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原田康之platinum 松浦加寿彦gold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

ご予約は
お早めに

参加費
無料 !!

第2研修室

★１月８日(日)13：00～ 松山コミニュティーセンター 第1・2会議室
愛媛県松山市湊町七丁目5番地 ☎089-921-8222
食事無し ★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
セミナー
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
★1月24日(火)12：00～ 宇都宮市立南図書館 会議室
宇都宮市雀宮町56-1 ☎028-653-7609
稲積英一platinumセミナー
★２月３日(金)12：00～ 愛媛県男女共同参画センター 研修室
愛媛県松山市山越町450番地 ☎089-926-1633
のみ

のみ
のみ

木下様 直紹介 名を達成す
ることです。
同時にスリーピースボーナス
達成、またキャンペーンで８
月には本社招待もしていただ
きました！
20

アドバイスをお願い申し上げ
ます。

木下様 ビジネスパートナー
を持つことが、やりがいや楽
しみ、達成感につながると思
います。

２０１６年も残りわずかです
が今年一年はどのような一年
でしたでしょうか？
ビジネス活動で変化のあった
こと、得たことがございまし
たら教えてください。

木下様 今年はスリーピー
スの本社招待、直紹介 名達
成、シルバー達成と、とても
濃い、自分にとってとても意
味のある一年になりました。
これからが本当のスタートだ
と思っています
20

スリーピースビジネスをして
いて〝やりがいを感じる〟時
はどんな時でしょうか？

木下様 原田プラチナと共に
行動して『志事』をしている
時にやりがいを感じます。
最速でプラチナになられた原
田さんからは学ぶことがたく
さんあります。
一緒に仕事をしていてワクワ
クします。

これからシルバー達成を目指
している方、スリーピースビ
ジネスを頑張られている方に
来年２０１７年の目標、今
後の目標をお願い申し上げま
す。

木下様 まずは何事も楽しむ
こと。
仲間の成功が喜びにつなが
りますので、２０１７年はメ
ンバーをひとりでも多くタイ
トルアップ出来るように、頑
張って参ります。
自分自身もタイトルアップす
る１年にします！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。

!!

!

こんにちは。
シルバー達成おめでとうござ
います。
シルバーを達成されてのご感
想お願い申し上げます。

ビジネスパートナーを持つことが、
やりがいや楽しみ、達成感につながる
と思います。

木下様 ありがとうございま
す。とても嬉しいです
シルバー達成は通過点だと
思っています。

シルバー達成

シルバー達成までに努力した
こと、意識したことはござい
ますでしょうか？

様

★１２月３日(土)13：00～ 岡山西ふれあいセンター
岡山市南区妹尾880-1 ☎086-281-9611
★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
★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
★１２月14日(水)13：00～ 野口医学研究所
東京都港区虎ノ門1-22-13 虎ノ門秋山ビル9階 ☎03-3501-0130
★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

食事無し
セミナー

ー

木下 光夫

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。

写真はイメージです。

★２月４日(土)12：00～ 岡山北ふれあいセンター マスカットホール
岡山市北区谷万成2-6-33 ☎086-251-6500
★2月12日(日)12：00 尼崎文化センターアルカイックホール 第2会議室
兵庫県尼崎市昭和通2丁目7-16 ☎06-6487-0800
★2月19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
※最新情報はホームページよりご確認ください。

残り席あとわずか！

宮城忘年会

富山忘年会

大阪忘年会（兵庫県にて開催）
■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〜
■参加費／5,000円
■担当者／太田愛子 ☎090-3350-1045

愛媛忘年会

■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

2017年 新 年 会

■1月14日(土)梅田・阪神尼崎近辺にて開催予定！
その他各地開催の詳細は1月号にて。

体温が上がれば
運気が上がる
平成 28 年 12 月１日発行

12 月号

■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

宮城新年会

★参加締め切りは12月25日(日)

■手羽一郎 仙台市青葉区国分町2-1-3-3F ☎050-5831-1193
■日 時／１月１５日（日）18：00～
■担当者／佐藤富望榮 ☎090-1170-6403

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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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、急成長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カ月に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７万円以上の会員様(リクルートボーナスは含みません)
例：1月29日開催の場合 12月（1月27日着金）のコミッションで7万円以上
※参加条件は随時変更することがあります。
なお、開催された急成長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、弊社で決めた金額をご登録の郵貯口座へ開催月中旬頃お振込致します。
なお、宿泊費の発生は致しません。
この規約は平成11月１日より施行となります。

次回 第2回急成長会議
1月29日(日)

野口英世研究所

東京都港区虎ノ門1-22-13 虎ノ門秋山ビル9階

東京メトロ銀座線
虎ノ門駅から徒歩
で約 6 分

該当の会員様へは弊社よりご連絡致します。

（参加条件等最新事情は HP の概要書面をご覧ください。
）

第1回 大阪出張所オープンを記念し、尼崎総合文化センター アルカイックホールにて開催！
開催
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仙台本社の活動
Activity of the Sendai head office

SENDAI
本社セミナールーム大活用 !!
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ご愛用者対談

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！

フコイダンＤＸに出会ったきっかけを教えてく
ださい。

Q

A Q

板倉様 フコイダンＤＸを愛用するようになっ
てまだ１ヶ月ですが、
血糖値が少しずつ落ち着い
てきました。
そのお陰なのか、
体もすごく楽になりました。
本当にフコイダンＤＸに感謝しています。

１２月号

A

松永様 フコイダンＤＸに出会ったきっかけは、
高校の同級生の川畑君から声を掛けてもらった
のがきっかけです。

運気が上がる

A

愛用し続けられる秘訣は何ですか。
また、
愛用している物等ございますでしょうか？

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）

A

板倉様 いとこの松永さんに持病の糖尿病があ
るので心配してくれて、
フコイダンＤＸを紹介し
てもらいました。

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

Q

松永様 天然の物で作られているので安心して愛用
出来ます！
フコイダンＤＸ１つでたくさんの変化を実感できてい
て、
これから愛用し続けていのがとても楽しみです。

電話相談時間

月～金

フコイダンＤＸを体調によってご自身で飲む量
などを変えていらっしゃいますか。
また、
普段はいつお飲みになりますでしょうか？

0120-28-9921 まで

A

板倉様 いつでも飲めるように普段はフコイダ
ンＤＸをカバンの中に入れています。
今はインシュリンと薬を使っていますが、
インシュリンも
薬も使わずフコイダンＤＸだけになることが今の夢で
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。

その他ご意見ご感想をお聞かせください。

・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。

AQ

松永様 体調によって、飲む量は変えず、教えて
もらったように毎朝朝食後４粒かかさず飲んで
います。

松永様 ここまで、
体感すると私にとって手放せ
れないサプリメントです。
私にフコイダンＤＸを勧めてくれた川畑君に感謝です。
そして何より、
このサプリメントを作っていただいた糟
谷社長さんありがとうございます。

個人的な感想になります。

消費者相談室

相談受付時間

板倉様 朝に４粒飲んでいます。
その日の体調に合わせて朝に２粒、
夜に２粒飲む
こともあります。

天然の物で作られているのが魅力です

板倉様
いとこ
の 松 永 さ んに
は 、こ ん な 素
敵な 商 品 を 紹
介 してくれ た
こ とに 感 謝 し
ています。持病
の 糖 尿 病 がフ
コ イ ダンＤ Ｘ
で 良 くな る こ
と を とても 楽
し み に し てい
ます。
あ り が と うご
ざいます。

A

フコイダンＤＸの一番の魅力は何でしょうか？

松永様
ね。

フコイダンＤＸを飲み始めて目に見える良さを
実感した時はどんな時ですか。

34.9

板倉様 フコイダンＤＸを飲むようになって便
秘が治りました
体もいつもぽかぽかしています。

松永様 フコイダンＤＸを飲み始めて約２ヶ月
になりますが、私は、体温が 度位しかなかった
のと、
血圧が低血圧でいつも上が９０ 下が５３位でそ
の上、便秘でもうボロボロだった体が、
フコイダンＤＸ
を飲み始めて３週間ぐらいで体温も 度より低くなる
ことはなくなり、
血圧も上が１１７ 下が７２位にな
り、
便秘も治りました。
何よりびっくりしたのは体重が４・５キロも減量出来
ました

※製品を使用しての体感等は、あくまでも

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。

36.6

!!

A

板倉美穂 様

松永千秋 様
!!

A A Q

全国直販流通協会

9

の

板倉美穂 様
松永千秋 様

A Q

ネットワーク
ビジネス12月号掲載!!
月刊

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

10月28日
全国書店で
好評発売中！

P26・P27へ見開きにて宮城県会員様の

菊池那實様（阿部様・小野寺様）

記事を掲載して戴きました！
その他にもP76・P99へも弊社記事掲載!!
バックナンバーのご購入は
http://www.network-b.comよりご確認下さい。

～http://www.network-b.comの
NB主宰会社ランキングへ是非ご投票下さい～

ぜひ１票をご投票ください。

クリック！

12月6日・7日は

内容は、ぜひお手に取ってご確認
ください。 定価/620円（税込）

ビックサイトへ！

第5回 NBアワード2016
もっとも躍進した新規企業

第1位

7日(水)の社長講演
もぜひご参加ください。
☆開催の様子は次回新聞へ掲載予定です☆
又最新情報は弊社フェイスブックへ掲載致
しております。

にスリーピースが選ばれました!!
月刊ネットワークビジネス読者による投票で選出されました。
ご投票いただきました皆様、ありがとうございます。
12月6日(火)にビックサイトで開催の
ダイレクトマーケティングフェアにて社長が表彰されます!!

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、会場担当者等記載致してお
ります。
Three Peace
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10
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16

Three Peace

17

ご住所

※お食事会へ
ご参加の際は
スタンプカード
をご持参下さい。

STAM
Three Peace

掲載の大チャンス!!

WEBからのご購入の際は、３日後リクルートキャンペーンに関わらず
２ヶ月お受取り戴いてからリクルートボーナスをお振込致します。

12

11

。
します
１つ捺印
スタンプ します。
14
いた
参加毎に
13
事会１回 をプレゼント
・お食
景品
、
ミナー
ところで
主催のセ
様 ☎
マークの
● 弊社
ーピース
● スリ
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WEB（http://www.dx-fucoidan.com）への
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4

3

2
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ビクトリー達成で通販サイト無料作成！

D
P CAR

ce co.,ltd

ea
Three P

-1531
22-212
ース ☎0 .com
dan
スリーピ
x-fucoi
株式会社
ww w.d
htt p://

STAMP CARD
Three Peace

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

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。

※2016年12月30日（金）まで通常通り営業致しております。
2017年１月６日（金）より営業開始となります。
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

１２月号
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× 阿部 絵美佳
大友 なぎさ様

■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。
阿部様 同級生である佐藤
由洲希さんに声を掛けてい
ただきました。
大友様 主人の大友悠基彦
からの紹介です。
■スリーピースビジネスを
勧める上で一番にアピール
しているポイントはござい
ますでしょうか？

ちょっと

小さな箱の中でビジネスを
していたことに気付きまし
た。
言葉にできないくらい得た
ことがあります。２０１７
年は感謝のできるグループ
作りを目標に、スリーピー
ス 億一緒に走らせていた
だきます。
２０１７年もスリーピース
でもーっとやっちゃいま
す

拝見
そして感謝をする！
大友様 基本的な事です
が、人対人のお仕事なので
自分がされて嫌なことは、
しない。言わない。
後は、どんな時も笑顔を忘
れない事です
■ビジネス活動の中で、ご
相談している方、解決方法
を教えてください。

ブロンズ以上のランク達成者様

ブロンズ会議

阿部様 佐藤富望榮さん、
佐藤由洲希さん親子です。
よく富望榮さんとは２人で
買い物に行きます。
お２人にはいつも感謝で
いっぱいです。

大友様 世代を越えた方々
との付き合い方、幅広い方
との人脈の作り方や、そこ
からの広げ方を新しく得る
事が出来ました。
２０１７年はプラチナにな
るのはもちろんですが、メ
ンバー、１人１人が輝ける
グループ作り。
世代、地域が全く違う無敵
で熱く笑顔溢れるグループ
にします！
これから出会っていく人達
の可能性、これからの自分
やメンバーの成長が楽しみ
で楽しみでワクワクが止ま
りません！
止まらせません

※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

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

阿部様 血の通った会社だ
ということ。
スリーピースのメンバーは
皆さん温かく、元気のあ
る人が多いです。そして
私が選んだので間違いな
い 笑( )

■２０１６年も残りわずか
ですが、今年得たこと目標
達成したこと、２０１７年
の目標をお聞かせくださ
い。

大友様 アップの方はもち
ろんですが、ネットワーク
ビジネスに限らず、人とし
て尊敬している方にアドバ
イスをもらいます。後、い
ろんな講演会に参加をし、
違う考えを聞いて、今の自
分を客観的に捉えるように
心掛けています。

■ビジネスをする上で大切
にしている事自分の中での
ルールがありましたら教え
て下さい。

阿部様 スリーピースをス
タートしてもう少しで一年
になります。
スリーピースに出会うまで

大友様 製品・会社のサー
ビスマーケティングプラ
ン・携わっている人達の温
かさはもちろんですが、一
番は自分自身の熱意です。

阿部様 自分から「やりま
す」と声をもらうこと。
愚痴を吐かない、
常に元気と笑顔、

糟谷社長から頂いた運気が上がる
ルイ・ヴィトンのビジネスバック
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

!!
ランクアップトレーニング・ブロンズ会議

原田さんのバックの中身
33

!!

(＾＾)

8
１２月号
運気が上がる
体温が上がれば
１２月号
運気が上がる
体温が上がれば

5

(*^^*)

会場
参加条件

12/23

!!

様

interview

11月のお食事会
たくさんのご参加ありがとうございます。

沖縄

OKINAWA

東京

TOKYO

仙台

SENDAI

愛媛
EHIME

岡山

OKAYAMA

岡山10月食事会

静岡

SHIZUOKA

大阪

OSAKA

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

１２月号

体温が上がれば 運気が上がる

１２月号

６

