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体温が上がれば
運気が上がる

vol.30

６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。

★６月４日（土）12：00～ ひめぎんホール 別館13会議室
愛媛県松山市道後町2丁目5-1 ☎089-923-5111
のみ

食事無し ★６月５日
（日）13：30〜
セミナー

June

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

のみ

食事無し ★６月12日
（日）
13：30～
セミナー

株式会社 スリーピース

Three Peace

食事会予定

設立9周年

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
★６月26日
（日）12：00～16：00 岡山ふれあいセンター２階 第1研修室
岡山市中区桑野715-2 ☎086-274-5151 講師は稲積英一platinum

ご予約は
お早めに

参加費
無料 !!

★６月26日（日）
12：00～ 大門総合会館こぶしホール
富山県射水市大門67 ☎0766-52-0976
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
★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
★７月24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

写真はイメージです。

★７月31日
（日）12：00～ 大門総合会館4F 大門コミュニティーセンター
富山県射水市大門67 ☎0766-52-0564
★８月11日（木）12：00～ ひめぎんホール 別館13会議室
愛媛県松山市道後町2丁目5-1 ☎089-923-5111
★８月14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

糟 谷 耕 一

設立９周年のご挨拶

株式会社 スリーピース

代表取締役

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

日をもちまして設立９周年を迎える事
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謹啓

さて、弊社は６月

となります。

これもひとえに皆様のご支援、ご愛顧の賜物と心から感謝

月株式会社Ｆ＆Ｍの会計サービス開始、

いたしております。

２０１５年

２０１６年３月「３ｒｄコンベンションⅰｎ富山」を開催

し大盛況の中で幕を閉じることが出来ました。

会員様に出張所宿泊を無料でご利用いただき、会員様のビ

ジネスの幅をひろげ、ご活動いただいております。

東日本大震災から５年が経ち、リクルートボーナス発生時

にご協力いただける方より〝東日本大震災への義援金〟を

戴いております。

沢山の皆様の温かいお気持ちに感謝いたします。

ご協力ありがとうございます。

このたび設立９周年を迎えることができましたのは、多く

のお客様に支えられ、そして皆様のご指導とお力添えのお

かげと深く感謝しております。

今後も社員一同、いっそうの努力をし、皆様のご愛顧にお

応えして行く所存でございますので、皆様の変わらぬご支

白

援やご協力をいただけますようにお願い申し上げます。

謹

略儀ながら書中をもちまして設立９周年を迎えさせて頂き

ますことのご挨拶を申し上げます。
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長
糟谷社

糟谷社長

Birthday Party

■日 時／8月6日（土）19～21時
■参加費／1人 5,000円
■場 所／ROSSO

100名限定!!

宮城県仙台市青葉区国分町２－１－１ １９フジビル８Ｆ
☎022-715-6410

.8.6
2016

※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６月１日発行

６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

６月号
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BBQ 定期的にイベントを開催
し、情報共有しています。

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

交流会、勉強会を本社で有効的に行っています!!

東北のトップが集まりミーティングをしました！

SENDAI

足つぼ 整体 健康アドバイス 歩行指導

食と健幸

ほっこり堂

遠赤外線足湯15〜20分宝石岩盤で
身体をあたためながら
足つぼと整体で全身をゆるめる

ほっこりコースはお勧めです!!

での特典
スリーピース会員証提示

初診のみ1000円OFF

宝石岩盤 遠赤外線足湯

無料!!

■岡山県岡山市泉田 1-8-38-1
■☎ 09080682556
■営業時間／ 9 時〜 22 時
■不定休 完全予約制

ただケアをするだけではなく、話を聞き、足をみてさわることで根本原因をさがします。また帰ってきたくなるようなほっこりと笑顔を提供します。
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1

NUMBER
ONE

虎

Platinum Life

最高ランク
プラチナ

大阪府在住

通称

さん

“虎さん”

ありがとうございます
魚漁退社して 5月8日で一年になります
ありがとうございます(^ ^)
スリーピースまる3年になります☆*:.｡. o(≧▽≦)o .｡.:*☆
感謝しています(^○^)
3年がんばったんで神様が買いなさいといったので(^○^)
自分のご褒美で買いました
フランクミュラー(^○^)
次はお店やね(^ ^) よろしくお願いします(^ ^)

原田
康之
さま

富山県在住

原田康之様

3rdコンベンションIN富山にて
“富山初プラチナ獲得・表彰”
“スリーピース一色です。
体温も運気も上昇！ 絶好調です”

3
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ご愛用者対談

の

電話相談時間

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

６月号

Q

フコイダンＤＸの商品の魅力は、
やはり血流の流れを良くしてくれる事。

相談受付時間

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。

0120-28-9921 まで

A

それぞれの成分が、効果を引き出しあい、血液の流れ
に働きかけている。
あと、ボケ防止にもなるイチョウ葉エキスは、私には
必要ですね。
私は虎さんの大ファンです。毎日かけて下さる言葉に
は、いつも元気を頂いています。
それにも増して、社長の運気が上がるセミナーは、大
変楽しくためになります。登録してすぐに、尼崎セミ
ナーに参加しました。日頃から気を付ける事や、運気
が上がる具体的な実践を教えて下さいます。伝えた家
族も、次回を楽しみにしています。

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。

A

三木様 岡山の友達から、健康食品のビジネス
の話を聞いてほしいと言われ、紹介者から直接、
お話を聞きました。
一緒に仕事をしようと押し切られ、断る理由も見つか
らず登録しました。
すぐに、友人である板野さんに伝えたところ、身体の
為に飲んでくれると言って頂き、このビジネスのスター
トとなりました。

・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。

Q

A

板野様 薬を飲まずに血圧が下がったのは、本
当に助かりました。
血圧が高かったので、
心臓病や脳の疾患は常に気になっ
ていました。フコイダンＤＸの成分が血液をサラサラ
にしてくれているのだと思います。体温を上げて、私
も運気を上げ、健康を意識していきたいと思います。

消費者相談室

普段から、健康の事や体温の事について気をつ
けている事はございますか？
また、フコイダンＤＸを愛用してからの意識の変化を
お聞かせください。

三木様 以前は、自分自身の健康管理は、あま
り出来ていなかったと思います。
今まで、大きな病気をしなかった事が健康だと勘違い
していました。過去の生活習慣が、今の身体を作って
いますが、今の健康の考え方が、未来の自分の身体を
作るのだと思います。
このスリーピースに出逢った事で、自分はもちろん、
家族の健康も考える様になりました。
このビジネスを通して、体温管理士の資格を取る為に
勉強した事が、今はとても、財産となっています。フ
コイダンＤＸは毎日欠かさず飲み、旬のものをいただ
き、魚を中心とした食事を心がけています。
そして、今の仲間と、目標を立てて、楽しくビジネス
を進めていくのも、元気の秘訣かもしれません。

A

板野様 友人である三木さんから、伝えて頂き
ました。
「板さん。血圧高いから、飲んだほうがええよ！」
と言われ、まあ、血圧に効くならと、半信半疑で飲ん
でみる事にしました。

A Q

フコイダンＤＸに出会ってから、変化などござ
いましたら教えてください。

A

三木様 まずは、肩こりと目の疲れが無くなり
ました。
体温を測る様になり、体温の上昇は、すぐに実感出
来ました。
そのおかげか、風邪もひかず昨年の冬は乗り切れまし
た。

フコイダンＤＸの魅力（効能、成分等）を教え
てください。

個人的な感想になります。

板野様 私は自分自身の健康のために、フコイ
ダンＤＸを飲み続けていこうと思います。
年齢の変化と共に、無理をしないこと。よい眠りにつ
くこと。
お酒は、好きで飲みますが、フコイダンＤＸを飲むと、
次の日、二日酔いも気になりません。
けれど暴飲暴食は、控えていきたいと思います。

A

板野様 とにかく血圧が高く、上が１５０を下
回る事がありませんでした。
眠りが浅いのか、目覚めが悪く、仕事柄早起きなので
すが、冬場は特に辛かったです。
フコイダンＤＸを飲み始めて、半年たった頃に、血圧
が下がっている事に気づきました。
今は、血圧１３６／８３です。
朝の目覚めも良くなり、冬場、身体が温かいと感じる
様になりました。

三木様 フコイダンＤＸの商品の魅力は、やは
り血流の流れを良くしてくれる事。それにより
代謝があがり、免疫力もあがる。この健康法は、とて
もシンプルで伝えやすいです。
やはり癌予防になる、フコイダンの成分は、魅力です。

※製品を使用しての体感等は、あくまでも

フコイダンＤＸを飲むと、
次の日、二日酔いも気になりません。

A Q

三木誠一 様

板野昌己 様

三木誠一 様
板野昌己 様

全国直販流通協会
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本社から

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

お 知ら
せ

月刊ネットワークビジネス 6月号

3月27日に開催した3rdコンベンションIｎ富山の様子を掲載していただきました!!
もう、
「ねずみ講」とは呼ばせないっ!!

5月28日
発売!!
月間ネットワークビジネス7月号

の弊社記事掲載!!
宮城、福島を拠点とする7人のリーダーが掲載!!

最新2016年6月号の巻頭
特集は、超 総力特集「も
う、
『ねずみ講』とは呼ば
せないっ!!」。ネットワーク
ビジネスとねずみ講の違
いから、注意したい最新の
悪質商法まで網羅した完
全保存版です。ほかにも、
夏に向けて今日から始める
「本気のダイエット」特集
や、サンクスアイが開催し
たグローバルコンベンショ
ンのリポートなど、盛りだ
くさんの内容。6月号は鮮
やかなイエローの表紙が
目印。絶対買いです!

新常識が満載！
ひと目で分かる！
ネットワークビジネスと「ねず
み講」の違い
ねずみ講・悪質商法の正体を
3タイプで解説
悪質商法の最新手口、絶対
に近づくな！
読者が教える「ねずみ講で
しょ？」への対応
そのイメージはもう古い！
ネットワークビジネス新常識
業界をもっとクリーンにする
ために実践すべきこと

内容は是非お手にとってご覧ください。
ご購入は全国の書店にて（税込）620円

※バックナンバーもご購入いただけます。

http://www.network-b.com/

弊社では、4月号のみ取り扱いしております。

月刊ネットワーク
ビジネス４月号

全国書店で
好評発売中！

決定版 !
体温を上げる健康法

富山県 原田康之プラチナ掲載!!

【日本レホルム連盟体温管理士会 編】

１冊 1,000 円

１冊620円

大好評販売中!!

4月28日

※5冊より送料無料！（5冊以下は送料300円）ご注文はカスタマーまで

各出張所のご利用について

ビジネス活動での宿泊にご利用いただけます！
出張所は、共有宿泊施設となりますのでご利用の際
はマナーを守り気持ち良く利用しましょう!!
コンシェルジュの方への質問等はご遠慮くださいま
すようお願致します。
ご予約は弊社カスタマー ☎022-212-1531
（フリーダイヤル）0120-604-176まで。
ご利用状況は、http://www.threepeacegroup
の出張所空室情報にてご確認下さい。
空き情報の情報でも鍵の都合等でご希望に添えな
い場合も御座いますのでご了承ください。

６月より

資格認定講座体温管理士
の第４期生の受講を開始!!
俳優の高地東生さんも
資格取得で話題
となりました。

※キャンセルの場合は、1泊に付き5,000円発生致します。

現在代引会員の方、お引落へ変更可能！

商品代金お引落会員様限定

「交通事故障害保険」付帯サービス

口座引き落としへご変更をご希望の会員様は、
カスタマーセンターまでお問い合わせください。
口座ご登録に1ヶ月弱お時間が掛かります。
口座登録完了後にお引落とし開始となります。
ご了承ください。

フリーダイヤル

0120-604-176

NPO法人 日本レホルム連盟

理事長

南部 昌平

NPO 法人日本レホルム連盟理事長
日本ホームエステティック協会会長 健康指導専任講師健美会会長
理学療法講師 医事・美容評論家、 東洋医学研究家
美容・健康コンサルタント
「女性のための健康・美容整体講座」
「Newエステティック」
「健康
フェスティバル」
など数々の講演を行い、
からだのゆがみ、
ひずみを取
る方法、肩こり、腰痛の治し方、痩せる方法、
バストアップの方法、
し
わ、
たるみをとる方法、
小顔にする方法等をテーマに美容、
健康コン
サルタントとして活躍中。

体温が上がれば

運気が上がる

６月号

4

作曲：三条 ひろし
作詞：槙 桜子

薫る雨
■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。
稲積様 居酒屋で店長をしている
時、知り合いと桝井さんが一緒に
こられて名刺交換をしたのがキッ
カケでした。
上中様 紹介者の稲積さんから２
年程前に紹介を受けました。実は
５年程前にも別の方からご紹介を
受けて、糟谷社長とアップライン
の桝井さんにもお会いしていまし
たが、その時はタイミングが合わ
ずお断りをしました。
ただ、糟谷社長は凄くオーラのあ
る方でとても印象に残っていまし
た。
そ の 後、 稲 積 さ ん か ら 断 っ て も
断っても何度となくお誘いを受け
て登録しました。
そこで学んだのは諦めずに伝え続
けることが大事だと学びました
ね。
稲積さんの場合は空気を読まれな
かっただけですが
■ビジネスを始められたきっか
け、決め手を教えてください。

る取り組みの変化と社長の深い戦
略に感銘を受けビジネスとして活
動を始めました。
■スリーピースの魅力をお聞かせ
ください。
稲積様 商品力です。
体温が上がり続ける。
スバラシイ〜です。
仕事になりますね
紹介料３日後１万円スバラシイ～
です。
メガマッチ条件なしで１００％
は、どこにもないスバラシイ〜で
す。
上中様 スリーピースビジネスの
魅力は色々ありますが、
この商品は体温が上がるよ。
血液がサラサラになるよ。
だけでいいので、治るや効くと言
わなくてもいいのが気に入りまし
た。
ただ、商品がいいだけでなく会員
になる事の付加価値があるのも魅
力ですね。
そして、プランは伝えた方も伝え
られた方もお互いが良くなるプラ
ン。これがいいですね。
■どのような方に（フコイダンＤ
Ｘ／ビジネス）を勧めていきたい
とお考えになりますでしょうか？
稲積様 情けの知らせと思ってい
るので知っている人には声掛けし
ています。
たとえば、時間のない方、お金の
ない方、人脈がない方に
どんな人もスリーピースの情報を
待っています。

稲積様 書類をあげる事に意識し
ています。
仕事として真剣にしています。
仕事として一緒にビジネス活動し
ている時が最高に楽しいですね

■日頃の活動の中で、気をつけて
いる事、心がけていること等ござ
いましたらお聞かせください。

夢の叶う素晴らしいビジネスであ
ると伝えたいですね。

皆さんと共に応援出来たら幸いです。
是非お力をお待ちしております。

上中様 毎日スリーピースの活動
に携わる事ですね。
アポでなくてもいいのです。
リストアップでも。
毎日何かをする事が大事ですね。
■今後の目標をお願い致します。
稲積様 ３年後
月収１０００万円
自分を信じ顔晴り（頑張り）ます。
スリーピースは大きな会社になり
ます。信じています。
会 員 さ ん の 一 人 一 人 が、 ス リ ー
ピースの会社を大きくしていま
す。会員さん一人一人が愛用して
いただいて感謝しています。
これからもよろしくお願いしま
す。
上中様 最短最速で最高タイトル
達成。
半年で５００万円を稼ぐ。
会社の年商３３億。
私が可能性を見せれば、みんなが
後に続きます。
これらが続けば糟谷社長の目標で
もある年商３３億も可能だと思い
ますので、全力で達成に貢献した
いと思います。
最後に『誰にでも出来る事を誰に
も出来ないぐらいやる』
これを忘れないように達成を目指
していきたいと思います。

☎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

ブロンズ会議

熊本への支援イベント決定!!
※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

こんにちは 奥山えいじです。
上中様 今までネットワークに携
わったが稼げなかった方々に勧め
たいですね。
ネットワークは稼げないと思って
いる方々に、特に若い方々にネッ
トワークは経済的自由、時間的自
由、空間的自由を得られる。

（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
6月／15：00～
7月／15：00～
8月／15：00～
■ランクアップトレーニング
６月／13：00～
７月／13：00～
８月／13：00～

8
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体温が上がれば
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稲積様 桝井さんのフコイダンＤ
Ｘを飲んでからの変化の写真と紹
介料の１万円にインパクトがあ
り、１ヶ月で紹介を２０人位出し
ました。
自分の居酒屋の給料を超えまし
た。３ヵ月後グループが伸びたの
にはビックリ
仕事になると思い３ヵ月目から本
気スイッチオンオン
社長と桝井さんに繋げてグループ
が伸びました！感謝しています

上中様 ただ、その時は稲積さん
の本気度合いを全く感じなかった
ので、付き合い登録をしてはやめ
るを数回繰り返しました（笑）
その後、今年５月に入り久しぶり
に出会った稲積さんの仕事に対す

土

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

水

参加条件は下記の通りとなります。

会場
参加条件

８/31

!!

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

P R O F I L E

〜テイチクエンタテインメント〜

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!!

7/31

!!

!!

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		

6/25

!!

今回掲載したのは、先月行われたファンクラブ主催「ファンの宴」
のスナップ写真です。
前日までの雨もやみ（自称・晴れ男です）ホットひと安心…
宴も 10 回目ともあり、趣向を変えて宮城蔵王ハートランドにての
焼き肉パーティーとなりました。
歌とトークはもちろん、角田市の「ちんどん屋」さんにも花を添え
て頂き、自然と焼き肉、歌に笑いに…
ご参加頂いた皆様も、心もお腹も満腹の一日だった様です
!!

^_^;

!!

様

歌を唄って心も体もリフレッシュ!!

稲積 英一様

傘に隠して さしのべた
この手をとって くれますか
未練 清水 二年坂
罪の匂いの 雨が降る
蛇の目づたいに さらさらと
花びらまじりの 雨が降る
!!

歌を聞けば運気が上がる

× 上中 俊英

interview

奥山えいじ 今月のオススメ曲

５月のお食事会
たくさんのご参加ありがとうございます。

富山

TOYAMA

愛媛
EHIME

他県の方、グループの方に
お会いして今回のお食事
会もよい刺激、交流がで
きました。
たくさんのご参加ありが
とうございます。

仙台

SENDAI

月刊ネットワークビジネスから
宇佐美さんをゲストスピーカー
にお招きしました！

高知

★稲積プラチナセミナー★

KOCHI

秋田
AKITA

スリーピーススマイルですね
おかわりのお弁当美味しかったです!!
抽選会大成功!!

兵庫

HYOGO

福島

FUKUSHIMA

たくさんの方にご参加いただきました

お食事会の様子はface bookにも掲載いたしております。
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☆

https://www.facebook.com/threepeacegroupinsendai
７

体温が上がれば 運気が上がる

６月号

体温が上がれば 運気が上がる

６月号

６

