

ご予約は
お早めに
稲積英一プラチナ講演
★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
稲積英一プラチナ講演
★５月８日（日）12：00～ こうち男女共同参画センター
「ソーレ」研修室3
高知県高知市旭町３丁目１１５ ☎088-873-9100
May

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６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

ー

★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

原田

vol.29
2016

体温が上がれば
運気が上がる

５月

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。

食事会予定
Three Peace co.,ltd
Three Peace

仙台本社の活動
Activity of the Sendai head office

”仲良し仙台グループ”

SENDAI

amico

お客様からの悩みを聴き、時には友達のように寄り添い、皆様に満足いく提供ができるサロンを目指しています!!

hairmake

お勧めコース／水カラー・水パーマ
11

体温が上がれば

運気が上がる

５月号

スリーピース会員証提示で

20％OFF

仙台市太白区長町南4丁目12-16
☎022-397-7404
http://amikobb.com/
営業 平日／9：30～18：30
時間 日・祝日／9：30～17：30

体温が上がれば

運気が上がる

５月号

2

驚きの変化を

実感!!
フコイダンＤＸご愛用者様より
お喜びのお手紙やお写真を
沢山戴いております！
今回はその中から一部、
お写真を公開致します！

※個人的なご感想のもと、ご本人様より戴いたお写真です。

岡山市北区のボディケア＆リラクゼーションサロン BAMBOO（バンブー）です。オールハンドのリンパケアトリートメントを行っています。女性限定・完全予約制のサロンです。

bodycare&relaxation

Bamboo

スリーピース会員証提示での特典

全コース1,000円OFF

ホームページ／bamboo1971.com
3

体温が上がれば

運気が上がる

５月号

■ 岡山市北区西古松1-18-8
大元マンション602号室
■ ☎080-1908-5588
■ 営業時間／10：00～23：00 不定休
■ 受付時間／10：00～21：00

体温が上がれば

運気が上がる

５月号

10

ご愛用者対談

本社から
の

岡田和子 様
山田博子 様
山田博子 様

岡田和子 様
電話相談時間

9

月～金

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

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）

運気が上がる

５月号

Q A

フコイダンＤＸの内容の素晴らしさを
より多くの方々に知ってほしいと思います。

相談受付時間

Q

山田様 友達を誘いやすいです。
誰でも、気軽に誘いやすい。

0120-28-9921 まで

こんにちは。
フコイダンＤＸに出会ったきっかけを教えて下
さい。

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

健康補助食品は以前より、お試しになられた
こと等はございましたでしょうか？
その他中でも弊社製品をお選びいただきました、要
因をお教え下さい。

・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。

岡田様 西條市の秋月さんから教えていただい
たのがきっかけです。

消費者相談室

山田様 岡田さんからの紹介で児島さんに出
会い、お話をお伺いしてからです。

全国直販流通協会

岡田様 以前は他社のＤＨＡ・ＥＰＡ、又他社
のイチョウ葉エキスを飲んでいましたが、フコイ
ダンＤＸに出合ってからは私が求めてしたものがすべ
て入っているので末永く愛用したいと思っています。

岡田和子様の
検査結果の推移

A

フコイダンＤＸをご愛用戴いてから、変化等
ございましたらお教え下さい。

!!

A Q

健康について、気を付けている事が御座いまし
たら教えて下さい。

▼

山田様 お通じが大変よくなりました。

A

A Q A A

山 田 様 今までいろいろ情 報はいただきまし
た。一回だけお付き 合いで他 社の健 康 補 助 食
品を飲んだことあります。ですが、飲み続けたのは、
フコイダンＤＸだけです。糟谷社長が素敵だから。
遠い所から、田舎の高知へ来て下さるから、飲み続
けます。いつも、有難うございます。

岡田様 「台所は薬局、食物は薬」
栄養のバランス、そして運動・睡眠は健康の三
要素であること。
フコイダンＤＸの内 容の素 晴らしさをより 多 くの
方々に知ってほしいと思います。

▼

岡田様 毎月いくら努力しても下がらなかった
コレステロールがフコイダンＤＸを飲み始めて
から病院の検査結果でグレグレ下がっていること。
そして冷え性だった私は、毎年冬になると外出時は
貼るカイロの大を背中に２か所、両太もも２か所、
両足の甲に小さいのを２か所計６か所も貼って行か
なければならなかったのですが、今年は全然貼らず
に冬を過ごすことができました。
又、腸内環境は良くなった事を実感しています。

お食事会へご参加された事は御座いますか？
ご参加されてのご意見ご感想をお願致します。

山田様 フコイダンＤＸに出会って健康につい
てより考えるようになりました。
フコイダンＤＸをこれからも末永く愛用します！

個人的な感想になります。

岡田様 毎回、参加させていただいています。
沢山の方々との交流できますし、皆さん大変
喜んで下さいますので、大変嬉しいです。

※製品を使用しての体感等は、あくまでも

毎月いくら努力しても
下がらなかったコレステロールが…

A Q A

お 知ら
せ

富山県 松浦加寿彦ゴールド

ＦＡＸ受付番号

一般社団法人

掲載!!

月刊ネットワークビジネス

バックナンバー

見逃してしまった記事は御座いませんか？
バックナンバーの購入も可能です。
詳細は、月刊ネットワークビジネスをご覧下さい。
http://www.network-b.com/

3月29日

６月号へ弊社広告掲載決定!!

全国書店で
好評発売中！

内容は是非お手にとってご覧ください。 全国の書店にて（税込）620円

日本流通産業新聞
2016年3月31日号

スリーピース記事掲載！
訪問販売・健康食品ランキングにも
ランクイン!!!

ＷＥＢで投稿！

月刊ネットワークビジネス・ランキング
ＮＢ主宰会社ランキングへスリーピースランクイン!!!
ご投票いただきました皆様、ありがとうございます。

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!!

NB 主宰会社
ランキング

〜投稿方法〜

投票受付中の質問テーマ

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。

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

月刊ネットワークビジネス 5月号

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

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

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

広告も大きく掲載して戴きました!!

内容は、是非お手に取ってご覧下さい☆

最新情報、お食事会の様子等
スリーピースショールームにてご覧いただけます。
ご覧の際は是非いいね！を☆

いいね!

https://www.facebook.com/threepeacegroupinsendai

体温が上がれば

運気が上がる

５月号

4

■こんにちは。
まず始めにスリーピースの魅力を
お聞かせ下さい。
太田様 国産にこだわった７つの
栄養素のブレンドが独自で、無添
加・安全な事。
そして日本人の心身を温かくした
い社長の思いがたくさん詰まって
いるところです。
辻本様 一言でいうと社長の魅力
です。
また、フコイダンＤＸはすごいで
す！ＤＨＡ・ＥＰＡのお蔭で性格
が穏やかになりました。イチョウ
葉エキスで若返りｅｔｃ…（笑）
身体にたくさん良いことが起こっ
ています！
糟谷社長ありがとうございます！
今後ますます良いことがある様な
予感がします。エヘヘ（笑）
■ビジネス活動をされるキッカケ
となった事等御座いましたらお教
え下さい。
太田様 稲積プラチナから勧めら
れて、義理で登録しました。
当初は、他社製品も飲んでいて、
何人かの友人からも数々のネット
ワークビジネスに誘われていまし
た。セミナーも参加しましたが全
く捉えることは出来ませんでし
た。
スリーピースをビジネスとして捉
えることが出来たのは、社長の考
え方や理念、ユニークな発想が他
社とは違ったこと。トップリー
ダーである桝井さんの温かさや、
シンプルな捉え方、そして一番は
稲積プラチナがスリーピースに出
逢って、ビジネスを諦めることな
く、変わっていったことです。

■ネットワークビジネスの魅力を
お教え下さい。
太田様 自分が商品を愛用するだ
けで、いつでも、どこでも自分の
スタイルでビジネス展開ができ、
多くの収入がいただける可能性が
あります。
そして、人との出会いでコミュニ
ケーション能力が高まり学ぶこと
が多く、人生に役立つことがたく
さんあります。
辻本様 毎日笑いに囲まれなが
ら、コミッションもいただけて楽
しいです。明るい未来の希望が持
てます。
■活動をしていて、相談等乗って
下さる方はいらっしゃいますか？
又、一緒に活動されている方とは
どのような頻度で連絡を取られて
いらっしゃいますか？
太田様 桝井さん、稲積さんと
は、ほぼ毎日電話、ラインで連絡
を取り合っています。
問題等があれば、すぐに報告して
的確なアドバイスで 勇気、元気
をいただいています。
そしてグループの方とは自分から
会いに行くように心がけていま
す。

切に〟と言われています（素直、
スピード、スマイル）の大切さを
教えていただいています。
また、たくさんの仲間からの激励
やアドバイス、何よりグループの
皆様から、いつも新たな気づきを
いただけ、とても感謝しておりま
す。
■スリーピースをお伝えの際に、
商品等でのお勧めポイントがござ
いましたら教えて下さい。
太田様 まず、自分のフコイダン
ＤＸを飲んでの体感、勧めた方の
喜びの声などをお伝えして、私が
糟谷社長に出会って運気が上がっ
たこと、私の思いを伝えていま
す。
そして、スリーピースの将来性・
可能性をお話ししています。
辻本様 株式会社スリーピースの
商品は誰にでも対象になる、共通
項目がたくさんあると思います。
というのは、体温は基本だからで
す！社長がおっしゃる「体温が上
がれば運気が上がる」の意味の奥
深さが、やっとわかってきた様な
気がします
■ご意見ご感想をお願致します。
太田様 私のモットーである
『いつも明るく 楽しく 元気よ
く』たくさんの仲間作りをしてい
きます。
そして自分が出来る事を一生懸命
頑張ります
辻本様 株式会社スリーピースの
セミナーや表彰であるコンベン
ションを見て、ビジネスの熱意が
感じられ、ますます〝頑張ろう〟
と思いました。
被災を乗り越え、どんどん大きく
なっているスリーピースの波に
乗っていきます。
これからもよろしくお願いいたし
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。

ブロンズ以上のランク達成者様
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運気が上がる
体温が上がれば
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☎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

お問い合わせは

（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
5月／15：00～
6月／15：00～
7月／15：00～
■ランクアップトレーニング
５月／13：00～
６月／13：00～
７月／13：00～

こんにちは 奥山えいじです。

辻本様 はい
特に桝井プラチナの的確なアドバ
イスやご配慮、紹介者の稲積プラ
チナとはビジネスというより仲良
く毎日、連絡を取り合い、状況の
報告、連絡、相談でスリーピース
の活動をしております。
ビジネスの活動をする上で一番大
切なメンタル面でとてもプラスに
なります。いつもあつかましく、
謙虚にと言われているので、遠慮
なく相談しています。回答、解決
がとても早いです。何があっても
順調だそうです。
「大丈夫、大丈夫」は魔法の言葉
だそうです
口癖は「ついてる～」〝笑顔を大

土
火

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

日

参加条件は下記の通りとなります。

会場
参加条件

7/31

ブロンズ会議

P R O F I L E

〜テイチクエンタテインメント〜

☆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

6/25

(^O^)

!!

■ＹＢＣラジオ「918ＫＨz」■毎週/日曜18：10〜

♪ えいじのみちのく春夏秋冬

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!!

5/31

運気が上がる
体温が上がれば

5

m(_ _)m

そんな美しい村はないか
どこかにそんな村はないか
山形 『やまがたアートステージ』
放送

水車がガタゴト音をたて
子供たちの声がはずむ
朝日はゆっくり顔を出し
夕日はのんびり山に隠れる

2016年４月３日より ON AIR

作曲：横澤 芳一
作詞：あおき ふみお

辻本様 私はドロドロ血液だった
ので、身体に良いと思ってフコイ
ダンＤＸを飲むだけ（愛用者）と
当初思っていたのですが、何故
か？気が付いたら自然とビジネ
スをしていました。最近ではセミ
ナーの司会までさせていただいて
おります！（笑）

(^o^)／

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

待ちにまったＧＷに突入しました。
長いお休みの方だと、１０日間という人もいらっしゃるのでは？
楽しみ方は人それぞれ…たっぷり満喫してくだい。
私といえば…春祭りのシーズンという事もあり
屋外ステージや健康ランドなど、飲めや歌えやの席で歌うことが
多くなって参りました。
演歌歌手という事もあってか、お客様はどうしても自分の親父やお袋の世代が
多くその時代の曲を会場によって交えながら歌っております。
「かえり船」・
「りんご村から」はしっとりと…
「チャンチキおけさ」などテンポのいい曲はお手拍子をいただきながら賑やかに。
そして祭りと言えば、ご存知、さぶちゃんの「まつり」で元気よく !!
皆さんも時間のある時は、カラオケでリフレッシュしてみてはいかがですか？
歌はあなたを元気にしてくれるはず…
(^O^)

歌を唄って心も体もリフレッシュ!!

様

太田 愛子様

美しい村

Yumi
Aiko

歌を聞けば運気が上がる

× 辻本 由美

interview

奥山えいじ 今月のおすすめ曲

運気が上がる

2016.3.27

たくさんのご参加ありがとうございます。

７

体温が上がれば 運気が上がる

５月号

体温が上がれば 運気が上がる

５月号

６

