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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。

★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
原田康之platinum講演
★1月11日(水)12：00～ 広島市東区民文化センター
広島県広島市東区東蟹屋町10-31 ☎082-264-5551

★1月11日(水)13：00〜岡山北ふれあいセンター
は
岡山市北区万成2-6-33 ☎086-251-6500
ご予約 お早め
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
兵庫県尼崎市昭和通2丁目7-16 ☎06-6487-0800
セミナー
★1月15(日)13
：00～ セミナー フォレスト仙台 第2ホール
食事無し
宮城県仙台市青葉区柏木1-2-45
☎022-271-9340
セミナー
★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
★1月28日(土)13：00～ 野口英世研究所 大会議室
東京都港区虎ノ門1-22-13 虎ノ門秋山ビル9階 ☎03-3501-0130

勇往邁進

体温が上がれば
運気が上がる

2017

食事会予定

のみ

食事無し
セミナー

に

のみ

参

のみ

費無料 !!
加

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

念頭のご挨拶

株式会社 スリーピース

代表取締役

糟 谷 耕 一

新年明けましておめでとうございます。

関 西 出 張 所・ 北 陸 出

もっと

月にはダイレクトマーケティ

12

昨 年 は 当 社 に と り ま し て、 新 た に

張所・沖縄出張所の開設、

ＮＢアワード２０１６

日に

第１位に選ばれ表彰されました。

ングフェアにて第５回

も躍進した新規企業

急成長会議も行う事も決定し、東京で１月

29

また、初の講演も致しました。

新たに

は第２回を開催致します。

２０１６年も様々な出来事がありました。

これも、皆様からの御愛顧とご活躍のお陰と、厚く御礼を

申し上げます。

億円達成を掲げております

さて、早速ではございますが、年頭にあたり、本年度の目

標として、去年より売上

弊社と致しましては支え合い・積極的な行動・強い組織づ

くりを大切に致しております。

これらすべて、一つ一つの日々の積み重ねから可能になる

ものと思っております。

忠実に品質・組織の強さにこだわり

先ずは目の前の課題にひとつひとつ着実に取り組んで行

きましょう。

今の時代だからこそ

続けていきます。

業界ナンバーワンになるという夢は皆様の協力があれば

こそ実現するものと信じております。

どうか皆様、今年も宜しくお願い申し上げます。

新しい年が更に良い年になるよう祈願致しまして私の新

年の挨拶とさせていただきます。
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★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６日(月)12：00〜 都久志会館 401〜404
福岡市中央区天神4-8-10 ☎092-741-3335
★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
★2月26日(日)12：00〜宇都宮総合コミュニティセンター
宇都宮市明保野町7-1 ☎028-636-4071
★3月4日(土)12：00～ 松山市総合コミュニティセンター 第6・7会議室
愛媛県松山市湊町七丁目5番地 ☎089-921-8222
★3月11日(土)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
★3月20日（月）12：00～ フォレスト仙台
宮城県仙台市青葉区柏木1-2-45 ☎022-271-9340
★3月26日(日)12：00～ 宇都宮総合コミュニティセンター
宇都宮市明保野町7-1 ☎028-636-4071

2017年 新 年 会

大阪新年会

※詳細は、決まり次第公表致します。

■尼崎文化センターアルカイックホールnew!

兵庫県尼崎市昭和通2丁目7-16 ☎06-6487-0800

■日 時／１月１４日（土）15：00～

体温が上がれば
運気が上がる
平成 29 年１月１日発行

１月号

写真はイメージです。

※最新情報はホームページよりご確認ください。

宮城新年会

■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

体温が上がれば

運気が上がる

１月号

12

magazine

対談
view

水本 久子様

原田様 こだわっていること
は、現場に入ることです。今メ
ンバーが何を感じ、何を求めて
いるかを、膝を付き合わせて話
をすれば、心を開いてくれて、
チームワークが生まれます。
■今までで一番思い出に残って
いること、

自分にとって大きく変化のあっ
た事をお教え下さい
桝井様 沢山の楽しいイベン
トも思い出に残っています。
…がやはり、東北の震災の
２０１１・３・ です。その年
の８月に被災地に行かせて頂い
た事は、今も忘れません。
大きな変化は、水本さんに伝え
た事から、スリーピースのビジ
ネスがスタートし、稲積さんの
参加から、タイトルボーナスが
導入。そのあたりから、ビジネ
スの方々が増えて、私の行動も
大きく変化しました。
水本様 ２０１１年の東日本大
震災という未曽有の出来事で
す。ニュースを見て凍りつきま
した。やがて「無事」が確認さ
れ安心。
毎日報道される東北～仙台・気
仙沼の様子に、とてつもない大
変な状況の中で、まもなく、何
事も無かったかのようにフコイ
ダンＤＸは会員さんに届けら
れ、コミッションもきちんと振
り込んで戴いて、本当に感動し
ました。
また、義援金・支援物資を呼び
掛けた時に、思いがけない方々
にも賛同戴きスリーピースを応
援してもらっている事を実感し
ました。復興の役に立ちたいと
思っています。
稲積様 大阪コンベンションの
私のプラチナの表彰です。プ
ラチナの３ヶ月目クリア出来た
時、桝井さんにアドバイス頂き
プラチナ達成出来た事です
とても嬉しかったです。

2
１月号
運気が上がる

■ビジネス活動でここはみんな
と違うと思う自分のポイントを
お聞かせください。
桝井様 コツコツ淡々と、やり
続ける。
断られても諦めない。スリー
ピース歴８年、スリーピースビ
ジネスの変化と、成長をお伝え
出来るのがポイントです。

(^ ^)

11

■スリーピースビジネスをして
いてよかったと思うところをお
聞かせください。
桝井様 沢山の方々との出会
い、色んな場所に行ける楽しみ
が出来ました。
そして、フコイダンＤＸで毎日
の元気なパワーを頂き、スリー
ピースビジネスで金欠病が改善
出来た事です。
水本様 日々のどんな小さな感
情も言葉に表れると思っていま
す。
いつも平常心で、どなたにも安
心して聞いて戴けるよう丁寧な
言葉で、また対等にと心がけて
います。
そして一度ご縁があった方は、
長くリピート戴きたい、長くお
付き合い戴きたいと願っていま
す。
稲積様 みんなと違うかどうか
わからないですが、思考と感
情。
〝喜び過ぎず、落ち込み過ぎな
い、一喜一憂しない〟を、心掛
けています。
起きたことは、受け止める
周りにふりまわされず、目の前
のことをコツコツします

水本様 ７年半前、カタログを
開かれた瞬間「直感」し、即登
録しました。
その直感は正解でした。
年月を重ねる程に「海宝サプリ
フコイダンＤＸ」の普遍的価値
を感じています。
どんな時代にも、どんな世代の
人にも必要とされ、愛用続けて
いただけ、しかもこれだけでＯ
Ｋ！シンプルイズベスト
!!

稲積様 時間がない・お金がな
い・友達が少なかった
この３つ スリーピースで手に
入ったことです
周りの方々に感謝しています

(*^^*)

体温が上がれば
１月号
運気が上がる
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(^ ^)

(^○^)

(^○^)

原田様 将来の夢も大事なので
すが、今は、それよりも目の前
の収入を増やすことが必要でし
たので、ビジネスを始めたばか
りの頃、経済的に余裕がない
中、経費がかかるところ、リク
ルートボーナスが３日後に入
るっていうのは、とっても助か
りましたね
そして、タイトルアップして戴
いた昇格金ボーナスのお陰で、
なんとか父親のメンツも保つこ
とができました 笑( )
(^○^)

稲積 英一様
Hisako Mizumoto

Eiichi Inazumi

talk in the

TOP
inter
ありがとうございます
原田様 今年の３月、富山にて
コンベンションを開催して頂け
たことですね。ちょっぴり照れ
ましたが
家族にも来てもらって表彰され
たことが一番の思い出です。

何回も断られた人に声掛けしな
がら新しい人にも会い、声掛け
出来ます
友人、知人、新しく知り合った
人に「いい仕事あるよ」って伝
えているだけ
それと、グループの人と楽しく
ビジネス活動しています
順調な時は周りの方のお陰、う
まくいかないときは、自分だと
思い焦らず、毎日スリーピース
の仕事やっていますね
楽しく仕事する
原田様 うまくいかない時は、
悩んでも暗くなるだけですので
…やっぱり、掃除ですね
運気が上がります♪
■どのようにダウンの方の把握
をして活動されていますか？

水本様 リーダーさんと時々
ゆっくり話し合ったり、各グ
ループの方とのお茶会・お食事
会・誕生日会等楽しい事を企画
しています。
お互いに「信頼・思いやり」の
心があれば着実に進んで行けま
す。

桝井様 リーダーの方とミー
ティングをしています。

桝井様 上手くいかない時、大
変な時は、気分転換をし、あま
り気に留めず、出来る事を探し
ます。
楽しい企画を考え、グループで
楽しみます。

■活動されていて、思うように
行かない時はどのようにして乗
り越えておられますか？
また、どのような時に楽しさ・
大変さを感じられますか？

(^ ^)

!!

(^○^)

稲積様 連絡くださる方、意識
の高い方と楽しく打ち合わせし
ています

■２０１７年の抱負をお願い致
します。
桝井様 今年も、沢山の方がス
リーピースに参加されるでしょ
う。
自分に出来る事を淡々とやり、
グループの方のお手伝いが
出来る様に、元気で楽しい、
２０１７を過ごしたいと思いま
す。
水本様 スリーピースは大活躍
の年になります。
大きく変化する年になると思い
ます。
併せて、自分のグループの皆さ
んもワクワク感を持ちながら一
人一人が「変化する」「一人一
人が目標を一つずつ手に入れ
る」一年になれば最高です。
稲積様 自分の直の方のプラチ
ナ３人以上達成！
応援していきます
２０１７年は大躍進します
宜しくお願いします

原田様 スリーピースビジネス
をスタートしてまだ２年目です
ので、これからもチャレンジし
ていきます。
『笑顔』と『情熱』と『誠意』
があれば、道は必ず開かれま
す。
億目指して顔晴ります！

(^○^)

MizueMasui

原田 康之様

10
１月号
運気が上がる
体温が上がれば
１月号

(^○^)

(^○^)

(^ ^)

(^○^)

原田様 グループマップを把握
することで、今何をするべきな
のかが見えやすくなり、アドバ
イスや応援してあげやすくなり
ますね。
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(^ ^)

(^ ^)

(^ ^)

(*^^*)

水本様 自分も含め多くの人
が、ビジネスをしていく上での
ビジネスのスイッチ、気力・体
力・諸事情等・タイミングがあ
ります。
先ずは、自分が出来ることを
（小さい事でもなんでも良いの
で）一日一つでも、不安があっ
ても、やる気が出なくても「行
動する」！
「行動すること」で新しい人と
の出会いがあることをグループ
の皆さんと共有したいと思って
います。
心はいつもスリーピースです。

Yasuyuki Harada

稲積様 断られた人に再アタッ
クしています
心は、コロコロかわるので
断った人が、ビジネスパート
ナーになります
(^ ^)

運気が上がる
体温が上がれば

3

(^ ^)

(^ ^)

桝井 瑞枝様

ご愛用者対談

の

アレルギーの方に対しても安全に飲用できる
よう配慮されている所に惹かれました。

か？
また、
参加してみたい県のお食事会はございますか？

１月号

A

フコイダンＤＸに出会ったきっかけをお聞かせ
ください。

運気が上がる

加藤様 以前にネットワークビジネスを紹介し
てくれた友人からスリーピースの話をもらい、
フ
コイダンＤＸに出会いました。

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）

A Q

加藤様 宮城県のお食事会へ参加させていただ
いております。
食事会には幅広い年齢層の方とお会いすることがで
き、
とても良い経験となっております。
全国各地で開かれているので、
宮城県だけではなく東
京など機会があれば参加したいと思っております。

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

A

菊地様 大友梛希沙ちゃんからの紹介です。

月～金

フコイダンＤＸを愛用してよかったと思う変化
はございますでしょうか？

0120-28-9921 まで

菊地様 仙台のお食事会に参加し、
楽しいお話
しと美味しいお弁当を頂いています。
参加してみたいところは、
沖縄です。
人柄も、
雰囲気も違うことが多いと思うので、
機会があ
りましたら沖縄のスリーピースのメンバーさんと触れ
合ってみたいです。

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。

２０１７年はどんな一年にしたいですか？

加藤様 ２０１７年は一歩一歩確実に前進でき
る年にしたいと思っております。

・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

A Q A

A A Q

消費者相談室

相談受付時間

加藤様 フコイダンＤＸを愛用してから便通が
良くなりました。
また、
体温も上がったと感じています。
私は、
冷え性なのですがフコイダンＤＸを飲んでから手
足の冷えが改善されていると感じており、
とても嬉し
く思っています。

菊地様 身体がポカポカして寒さをあまり感じ
なくなりました。

Q A

菊地様 新しい事に沢山挑戦して楽しい年にし
ていきたいです。
何よりも健康でいることが一番ですね。

その他ご意見ご感想をお願い申し上げます。

A Q

フコイダンＤＸに出会う前から弊社フコイダン
ＤＸに含まれる成分でご存知だったものや
初めて知った成分等ございますでしょうか？

A

加藤様 常日頃皆さんにはお世話になってお
り、
大変感謝しております。
会社の雰囲気も良く人とのつながりの良さを感じられ
る環境の中でフコイダンＤＸの良さも広めていきたい
と思っているので今後ともよろしくお願い致します。

菊地様 私は９月に始めたばかりなのでこれか
らも続けて、
スリーピースの魅力とフコイダンの
良さを沢山実感していきたいです。
ありがとうございました。

A

加藤様 フコイダンＤＸに含まれるＤＨＡ・ＥＰ
Ａは体に良いものと分かっていましたが、
フコイ
ダンＤＸにはルチンやピぺリンといったものも含まれて
おり、
アレルギーの方に対しても安全に飲用できるよ
う配慮されている所に惹かれました。

菊地様 スリーピースに出会う前に、
他の健康
系のセミナーに参加した時に、
フコイダンは体に
良いと、
聞いていました。
スリーピースの場合はフコイダン以外に多くの成分が
入っているので、
素晴らしいなと思いました。

A

お食事会についてお伺いします。
お食事会へ参加したことはございますでしょう

※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。

身体がポカポカして寒さをあまり
感じなくなりました。

Q

加藤真祐美 様

菊地裕子 様

加藤真祐美 様
菊地 裕子 様

全国直販流通協会

9

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
ONODERA

OTANI

スタッフ挨拶
謹んで新年のお慶びを申し上げます。
旧年中は格別の御愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
本年もスタッフ一同皆様のご期待に添うべく、
一層のサービスの向上を目指しまいる所存でございます。
今年も昨年同様の御愛顧を宜しくお願い申し上げます。

株式会社 スリーピース

LINEのQRコード

ビクトリー達成者様の
通販サイトは
http://www.dx-fucoidan.com
へ掲載中！

※随時入れ替えを致しておりま
す。ご自身のブログ・フェイスブッ
ク等ご利用の方は、是非そちら
からも御案内下さい

各出張所のご予約（抽選）方法
ホームページ会員ログイン⇒“出張所空室情報”よりご覧戴けます。
東京・大阪出張所に関しましては、毎月1日～5日の期間にて翌月の
受付を致します。
6日以降にご当選された方へ弊社よりご連絡させていただきます。
当選のご連絡させて頂きました時点で予約確定となります。
キャンセルとなりますと１泊につき5,000円キャンセル料が発生い
たします。

※出張所ご利用は商品を定期購入していただいている会員様に限ります。

ビジネスマニュアル・リニューアル！
１冊1,000円にて販売致しております。

その他にもビジネス活動に必要な書面を
販売致しております、
申請注文書4ページをご覧下さい。
※リクルート活動の際は必ず、概要書面、
個人情報保護方針をお渡し下さい。

また、お名刺は３タイプございますので
申請注文書6ページをご覧下さい。

ご注文は、FAXまたはお電話・メールにて承っております。
体温が上がれば

運気が上がる

１月号

4
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寝てる時だけ言えと 言います。そのうえ日 本 人の ％
以上が死ぬ間際にもっとやりたいことをたくさんすれ
ばよかった。
と言って死ぬそうです！
ダサいし、情けない！俺からしたらそっちの方がバカで
す！僕たち親子は命の儚さや命なんて紙一重なんだな
…ということを本当に知っています！
生かされたことが奇 跡 だと 本 当に思えるほど 凄い震
災だったんです！生きてるなら自分の人生をとことん
生きる！ほとんどが他人の目ばかりを気にして生きて
るような気がしてなりません！だから僕たちは親子で
やっています！ 親 子で伝えられることはイメージの払
拭ですかね！このネットワークビジネスこそ人 力を
つける最大の仕事だと思っています！
親子で仕事をすることはデメリットなんてあり
ません！全てメリットです！親の世代から僕
らの世 代まで幅 広くこの情 報を伝え仲 間に
加えられます！是非親子でこのビジネス関
わることを僕はオススメしたいです！

決まります！なので、少しパンチを効かせて僕は仕事に
挑むことが多いです！
２０１７年の抱負
由洲希様 ２０１７年は結婚もしてないので、
フェラー
リ買おうと思ってます！
ネットワークで成 功したらまずはフェラーリ！という
夢が最初からありましたので２０１７年はそれを叶え
ます！それと同時に自分より以下のグループでプラチ
ナを 人作ること！それも叶えます！
２０１７年もスリーピースがダントツで伸び率 １に
君臨するように日々の数字にこだわり邁進したいと思
います！

心はいつもスリーピース

No.

■明けましておめでとうございます。
スリーピースビジネスの魅力を３つお願いします。
由洲希様 １つ目は
スリーピースの福利厚生の数々です。
無料お食事会、
損害保険、
会計サービス、
全国出張所施設！
この４つのサービスがあることでリストアップの数も増
えクロージングの確率も大幅に上がったのは間違いあ
りません。
すべてを無 料で提 供することで、会 員の経 費 削 減や新
規の方々からのスリーピースの見え方！等々フィール
ドで日々活動していると、
これ以上に仕事がしやすい
環境はないと考えます！
２０１７年からは出張所施設も２ヶ月に１つずつ
増える流れになりますし、全国で 箇所近くま
で増やしていくスリーピースにもう敵はいない
と考えます
２つ目は商品が１品だということです。
今まで僕は複 数 商 品があるネットワークの
会社でしかネットワークをしたことがなかっ
たので１品は 正 直 最 初 不 安でしたが、今は
１品のやりやすさが心から伝えられます。
（ 笑 ）ネットワークのお仕 事は伝 達
の 仕 事 なので、簡 単であ りシン
プルでなければいけません！商
品が１品であることは、伝 達 速
度 は 当 た り 前 です が か な
り上がります！そして、
商 品 力も日 本 市 場にあ
る サ プ リ メント の 中 で
も別格に良いのが魅力で
す！見た目も別格に良いです
ね
（笑）
そして３つ目はなんといっても…社長
です
（笑）社長が若くてイケメン！だけでは
なく、
かなりの現場主義者の方！
自らフィールドにでて講師、
アドバイザーを
丁 寧にしている 社 長の姿が会 員の心を 掴み
ます！
■親子で活動されておりますが、親子で活動の
良さ 、また２人でトップタイトルを 獲 得されて
いる秘訣をお聞かせください。

12/7 社長講演
‼‼

12/6 表彰式
由洲希様 その日になるべく登録をあげることです！
前は相手のペースで登録をしてもらうようなクロージ
ングをしてましたが、
スリーピースはベンチャー企業で
す！そんなゆったりしたクロージングではなく、
こちら
側で巻き込んでいく！というようなクロージングのスタ
イルに変えました！それと見た目ですね！ファースト
インスピレーションで相手もイメージの僕のイメージも

「願いは必ず叶う」

※開催日は大阪出張所は使用できませ
んのでご了承下さい。
ブロンズ以上のランク達成者様

30

東京ビックサイト
■スリーピースに入会した当初と大きく
～母 富望榮様より～
変わったこと
〝縁ある人全ての夢を叶えるのが私の夢〟
由 洲 希 様 スリ ーピ ースに入 会してか
新春のお慶びを申し上げます。
ら 大きく 変わったのは 自 分の見てる 景
親 子でスリ ーピ ースのビジネス活 動に 取 り 組む 事に
色ですね ！ 昨 年からホテル住まいでグ
よって互いに学び合い、成長させていただいております。
ループを構築してきました！
感謝しかありません。
セミナーがないので、日々のＡＣやＡＢ
その感謝のエネルギーを今年はもっともっと振りまき
Ｃに 徹 して 現 場 を 徹 底 的 に 行った 結
たいと思います。
果、
アドバイザーのレベルもかなり上が
震災を経験し、
そして時の経過と共に乗り越え今があ
りましたし、感 覚が研 ぎ 澄まされた感
ります。
じ がします（ 笑 ）今 は どんな 大 物 リ ー 〝今この瞬間を置かれた場所で精一杯生きる〟
ダーに出くわしても同じ目線で会話す
今年も引き続きこれをテーマに邁進していきます。
るようにしています！
私がワクワク・ドキドキ 一番嬉しいことは何だろう？
自分の今後が自分で楽しみです
（笑）
と考えたら、私は目の前にいる人達一人一人の笑顔を見
るのが１番嬉しい
■ 佐 藤 様 親 子 はイベント等 企 画 、運 営
という事がわかったんですネ
されておりますが、
これから新しくしよ
だから、縁ある人、全ての夢や希望を叶えるためのお手
うと思っていることはございますか？
伝いをしていこうと思います。
時にチャンスは１度しか訪れないかもしれません。
由洲希様 今後はもっと一泊研修を増や
スリーピースが 年目を迎え急成長に突入しました。
すと同時に海外ボランティアイベントや交
その瞬間にその中にいる事に大変幸せを感じます。
流会イベント、
タワーマンションを活用した
その事 を 私 達 は 多 くの人 々に 伝えなければいけませ
パーティーなどさまざま 考えております。 ん。
でもやはりネットワークなので、夢ある仕事
私たちの口からしか聞くことができないからです。
です！ 海 外 招 待 旅 行は２０１７年 行きたい
その情報を本当に待っている人が必ずいます。
と思います！
その人達を急成長の嵐の渦に巻き込んであげましょう
笑
■ビジネス活動を行う上で必ず行っていること、 頑張らなくていいんです
大切にしていること
楽しくやればいいんです
私は頑張るのをやめたらうまくいき始めました。
肩の力を抜いて、目の前の人に何か情熱を傾けているの
かを聞いて、私自身の夢を語り始めたらうまくいったん
です。
自分自身の人生を謳歌しましょう
人生は一度っきりの奇跡の連続です。
だからこそ欲っする事は全て願いたいと思います。
‼
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2016.12.6-7
!!!

由洲希様 親子でこのネットワークビジネスという
仕事を選択し、結果を出し続けているのは本当に光栄
な事ですし、
自慢です！
親が子供にこのネットワークビジネスというあまりイ
メージのよろしくない仕事を推奨しています！息子の
僕からも東日本大震災後に母親にネットワークビジネ
ス以外 、母がワクワク生きられる世 界はない！と 言い
ました！ネットワークは本当に自分を常に試される仕
事だと僕は思っています。大人になればなるほど脳みそ
が筋 肉になり 夢を語ることをバカだと 言います。夢は

ブロンズ会議

ビクトリー以上のランク達成者様

■ブロンズ会議
12月／15：00～
２月／15：00～
３月／15：00～
■ランクアップトレーニング
12月／13：30～
２月／13：30～
３月／13：30～

8
１月号
運気が上がる
体温が上がれば
１月号

ランクアップトレーニング

北浜タワー 大阪出張所
大阪府大阪市中央区高麗橋1-7-7

土

参加条件は下記の通りとなります。

会場

土

‼

10

参加条件

12/23 ２/2５ ３/2５

金

運気が上がる
体温が上がれば

5

‼

ダイレクトマーケティングフェア

ランクアップトレーニング・ブロンズ会議

１２月のお食事会
たくさんのご参加ありがとうございます。

石川

ISHIKAWA

東京

仙台

TOKYO

SENDAI

東京11月食事会

仙台12月
忘年会

大阪

OSAKA

静岡

尼崎

SHIZUOKA

AMAGASAKI

岡山

OKAYAMA

1

2

3

4

5

10

11

16

17

6

Three Peace

7

8

13

14

12
Three Peace

15

● 弊社主催のセミナー・お食事会１回参加毎にスタンプ１つ捺印します。
● スリーピースマークのところで、
景品をプレゼントいたします。

様

☎

ご住所

STAMP CARD

STAM

Three Peace co.,ltd

RD
P CA

eace co.,ltd

Three P

2-212-15
☎02
ピース dan.com
スリー
ucoi
株式会社 ww.dx-f
http://w

31

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。
※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。 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

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

７

体温が上がれば 運気が上がる

１月号

Three Peace

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

体温が上がれば 運気が上がる

１月号

６

