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大活用！

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

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。

稲積英一プラチナ講演
★10月１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
★10月8日（土）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2丁目7-16 ☎06-6487-0800
★10月16日(日)12：00～ フォレスト仙台 第2ホール
仙台市青葉区柏木1-2-45 ☎022-271-9340
★11月２日(水)12：00～ 松山コミニュティーセンター 第４・５会議室
愛媛県松山市湊町七丁目5番地 ☎089-921-8222
★11月14日（月）
12：00～ 尼崎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
★11月20日(日)15：30～ エルソーラ仙台28階大会議室
仙台市青葉区中央1丁目3-1 ☎022-268-8041
★11月27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 ☎0766-52-0564
稲積英一プラチナ講演
★12月４日(日)12：00～ 松山コミニュティーセンター第1第2会議室
松山市湊町七丁目5番地☎089-921-8222
★12月11日(日)12：00～ 尼崎文化センターアルカイックホール
兵庫県尼崎市昭和通２丁目７−１６ ☎06-6487-0800
★12月18日(日)12：00～ フォレスト仙台 第2ホール
仙台市青葉区柏木1-2-45 ☎022-271-9340

大阪忘年会

ご予約は
お早めに

参加費
無料 !!

写真はイメージです。

富山忘年会

■アルカイック都ホテル（アルカイックホール隣）
■時 間／17時スタート
■参加締め切り／11月25日（金）
■参加費／5000円
■担当者／太田愛子 ☎09033501045

■居酒屋庄八
■日 時／12月23日
■担当者/原田康之

2016

Three Peace

※ 忘年会の詳細は次回
11 月号の新聞をご覧下さい。

ビジネスマニュアル リニューアル！
イント」
の４大ポ

「急成長
2016〜2017

１冊1,000円にて販売中!!

その他ビジネス活動に必要書類を販売致しております。
ご購入方法は、申請注文書（冊子）をご覧下さい。
※最新情報はホームページよりご確認ください。
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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
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出会いや、忘れられない思い
出はございますか。
辻本様 もちろん糟谷社長と
の出会いです。私の現状を
バッチリ当てられて、社長セ
ミナーに参加して社長のおっ
しゃる通りにしていくと、ど
んどん運気が上がっていきま
した。そのきっかけになった
のは、まず、稲積プラチナの
大きな変化です。
過去に稲積プラチナより、
たくさんのネットワークに誘
われ、なんと 回目がスリー
ピースの登録でした。
すると稲積プラチナは「
は最高や、ラッキーナンバー
や、足したら５になる、由美
ちゃんやるね～」と最初は全
く意味不明…（笑）
そー言ってたらなんと…
ほんとに素晴らしい現象が
次々と…
土谷様
年ぶりに会う方
へ、 時間の時間をかけて伝
えに行きました。強い想いは
必ず伝わりますね。その方
がスリーピースビジネスを理
解された時、伝えてくれてあ
りがとう。と仰って下さいま
した。ものすごく感動しまし
た。

41

辻本様

以前はよく怒って

いて、意識的にニコニコして
いましたが、今はフコイダン
ＤＸのＤＨＡ・ＥＰＡのおか
げで自然とおだやかになって
きました。「笑う門には福来
る」は本当ですね

スリーピースビジネスをやっ
ていてよかったと思うこと
や、やりがいを教えてくださ
い。

土谷様 製品が良すぎるため
に、製品の話しのみが一人歩
きして愛用者が増えていく…
という理想的な会社なのです
が、実はプランやタイミング
も同じ位に素晴らしいという
ことに気づいていない人が多
くいると思います。
勿論相手の方に合わせてです
が、この方は愛用者だから…
と決めつけずに全ての方へプ
ランなどビジネスについての
お話しをするようにしていま
す。
どの方がどのタイミングで
ビン！とくるかわかりません
し、全ての方にチャンスはあ
りますから。

*\(^o^)/*

辻本様 将来的に安定の無
い、不安な日々にさよならし
たいってず～っと思っていま
した。けど、最初ははっき
り言ってナナメから見てまし
た。まず、心の持ち方を変え
ました。
稲積プラチナありがとうござ
います
それは稲積プラチナからい

2
１０月号
運気が上がる

シルバーにランクアップおめ
でとうございます。
ランクアップしたご感想をお
願い申し上げます。
辻本様 ありがとうございま
す
私の実力以上にツイていま
す！
感謝しています！
土谷様 この会社とこの製品
を作って頂きました社長、ス
リーピースを伝えて下さいま
した松浦ご夫妻。
ご指導下さいましたアップラ
インの皆様、そして、スリー
ピースにご縁し、感動を共有
してきたグループの皆様、全
ての方々に感謝します。
ありがとうございます。
今現在の掲げている目標の達
成のために、日々努力し続け
ていること、意識しているこ
とはありますか？
辻本様 いつもニコニコ楽し
く過ごしていたら、周りが自
然と楽しくなります。特に大
変な時がチャンスです。
「大きく変わる 」っていつ
もアップラインの方に言われ
ています。

41

普段のグループでの交流や、
ビジネス活動の際最も気を付
けていること、必ず行うこと
があれば教えてください。

15

m(_ _)m

土谷様 ただ一つ。
ビジネスメンバーの増員！

*\(^o^)/*
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活動の中で、たくさんの方々
といろいろな交流があるかと
思います。その中で印象的な

m(_ _)m

様 シルバー達成

辻本 由美

いつもニコニコ楽しく過ごしていたら、
まわりが自然と楽しくなります。特に大変な時がチャンスです。

写真右 土谷様

つも言われてました。「由
美ちゃん、言葉変えや～」っ
て！そして、私は糟谷社長
や稲積プラチナのセミナーで
聞いた事を自分で実際に実践
したら、だんだんと運気が上
がって来ました。すると生活
に少しずつ、ゆとりが出来て
きました。新規の方にはセミ
ナーに参加したくなる様な興
味付けを繰り返ししていきま
した。
株式会社スリーピースの大飛
躍、大成長、この波に乗り遅
れず、乗って行くこと。
やればやるほど、前向きにな
ればなるほど、毎日、たくさ
んのミラクルが起きてきます。
稲積プラチナに続いて私、
変わってきている様な気が
します。怒ったら売上が下が
るよっていつも言われてるの
で、いつも意識しています 。
糟谷社長、桝井プラチナ、紹
介者の稲積プラチナ、グルー
プの皆さま、大切な家族、お
かげさまで今があります。
ありがとうございます。
スリーピース素晴らしいで
す。
土谷様 良かったと思うこと
は、喘息、高血圧、歩くこと
も大変だった母が元気になっ
た事です。
やりがいと言ったらやはり
収入面ですね。以前は外資系
のネットワークビジネスをし
ていましたが月々のボーナス
は不安定でした。毎月階段の
ように上がっていくという初

めての経験をさせて頂いてい
ます。スリーピースのプラン
の素晴らしさを実感していま
す。
今後の目標をお聞かせくださ
い。
辻本様 今期、来年の３月プ
ラチナ達成目指します
土谷様 年内には最低３人以
上のシルバー達成者をグルー
プ内から出すこと。
自分の目標は後からついてき
ます。「嬉しい」「楽しい」
という声をたくさん聞きたい
です。
その他、ご意見ご感想をお願
い申し上げます。
辻本様 ビジネスを始めて約
３年弱、本社へも招待を含
め、合計３回行かせていただ
きました。
常にその度、感動
素晴らしい会社
スリーピースファミリーです
ますます楽しみな株式会社ス
リーピースの今後の飛躍の為
にお役にたてることを考えて
行動していきます。がんばっ
て務めて行きます。
ありがとうございました！
土谷様 これから出会う沢山
の方にスリーピースの商品、
ビジネスについて素晴らしい
ということを広めていけるよ
う頑張ります！また、自分の

タイトルアップ、グループの
メンバーのタイトルアップも
フォローしていきます。
スリーピースに出会えたこと
に感謝です。ありがとうござ
います。

こちらから！
土谷 庸宥子様は、月刊ネットワーク
ビジネス8月号に掲載しております!!
バックナンバーのご購入可能です！
月刊ネットワークビジネスで検索⇒
月刊ネットワークビジネスバックナン
バーよりご購入ください！

(^○^)

10
１０月号
運気が上がる
体温が上がれば
１０月号
運気が上がる
体温が上がれば

3

様 シルバー達成

土谷 庸宥子

ュ

ー

ビ
タ
ン
イ
ランクアップ

自分の目標は後からついてきます。
「嬉しい」
「楽しい」という声をたくさん聞きたいです。

ご愛用者対談

の

運気が上がる

１０月号

僕は日本人ですので日本人の食に特化した製品
がフコイダンＤＸだと思っております。

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）

Q

それ以上の痛みはなく、日常生活への不安に悩まされ
る事がなくなったのが１番の驚きです。

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

A

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。

電話相談時間

月～金

川畑様 以前から知り合いでした桝井さんにス
リーピースをご紹介していただきました。

相談受付時間

赤松様 ここ数年起床の際、体が鉛の様に重く
感じていたのですが、
感じなくなりました。
去年か
ら眼瞼痙攣という症状が出て日差しがキツい日は目が
痛み、
涙が止まらず目が開けていられない状態でした。
ですが、
フコイダンＤＸを飲み始めてからは症状が軽減
されて今はほとんど痛みは出ません。

0120-28-9921 まで

Q

赤松様 会員ブログで知り合いました、
川畑さん
に勧めていただきました。

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 A A

フコイダンＤＸを愛用してからどのくらいにな
りますか。
また、
フコイダンＤＸの魅力や、
弊社商品に出会って初
めて知った成分等ございますか？

・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。

A

フコイダンＤＸをご愛用する前から、健康食品
に興味はございましたでしょうか？
また、
ほかの健康食品との違いがございましたら教え
てください。

消費者相談室

A

川畑様 実は僕は再登録をしていまして最近で
の愛用期間は約１年です。
フコイダンには全てに興味津々と必要性を感じていま
すが、
イチョウ葉エキスとイカ墨の効能には改めて納得
させられてます。
中でもピペリンで代謝を上げると言うユニークな発想
には驚いています。

その他ご意見ご感想等ございましたらお願い致
します。

A

川畑様 健康食品に興味はありました。
しかしながら、会 社や数が多すぎて選ぶのには
迷っていました。
どの製品も最初は効果や体感はありますが、
持続が難
しかったのが現状でした。
僕は日本人ですので日本人の食に特化した製品がフコ
イダンＤＸだと思っております。

A

赤松様 愛用して２ヶ月になります。
魅力はいつでも、
どんな物で飲んでも効果を感じ
られる所。
血液、
血管の状態を改善していける成分が豊富に含ま
れている所です。
初めて知った成分は、
イカスミです。
女性に対してとても良い成分だと知り、目から鱗でし
た。

川畑様 老若男女、
日々の身体に対するメンテナ
ンスと食生活の重要性はもっと皆さんにお伝え
して行こうと思います。
中でも前兆がなく後遺症の重い病気だけは絶対になら
ないようにフコイダンＤＸのパワーを、
必要性を更に広
めていきます。

A Q

赤松様 健康食品には興味があり、
いろいろと試
してきましたがどれも効果が長続きしませんで
した。
ですが、
フコイダンＤＸは効果がすぐに現れ継続
しています。

A Q

フコイダンＤＸ飲み始めてから周りからの反応
はございましたでしょうか？

A

川畑様 念願だったダイエットがリバウンドもな
く今も継続中です。
また、年に２度の健康診断では目に見えて数値が良く
なっていることに同僚からも驚かれています。

フコイダンＤＸを愛用し大きく変わったことは
ございましたでしょうか？

個人的な感想になります。

赤松様 フコイダンＤＸに対して同じ思いの方
達と切磋琢磨しフコイダンＤＸを広めていける
日々に充実感を感じています。
本当にフコイダンＤＸに出会えてよかったです。

A

赤松様 私は幼少期から顔色が悪かったのです
が顔色が良くなって健康的になったと言っても
らっています。

川畑様 コレステロール、肝機能は驚くほど改
善されています。
１番は数年前に発症した痛風の尿酸値の値が改善さ
れ、
この小さな痛みは不味い！と思う事はありますが

※製品を使用しての体感等は、あくまでも

魅力はいつでも、どんな物で飲んでも
効果を感じられる所。

A Q

川畑毅直 様

赤松美和 様

川畑毅直 様
赤松美和 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

2016年10月号

ビジネス10月号掲載!!

Ｑ＆Ａ
ご質問等御座いましたらカスタマーまでお気
軽にご連絡下さい。
カスタマーの営業は下記の通りとなります。
平日午前10：00～12：00
13：00～17：00
(土日祝日はお休みとなります。)
Ｑ：同じ住所へお届けだが、到着日がバラバ
ラ…同じ到着日に出来る？
Ａ：同じお日にちに商品到着尚且つ、ご希望
が御座いましたら同じ袋にお入れして(同梱)
お届けさせて頂きます。
※お引落としの場合、到着日によりお引落と
し日が異なりますのでご了承ください。
Ｑ：代金引換で購入しているが、保険も付くの
で引落へ変更したい。
Ａ：変更可能で御座います、ご口座のご登録
には1ヶ月程度必要となります。

8月29日
全国書店で
好評発売中！

ン!!
高
イ
げ
ク
売り上 グにラン
ン
ランキ
食品 クイン!!
助
補
栄養
にラン
グ
ン
キ
ン
ラ
バックナンバーもご購入いただけます。

25ページには会社PRも!!
8月6日に開催した、仙台RALLY
記事大きく掲載!!

弊社取り扱いは 4 月号のみとなります。
ご注文はカスタマーまで☆

Ｑ：受取先を変更したい。
Ａ：クロネコヤマト営業所止め・お引っ越し
先・ご友人宅等、承っております。
商品到着日の10日前にご連絡下さい。
Ｑ：旅行の為、到着日を変更したい。
Ａ：商品到着日の10日前にご連絡下さい。
又、商品発送停止の場合は1ヶ月前にご連絡
下さい。
Ｑ：家族・友人にプレゼントしたい！
Ａ：プレゼントなので発払い発送とご希望が
あれば、お振込確認後ご希望のご住所へお送
りさせて頂きます。又、納品書はどちらへお届
けかお知らせ下さい、ご指示が無い場合は商
品と一緒にお入れさせて頂きます。(ご氏名・
ご住所・お電話番号をお知らせください)
Ｑ：現在のボーナス・組織図の確認をしたい！
Ａ：ＷＥＢよりご確認戴けます。(ＷＥＢでのご
確認はアクティブ会員様のみとなります)
Ｑ：知人・友人にも紹介したい！
Ａ：会員登録申請書及び同意書のスターター
キットの有無の欄、有に丸を付けて戴きます
と、ビジネスマニュアル当初回商品時お入れ
させて戴いております。
※ビジネスに必要な書類は、販売も致してお
ります。冊子、申請注文書をご覧下さい。
Ｑ：会報誌に 広告掲載をしたい。
Ａ：アクティブ会員様に限り、無料にて掲載可
能です。
まずはカスタマーまでお問い合わせ下さい。
Ｑ：引落口座を変更したい。
Ａ：新たなご口座登録にも一カ月程度お時間
を戴いております。
Ｑ：引落・振込みは、どこの銀行？
Ａ：ゆうちょ銀行のみのお取り扱いとなってお
ります。

内容は、ぜひお手に取ってご確認ください。
定価/620円（税込）

クリック！

「NBアワード」もぜひご投票下さい！

ぜひ１票をご投票ください。

クリック！

冬季休業のお知らせ
2016年12月31日(土)～2017年１月５日(木)
は、冬季休業となります。
2017年１月６日金曜日より通常営業となります。
体温が上がれば

カスタマーの営業時間
10：00～12：00
13：00～17：00
土日祝日はお休みとなります

運気が上がる

１０月号

4

■ビジネス活動を行う上
で、モチベーションを上げ
るために気を付けているこ
と、モットーがございまし
たら教えてください。
木下様 原田さんと会話を
密にすることで、刺激を受
けています！
何かあった際に親身になっ
て受け答えをしてくれ、感
謝しています。
私も、人の話を真剣に聞き
意味のある共有の時間を大
切にしています。
周東様 運気を下げない
事、波動を上げる事、仕事
を楽しむ事、下がりそうに
なったら自分よりエネル
ギーの高い方と話をする。
■スリーピースを勧める際
に、どのような点をお伝え
しアピールして広めており
ますでしょうか？
木下様 グループの方はも
ちろん、初めてお会いする
方にも信用、信頼して戴け
るように気を付けて活動し
ています。
自分が、気に入った商品で
すので〝自信を持って〟商
品をお勧めしています！
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・スタンプカード
2016「創業10年目に向けて」

ご住所

※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。

周東様 タイトルとしては
プラチナです。プラチナに
なるという事は グループが
沢山できるという事ですよ
ね。１人１人が自分の夢、
目標、やりがい、喜びが実
現できる様 サポートできた
ら良いと思います 揺るぎな
いグループを作ります。
最後に本当に〝今〟のタイ
ミングで スリーピースに出
会えた事に感謝致します。
ありがとうございます。

木下様 楽しくやって行く
ことです。
自分自身だけでなく、知人
や友人やまた新たに知り
合った方・これから出会う
沢山の方々にも〝ワクワク
しながら楽しく〟活動して
行きたいです！

■今後の目標をお聞かせく
ださい。

品にかなりの自信があると
思いませんか？ 沢山の製品
を扱う会社の多い中 この１
製品で勝負できる会社に魅
力を感じています。

・ビジネスマニュアル
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・キャンペーンちらし
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児島さ〜ん
バックの中身

■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。
木下様 原田さんからお伝
えしていただきました。
初めて聞いたときからワク
ワクした気持ちになりまし
た。
周東様 松浦夫妻より伝え
られました 富山県から わ
ざわざ車で群馬までいらし
て頂き 何と今ではプラチナ
である 原田さんを連れてで
すよ 私に逢うだけの為に。
■スリーピースビジネスを
始めてから、自分自身の変
化はございましたでしょう
か？
木下様 楽しくなりまし
た。
運気がアップし、日々忙し
いながらも楽しく活動して
います。
新たな人との出会いもあ
り、いつもワクワクしてい
ます。

ちょ

・返信用封筒
・会員登録申請書 ・個人情報保護方針 ・概要書面
ブロンズ以上のランク達成者様

ブロンズ会議

拝
っと
周東様 １アイテムで 年
目の会社である事。この製

ランクアップトレーニング

■ブロンズ会議
10月／15：30～
11月／15：30～
12月／13：00～
■ランクアップトレーニング
10月／13：00～
11月／13：00～
12月／13：00～

8
１０月号
運気が上がる
体温が上がれば
１０月号
運気が上がる
体温が上がれば

5

火
日

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

金

参加条件は下記の通りとなります。

会場
参加条件

10/30 11/29 12/23

様

木下 光夫様

!
!
見
周東様 身体、健康に関わ
る変化も沢山ありますが 何
より自分の人生を 周りに振
り回されず きちんと捉えな
くてはいけないと思う様に
なった事です。

10

×周東 妙子

interview

ランクアップトレーニング・ブロンズ会議

９月のお食事会
たくさんのご参加ありがとうございます。

群馬

GUNMA

仙台

SENDAI

秋田
AKITA

大阪

OSAKA

岡山

沖縄

OKAYAMA

OKINAWA

愛媛
EHIME

富山

TOYAMA

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
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体温が上がれば 運気が上がる
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