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★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7丁目5番地 ☎089-921-8222
★11月13日(日)13：15～ 岡山ふれあいセンターnew!
岡山市中区桑野715-2 ☎086-274-5151
★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21日(月)12：00～ 北とぴあ 飛鳥ホール
東京都北区1-11-1 ※お問い合わせは会場担当まで
★11月26日(土)12：00～ 白山市労働会館 おかりやプラザ
石川県白山市殿町46 ☎076-275-3178
★11月27日（日）
12：00～ 大門総合会館 こぶしホール
写真はイメージです。
富山県射水市大門67 ☎0766-52-0564
★１２月4日(日)13：00～ 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
ご予約は
★12月11日(日)13：30～ 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
お早めに
★12月18日(日)13：00～ 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
原田康之platinum松浦榮子platinumセミナー
★12月23日(金)13：30～ アイザック小杉文化ホール ラポール
富山県射水市戸破1500番地 ☎0766-56-1515

第2研修室

★1月14日(土)13：30～ セミナー 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
食事無し ★1月15(日)13：00～ セミナー フォレスト仙台 第2ホール
セミナー
宮城県仙台市青葉区柏木1-2-45 ☎022-271-9340
食事無し
セミナー

のみ

蔵王ロイヤルホテルにて開催！
１０月９日・１０日

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。

参加費
無料 !!
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佐藤由洲希プラチナ 主催

宮城忘年会

富山忘年会

大阪忘年会（兵庫県にて開催）

愛媛県忘年会

■ケントス 宮城県仙台市青葉区 国分町2-10-23 丸伊プラザ6F ☎ 022-225-2722
■日 時／12月18日（日）18：00～20：00
■参加費／5,500円（１名様）
■担当者／佐藤富望榮 ☎090-2364-8267

■アルカイック都ホテル（アルカイックホール隣）
■日 時／12月11日（日）17：00〜
■参加締め切り／11月25日（金）
■参加費／5,000円
■担当者／太田愛子 ☎090-3350-1045

★新年会★1月14日(土)

■居酒屋庄八
■日 時／12月23日（金）19：00〜
■参加費／4,000円
■担当者／原田康之 ☎090-3763-6076

■北斗七星 愛媛県松山市東石井2丁目2-11 ☎0899-56-5677
■日 時／12月4日（日）18：00～
■参加費／3,000～4,000円
■担当者／児島三奈子 ☎090-1170-6403

梅田・阪神尼崎近辺にて 詳細は12月号にて。その他各地での開催！

※最新情報はホームページよりご確認ください。
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11 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
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SENDAI
本社セミナールーム大活用 !!

仙台本社の活動
Activity of the Sendai head office
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急成長会議開催
この度、株式会社スリーピース主催で近年増大の会員様の現状把握、タイトルアップ意識向上、
会議参加を目指す新規会員様の増大を目的とし、タイトル会議を開催致します。
近年行政からの行政処分業者の増大、
マイナンバー制度の導入に伴い全国直販流通協会からの
ご指導のもとコンプライアンスに基づき開催の運びとなりました。
会員様ご自身のビジネス活動における法に関する意識付けの為にもぜひご参加下さい。

《急成長会議の詳細》

年に4回開催（３ヶ月に1度1月、4月、7月、10月の最終日曜日）ＰＭ1:00～ＰＭ5:00

急成長会議参加条件と致しましては

開催月の前月のボーナスが5万円以上の会員様（リクルートボーナスは含みません）
例：10月30日開催の場合9月ボーナス（10月27日着金）分で5万円以上
※参加条件は随時変更することがあります。
なお、開催されたタイトル会議に欠席された場合、その後のタイトル昇格金は発生いたしません。
参加されます会員様には、開催地までの往復交通費+お土産代2,000円を弊社よりご
登録のゆうちょ口座へ開催月中旬頃お振込み致します。なお、宿泊費の発生は致しません。
※タイトル会議へご出席該当者様へは、弊社よりご連絡させて頂きます。
この規約は平成28年10月１日より施行となります。

第２回 急成長会議は東京都で開催致します!!
該当の会員様へは弊社よりご連絡させて頂きます。
※第１回開催の様子は、次回１２月号新聞へ掲載致します。

出張所のご予約（抽選）方法

１日より５日までご予約を承り、６日以降に当選者様のみへご連絡させて頂きます！
東京出張所の駐車場をご利用の場合は、1台（１泊）2,000円となります。
ご予約当選者様のキャンセルの場合は、
１泊につき5,000円を弊社郵貯口座へお振込戴きます。

出張所の詳細は、ビジネスマニュアル又はホームページよりご確認下さい。
http://www.threepeacegroup.com→会員ログイン→出張所空室情報
大変人気でご希望通りご予約が取れない場合もございますので、ご了承下さいませ。

東京出張所
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大阪出張所

北陸出張所

四国出張所

出張所担当：畑中
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ご愛用者対談

１１月号

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

１２月７日（水）10：30〜14：40

会場では、今年もスリーピースのブースも設けており
ます！皆様!!12月７日は是非東京ビックサイトへ!!
沢山の方のお越しをお待ち致しております。

決定版！体温を上げる健康法

大好評
販売中!

全国書店にてご購入戴けます。定価1,000円+税
★スリーピース価格 1,000円

５冊より送料無料!! ５冊未満の方は送料300円となります。

まとめてのご購入がお得です!!
資格認定講座 体温管理士

受講11月1日より開始!!

10月12日（水）14時から
アットビジネスセンター東京駅302
当連盟主催にて、
テーマ：温熱で免疫力が上がる。
★低体温の現代人に忠告

沢山の方より第5期生の受講申込ありがとうござい
ました。
※通信講座でございます、提出物は必ず提出期限
安保徹先生が特別講師 定員１００名様限定で開催
までにご提出下さい。
致しました！
体温管理士の詳細は、ビジネスマニュアル8ページ
をご覧下さい。
日本レホルム連盟の記事は、本誌10・11ページへ掲載致しております。
2016

運気が上がる

A

あまり咳き込むことがなくなりかなり楽になり
ました。風邪が治るのが早くなりました！

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

と思っています。

9

月～金

Q

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

20

12

A

三枝様 少しずつですが、
冷たい水を飲みすぎな
い
（極力ぬるめ）
、
朝ご飯を抜かない、
適度な運動、
ランニング等を心がける！
体温管理士に興味はあります
☆次回、
取得しようと思っています。

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

20

菊地様 前のネットワークビジネスをやっていた
時にお世話になった方から、
スリーピースのお話
を教えていただき、
その時にフコイダンＤＸに出会いま
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。

電話相談時間

36

三枝様 前のネットワークビジネスで一緒だった
人達からの紹介で出会いました！

消費者相談室

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

35

お食事会についてお伺い致します。
お食事会へ参加したことはございますでしょう
か？
お食事会へ参加されてのご感想お願い申し上げます。
また 月には忘年会、
来年の１月には新年会もありま
す。
最寄り地域の開催に参加されるご予定でしょうか？

全国直販流通協会

相談受付時間

A Q A
フコイダンＤＸを愛用してからの嬉しい変化は
ございましたでしょうか？

(^^)/

菊地様 フコイダンＤＸを愛用してから便通が
よくなりました。
また、
実際の体温も 度しかなかったものの、 度に近
づいてきていて、体温がいつの間にか上がっていたこと
に驚き、
嬉しく感じています。

A

A

菊地様 参加させていただいております。
私は仙台のお食事会に参加しているのですが、
仙
台は私と同世代の 代の方が多いのでとても親近感が
わきます☆
また 代以外にも仙台では幅広い年齢層の方がお食事
会に来てくださっているので、食事をしながら、
いつも
色んな方のお話が聞けたり、
関われたりするので、
嬉し
く感じています。
忘年会も参加の予定です！

20

三枝様 毎年、特に季節の変わり目や冬場はか
なり咳き込むような風邪を引いていましたが、
風
邪を引かないとまではいかなくても、
あまり咳き込むこ
とがなくなりかなり楽になりました。風邪が治るのが
早くなりました！

フコイダンＤＸはお客様にとってどのような存
在でしょうか？

その他ご意見ご感想をお願い申し上げます。

(^^)

三枝様 いつも楽しいお話しが聞けて、
お弁当も
いつも美味しい物ばかりなので楽しみです。毎月
参加しています！
代だけでなく、
幅広い年配層も誘いやすいので、
視野
が広がります。
忘・新年会は参加します

菊地様 この場をお借りして、
お世話になってい
る皆様方、
いつもありがとうございます。
商品の魅力はもちろんですが、
それ以外に環境、
プラン
にも魅力があることに気付いたので、
これから徐々にフ
コイダンＤＸを紹介していきたいと思います
これからもよろしくお願い致します！

A Q

菊地様 頼りになる存在です！

体温管理士という資格がありますが、体温につ
いて日頃から気をつけて行っていること、
また、
フコイダンＤＸを愛用するになってから体温に
対する意識の変化はありましたか？
体温管理士の資格に興味はございますでしょうか？

三枝様 いつもお世話になっている皆さんありが
とうございます。
仙台に本社があり、本社も利用しとても良い環境でス
リーピースの活動をしています。
これからもたくさんの方にフコイダンＤＸを伝えてい
きます よろしくお願いします！

三枝様 めかぶや海草類は普段あまり食べない
ので、
今後の食生活のためにも無くてはならない
存在です！

菊地様 あまり体を冷やさないようにしていま
す。嬉しい変化のところでお話ししたように、意
識の変化はありました。
また、普段生活していても
「体
温」
という文字を見かけると立ち止まって気にかける
ようになりました！
体温管理士の資格にも興味はあるので次回、
受けたい

個人的な感想になります。

体温がいつの間にか上がっていたことに驚き、
嬉しく感じています。

!!

A AQ

三枝将大 様

菊地可笑 様
※製品を使用しての体感等は、あくまでも

A

Q

ダイレクトマーケティングフェア
☆セミナー講演決定!!

の

菊地可笑 様
三枝将大 様

A

東京ビックサイトで行われる

本社から

日本レホルム連盟

http://www.jrl.jp/

で日本レホルム連盟の最新情報をご確認ください！

ビジネスマニュアル 販売中！

１冊1,000円にて販売致しております。
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。

イント」
の４大ポ

「急成長
2016〜2017

各都道府県で

お食事会開催中！

お食事会情報は、WEB又は、本
誌12ページをご覧下さい。
ホームページ
http://www.threepeacegroup.com
⇒食事会情報をご覧下さい。
会員ログイン→セミナー情報へ
は、会場担当者等記載致してお
ります。
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Three Peace

株式会社スリーピース ☎022-212-1531
http://www.dx-fucoidan.com

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。

カスタマーの営業時間

10：00～12：00
13：00～17：00
※2016年12月30日（金）まで通常通り営業致しております。
土日祝日はお休みとなります
2017年１月６日（金）より営業開始となります。
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ゆ う す け

由洲希 さ〜ん
バックの中身

■こんにちは。
スリーピースビジネスに出
会ったきっかけを教えてくだ
さい。
森田様 知り合いだった上中
さんに、大阪まで会いに行き
ました。
なんと、稲積さんが隣におら
れました。
逆アポになったのが、きっか
けです！
田中様 友人である森田慶子
さんから、お聞きしました。

ち
森田様 モットーは、いつも
元気で明るく笑顔を絶やさな
い事！絶好調！ワクワク！ミ
ラクル！
大事にしてる事は、大成功し
てる稲積さんや、アップの上
中さん、辻本さんのアドバイ
スを受けながら、グループの
方々に、愛ある、接し方をす
る事です！
お食事会の動員も、アップの
方と一緒にアポ取りしていま
す。

■ビジネス活動をするにあ
たってのモットーをお聞かせ
ください。
また、活動の中で一番大事に
していることを教えてくださ
い。

田中様 まだ、活用出来てい
ませんが、まず、大阪北浜タ
ワーマンションに行ってみた
いです。そして、東京、沖縄
のメンバーと一緒に利用し、
お食事をしたいです。

ていませんが、稲積さんや、
上中さんが、写真で送ってく
ださるので、私も実際に体感
してグループの方にお伝えし
たいです。
お食事や、お勉強会に活用し
たいです。

財布、名刺入れ、ビジネスバックは
ボッテガヴェネタで統一！
※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。

田中様 まず、直紹介 人を
出しスリーピースボーナス達
成。最終目標は、プラチナに
なる事です。ありがとうござ
います。

森田様 タイトルを一つ一つ
上げていきます。
最終的には、もちろんプラチ
ナです！
岡山に、出張所を作っていた
だく事です！
会員想いの、糟谷社長に出会
えた事、心から、感謝してい
ます。
ありがとうございます。

■今後の目標をお聞かせくだ
さい。

田中様 電話、メールで常に
連絡を取り合い会って行く。
新規がいれば我が家に来て皆
んなで応援します。

森田様 電話で毎日連絡を取
り合っています。会える時
は、お会するようにしていま
す。
メンバーの方のお宅で、女子
会したり、稲積さんや、上中
さんに岡山まで来ていただい
てます。

■グループのフォローや状況
把握はどのようにして行って
おりますか？

ます。

手帳はヴィトンで、こだわり
はこのボールペン！モンブラ
ンというブランドでボールペ
ンの王道を使ってます！良い
ボールペンでサインしてもら
うことによってお客さんの新
しい人生をスタートさせるこ
とにこだわっています！

田中様 いつもは、我が家で
何人か集まってワイワイと
やってます。紹介者の森田さ
んを中心に女子会、ある時
は、上中さん、ある時は、稲
積さんも交え明るく楽しい会
を開催するように心掛けてい

ブロンズ以上のランク達成者様

ブロンズ会議

■スリーピースビジネスをす
る際に心がけていること、気
を付けていることはございま
すでしょうか？
森田様 心がけていること
は、愛を持って毎日どなたか
にお電話か、メール、そし
て、直接お会いする事です！
笑顔で接する事、相手の話を
聞く事、今の現状を聞いて、
いかに、スリーピースに繋げ
るかという事に心がけていま
す。
田中様 みんなが、楽しくい
つもわくわくドキドキ出来る
ように、そして、根本は愛を
持って人と、接しています。

出張所はまだ使用し

■出張所が各地にあります
が、どのようにご活用して行
きたいとお考えでしょうか？
また、ご利用された事は御座
いますか？
森田様

ランクアップトレーニング

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

拝
と
っ
ょ

!
!
見
佐藤ゆうすけ platinum

8
１１月号
運気が上がる
体温が上がれば
１１月号

社長がいつも講演会でお話しするように
常に保湿しておくことと、
香水はこだわっ
てます。香水はエルメスです！女子ウケ
も抜群！笑
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
参加条件は下記の通りとなります。

金

様

森田 慶子様

会場
参加条件

12/23

11/29

火

運気が上がる
体温が上がれば

5

20

×田中 留美子

interview

ランクアップトレーニング・ブロンズ会議

10月のお食事会

富山

TOYAMA

たくさんのご参加ありがとうございます。

東京

TOKYO

愛媛
EHIME

大阪

OSAKA

群馬

秋田

GUNMA

AKITA

沖縄

OKINAWA

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

１１月号

体温が上がれば 運気が上がる

１１月号

６

