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★５月７日(日)12：00～ 尼崎総合文化センター 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
D
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★５月８日(月)12：00～ 都久志会館 401～404
STAM
d
eace co.,lt
福岡県福岡市中央区天神４丁目８-１０ ☎092-741-3335
Three P
★５月14日(日)12：00～ 宇都宮文化会館
STAMP CARD
栃木県宇都宮市明保野町７-66 ☎028-636-2121
Three Peace co.,ltd
★５月21日(日)12：00～ 宮城県仙台市本社
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13Ｆ ☎022-212-1531
★５月21日(日)12：00～ 高岡テクノドーム
富山県高岡市二塚322番5 ☎0766-26-5151
★５月27日(土)12：00～ 伊勢崎市文化会館
群馬県伊勢崎市昭和町3918
★５月29日(月)12：00～ 北とぴあ１３階飛鳥ホール
東京都北区王子1-11-1

interview

大川 泰枝様

Three Peace

31
212-15
☎022- om
.c
ーピース
coidan
社 スリ
株 式会 w w w.dx-fu
ht tp://

e

参加費

無料 !!
★７月５日(水)12：00～ 都久志会館401～404
福岡県福岡市中央区天神４丁目８-１０ ☎092-741-3335
★７月８日(土) 尼崎総合文化センター 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

石田様 元々ネットワークビ
ジネスはかじるくらいでした
が、スリーピースのシステム
を教えて頂き、誰でも頑張れ
ば収入を得る事や、その事だ
けではなく、震災の復興など

12
５月号
運気が上がる
体温が上がれば

ご予約は
お早めに
★６月４日(日)12：00～ 都久志会館401～404
福岡県福岡市中央区天神４丁目８-１０ ☎092-741-3335
★６月11日(日)12：00～ 尼崎総合文化センター 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
★６月13日(火)12：00～ 白山市民交流センター 大会議室
石川県白山市倉光２丁目1番地 ☎076-276-1111
★６月16日(金)12：00～ 宇都宮文化会館 第一会議室
栃木県宇都宮市明保野町７-66 ☎028-636-2121
★６月18日(日)12：00～ 宮城県仙台市本社
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13Ｆ ☎022-212-1531

!!

写真はイメージです。

■こんにちは。
の社会の貢献することも出来 ■ 活 動の 際の 楽 しみ・ 苦労 さ
先ず始めに、スリーピースに るということに惹かれ自分も れている事をお教え下さい。
出会ったきっかけをお教え下 その一員になりたいと思い登
大川様 いろんな方に出会え
さい。
録することを決めました。
る こ と が 一 番 の 楽 し み で す。
「泰枝ちゃんだ
大川様 こんにちは。
■ど のよう な 場所 で、 活 動 さ 苦労する点は、
から出来るのよ、私には無理」
以前から仲良くしていただい れておりますか？
と言われること。
ている関原さんから、
「すっご
いのに出会っちゃった」と紹 大川 様 主に 千 葉 県内 や 都内 み ん な で応 援す るの で、 １人
ではないですよ。
介されました。
です。
富山・群馬から遥々千葉まで こ じ ん ま り と し た カ フ ェ や、 誰でもスタート出来る！
原田さんと周東さんがお越し ホテルのラウンジでお話しす とお伝えしていきたいです。
くださり、サインしました。
ることが多いです。
石田様 たくさんの県で行わ
石田様 最初に北山克己さん 石田 様 活動 は 喫 茶店 な どで れ る 食 事会 や、 チー ムの 人と
集まりミーティングをするの
にスリーピースを紹介してい 話をしています
が凄く楽しいです！
ただきました。
しかし、最初は断ってしまい ■リ クルー ト の際、ご 説 明 さ 苦しい事は断られる事が多い
後日、北山さんと松浦さんか れている内容についてお伺い で す が、 自分 の 思いを し っか
りと伝える事で真剣に聞いて
ら お 話 を 頂 き 決 心 し た の が 致します。
きっかけです。
どのような事に気を付けてお くださる方も多いので負けず
に頑張りたいと思います！
話になられておりますか？
■ビジネスを始められたきっ 又、 お 話にな ら れ てい る 内容
■その他ご意見ご感想をお願
かけをお教え下さい。
をお教え下さい。
致します。
大川様 食育指導士やアロマ 大川様 サプリメントや漢方
セラピストでもありますので、 の資格も持っておりますので、 大 川 様 スリ ーピ ース には 楽
体 温 を 上 げ る 事 の 大 切 さ は、 フコイダンＤＸは薬ではない しい仲間がたくさん居ます！
以前から発信してきていまし と言う事に意識を置いていま 体温が上がれば運気が上がる
たが、正にそこにクローズアッ す。
（フコイダンＤＸで治る！ な ん て、と って もハ ッピ ーな
プする製品でしたので『これ と言う風に捉えられない様に 事を考えている企業の仲間入
りが出来て、幸せです。
だ！』 と 思 い、 ビ ジ ネ ス 活 動 気をつけています。
）
を始めました。
製品は素晴らしいので問題は
初めてビジネスされる方には、 あり ま せんが、 活 動す る と素 石 田 様 とに かく 速く まず シ
「とにかく先輩方がついていま 敵な仲間がたくさん増えると ルバー達成することを目指し、
す。
言う事を伝えていければ一番 たくさんの県の食事会などに
も参加し、皆様と一緒に頑張っ
いつでも、何でも相談してア いいのかなと思っています。
ていきたいと思いますので宜
ドバイスをもらってくださ
い！」 と 私 は お 伝 え し た い で 石田様 製品について勉強し、 しくお願いします！
確か な 情報を 伝 え たり、自 分
す。
が製品を使用していての体験
談な ど を混ぜ、 お 客様 に 不安
を持たせない様に説明する事
です。
また 言 葉遣い や、惹 き つけ ら
れる様な言葉で話をする事に
※製品を使用しての体感等は、あくまでも
も気を付けています。
個人的な感想になります。

５月号

発行／株式会社スリーピース
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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。

食事会予定
Three Peace co.,ltd
Three Peace

こまめに電話をして
コミュニケーションをとって、
想いを共有できるよう意識しています。

國広 スエミ様
Sumie Kunihiro

が、どのように活動されどの
ようにグループの把握（管
理）をなされておりますか？
笑顔の配達人様 最初から、
活動範囲が広かったわけでは
ありません。
先ずは地元から、次に九州で
まだお食事会が開催されてい
ないと聞きましたので、九州
に情報を繋げました。
活動は、同じ志を持ち、事業
で捉える方を繋いで行き広げ
ています。
把握（管理）は、各リーダー
から組織図を作り、把握（管
理）しています。

それがスリーピースに有りま
す。
急成長の原因になっている、
無料の４つのサービス、そし
て進化する付加価値型になっ
ていると言う事ですね！
ここに、教育システムが加わ
ると、更に飛躍して行くと思
います。

■お食事会についてお伺い致
します。
お食事会への動員はどのよう
にされておりますか？
又、会社説明する際どのよう
な事に重点を置いてお話され
ておりますか？

國広様 ビジネスでしやすい
点は、やはり、３日後に１万
円！
リクルートボーナスは有難い
ですね。
食事会といい、こんな会社み
たことがありません。
社長の想いがプログラムに込
められています。

■スリーピースビジネスで活
動しやすい点・改善して欲し
い点が御座いましたらお教え
下さい。
笑顔の配達人様 お食事会の
誘い方は、基本 秒トークで
充分です。（笑）
ＡＢＣは、聞いて、聞いて、
聞いて、また聞いてがスター
トです。
次に法則のお話をします。
そして、相手の望んでいる事
柄を重点にお話をし、『最高
の作戦、最高の行動』のシュ
ミレーションをします。

國広様 とにかく、こまめに
電話をしてコミュニケーショ
ンをとって、想いを共有でき
るよう意識しています。

笑顔の配達人様 私が思うに
は、ネットワークビジネスを
選ぶ基準があると思います。
商品（製品）、収入プラン、
会社、この三つがバランス良
くなければいけないと思って
います。
そして今の時代、人出しが難
しくなっている現状、如何に
会社がお金を使いサポートし
てくれているか。
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■シルバー達成おめでとうご
ざいました。
達成されたご感想をお願致し
ます。
笑顔の配達人様 ありがとう
ございます。
木下さん、原田さんに、伝え
る人の中に選んで頂いて、本
当に、感謝のありがとうで
す。
そして、グループの皆さま、
スリーピース会員の皆さま、
社長、細かいサポートをして
頂いた会社の皆さま、本当に
ありがとう御座いました。
木下さん、原田さんが、わざ
わざ遠くから伝えに来てくれ
なければ、稼げるタイミング
で、スリーピースに出会う事
は無かったと思います。
國広様 昨年の 月初旬に秋
田の戸田さんの勧めで、広島
駅で原田プラチナとお会いし
たご縁がキッカケです。
『百聞は一見に如かず』で、
登録してすぐに 月 日に本
社仙台に行き、社長にもお会
いすることができ、ビジネス
をスタートしました。
お陰様で、先月シルバーを達
成させて頂きました
仲間の成功が、我が喜びです
ので、メンバーがタイトル取
れるようにと、日々活動して
おります。
■活動範囲が広いようです

15
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國広様 こんな素晴らしい会
社は、ないから見に来て確認
してほしい。
一緒にやろう！
と、ハッキリ相手に伝えま
す。

笑顔の配達人様 一分一秒幸
せで、笑顔で楽しめる仲間作
りをして行きます。
それには、スリーピースは最
高の手段になります。
まだ会員でない方が、もしこ
の会報誌を読んだならば、
『疑うな！信じるな！自分の
目で確かめろ！』で、お近く
の楽しい無料お食事会に是非
ご参加してみてください。
國広様 スリーピースにご縁
出来た事をとても嬉しく思い
ます。
メンバーの皆様に笑顔になっ
てもらえる様、これからも頑
張ります！
よろしくお願い申し上げま
す。

ブロンズ以上のランク達成者様

■タイトルアップは、常に意
識されておりますか？
目標達成に向けどのように活
動されておりますか？
今現在の目標をお教え下さ
い。
笑顔の配達人様 目的、目標
を明確に持っているので、
都道府県に繋げて行く為に、
木下さんと３年走ろう！と良
くお話をしています。
今現在の目標は、一人でも多
くの人の、笑顔の配達人にな
る事です。
だからこそ、手を挙げた方
は、全力で収入を取れる様に
サポートして行くだけです。
タイトルアップは、後から付
いて来ますので意識していま
せん。

國広様 目標はもちろん最高
ランクのダイヤモンド達成す
ることです。そして、登録し
てくださった皆様全員に目標
達成していただけるように頑
張るだけです。

※開催日は大阪リゾートは使用できま
せんのでご了承下さい。
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ブロンズ会議

ビクトリー以上のランク達成者様

月

■ブロンズ会議
５月／15：00～

５/2９

運気が上がる
体温が上がれば

3

ランクアップトレーニング

北浜タワー 大阪リゾート
大阪府大阪市中央区高麗橋1-7-7
参加条件は下記の通りとなります。

会場
参加条件

■ランクアップトレーニング
５月／13：30～

47

■その他ご意見ご感想をお願
致します。

Silver

今現在の目標は、
一人でも多くの人の、
笑顔の配達人になる事です。

笑顔の配達人様
a smiley delivery person

ランクアップトレーニング・ブロンズ会議

野田早苗 様

又、
フコイダンＤＸをお選びになられた決
め手が御座いましたらお教え下さい。
野田様 元々アレルギー体質でした
ので、
色々なサプリを試した事はあり
ましたし、
フコイダンＤＸの前は約８年間
愛用していたサプリメントがありました。
フコイダンＤＸの決め手は、 度台前半の
低体温でしたので、私には絶対必要だと思
いました。
今では、 度を切る事がなくなりました。
戸田様 今までも健康補助食品には
興味がありましたので色々と試して
みました。
フコイダンＤＸを選んだ決め手は、
以前か
らフコイダンには興味があったので一度飲
用してみたかったのと、
フコイダンＤＸには
７種類の栄養素が入っていて血流を良くす
る効果や抗酸化作用があるとの事でしたの
でより一層興味が湧き選びました。

戸田様 年を重ねるごとに体には気
をつけるようになりました。
特にストレスを溜めないように心掛けてい
ます。

ゆっくりお風呂に入ってリラックスし良質
な睡眠をとるようにしたり、好きなゴルフ
をしたりしてストレス解消をしています。
最 後に、お食 事 会についてお伺い致
します。
ご参加された事は御座いますか？ご要望
又はご参加されてのご感想をお願致しま
す。
野田様 地元での食事会には必ず参
加しています。
やはり、
お誘いし易いです。
会社のおもてなしの心が素晴らしいと、感
激して帰られる方もいます。
戸 田 様 宇 都 宮の無 料 食 事 会に参
加致しました。
社長の運気が上がるお話もとても参考にな
り、
楽しい時間を過ごせました。
機会がありましたら他の会場にも参加した
いと思っております。
その他ご 意 見ご 感 想 をお 願 致し ま
す。

野田様 ベストなタイミングでスリー
ピースとご縁が出来た事、本当に有
難い☆ 感謝です！
戸田様 フコイダンＤＸに出逢えた
事、
そしてスリーピースに関われた事
にとても感謝しております。
これからも仲間と共にスリーピースの輪を
広げていきたいと思います。

※製品を使用しての体感等は、あくまでも

New
若き

個人的な感想になります。

4
５月号
運気が上がる

度台前半の低体温の私には絶対必要だと思いました。
今では、 度を切る事がなくなりました。
こんにちは。
先ず始めに、
スリーピースに出会っ
たきっかけをお教え下さい。
野田様 最も信頼している大好きな
方からお誘いしていただきました。

戸田様 野田早苗さんからご紹介を
頂いたのがきっかけです。

ご登録の際、十分なご説明は受けら
れましたでしょうか？ ご説明は、
解り易かったでしょうか？
お気づきの点等ございましたらお願致しま
す。
野田様 正直、紹介者の方との信頼
関 係がありましたので、詳しく説 明
は必要ありませんでしたね！笑
もちろん登録を決めてすぐに、
製品・マーケ
ティングはしっかり聞きました。
戸田様 会社や製品についてわかり
健康維持についてお伺い致します。
やすく説明をしてくださったので、
フ
普段より、気を付けている事はござ
コイダンＤＸの良さも理解できました。
いますか？
その中でも、
もっとも良いと思ったのは、会
野田様 やはり、
食生活ですね～
員になると無料食事会、交通事故の保険、
まず、野菜から バランス良く食べる
リゾート宿泊、会計サービスの４大ポイン
事、
かなり気を遣います。出産後、 ㎏以上
トが無料で利用できる事にとても魅力を感
太りダイエット・リバウンドの繰り返しです
じました。
このような特典があればビジネスをするに から…年齢と共に代謝も落ちているので、
しても誘いやすいと思った事と、
会員の事を フコイダンＤＸに期待しています！笑
よく考えてくれている会社だと思いました
ので即登録を致しました。
今までサプリメントはお飲みになら
れた事がございますか？
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36

血流を良くする効果や抗酸化作用があるとの事でしたので
より一層興味が湧き選びました。

■所在地／宮城県仙台市
■目標／ダウンの収入アップと組織拡大
■好きな言葉／聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥

戸田美子 様
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藤森 優樹
■所在地／山形県東根市
■目標／思想 心身ともこのビジネスで向上
ダウンのグループを確立させるためリーダー意識を持たせる
■好きな言葉／切磋琢磨

黒田雅人

野田 早苗 様
戸田 美子 様

門間翔太
伊藤光之介

■所在地／東京都
■目標／最終目標となるいい親父になれるよう、お金
以上に大事なものを見つけられるよう、まずはお金を
たくさん稼ぎたいと思っています。
■好きな言葉／求めよさらば与えられん
■所在地／宮城県石巻市
■目標／グループの拡大を全体の目標とし、個々の
サポート等を含め自信のスキルアップをできるよう
努めていけたらいいなと思います。
■好きな言葉／「雨垂れ石を穿つ」

ご愛用者対談

本社から

6月19日 設 立記念日

の

お 知ら
せ

平成１９年６月１９日に設立のスリーピースももうすぐ１０年！
もうすぐ設立記念日です！
創業より沢山の皆様に御愛顧戴き誠にありがとうございます。
会員の皆様と目標に向かい
一歩一歩進んで行く事が出来ております事に、深く感謝致しております。
８月には、コンベンションの開催を決定致しました !!
私事ではございますが、8 月は私の誕生月でも御座います、
皆様にお祝いして戴けましたならとても嬉しく思います。
コンベンションへの皆様のご参加を心よりお待ち致しております。

株式会社 スリーピース

LINEのQRコード

※詳細は決まり次第、メルマガ・フェイスブック等で御案内させて頂きます。

5/1

より

第３回 急成長会議 体温管理士受講申込
４月３０日(日)
資格認定講座体温管理士
開催致しました！
第６期生の受講申込期間

発売開始

５月１日～１５日

ご対象者へは、弊社よりご
案内致しました。
※開催の様子は、次回会
報誌へ掲載致します。
メールアドレスのご登録の
方へは、最新情報をお届け
致しております。
是非ご登録ください。

スリーピースだけの価格
にて受講戴けます。
※受講申込書は
FAX 022-212-1532

2017年８月２０日開催

第４回コンベンション
＆ 社長Birthday

Partyチケット

チケット１枚
（１名様）

12,000円

ご注文はカスタマーまで ☎0120-604-176

日本流通産業新聞 3月30日号

リーダー達

社長インタビュー・会員様（関小百合様・富澤弘子様）
インタビュー等掲載して戴きました！
又、訪問販売・健康食品売上高ランキングへも、

スリーピース・ランクイン!!

高橋直也

■所在地／山形県山形市
■目標／五七五で言わせていただきます。
フコイダン ( ふこいだん ) 全国制覇 ( ぜんこくせいは )
俺次第 ( おれしだい )
■好きな言葉／弱肉強食

（定期購入にて、ご購入戴けます。）

日本流通産業新聞WEBも是非ご覧下さい☆
http://www.bci.co.jp/nichiryu

全国直販流通協会

消費者相談室

～月刊ネットワークビジネス 5月号～
複数ページへ掲載して戴きました！
全国の書店にてご購入戴けます。
是非お手に取ってご覧下さい。

又、バックナンバーは
http://www.network-b.com
よりご確認下さい。

・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。

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。

WEBをご覧の際は NB主宰会社ランキングへも是非ご投票ください。

network-b.com

クリック！

スリーピースランクイン！ 皆様ご投票ありがとうございます !!
5

体温が上がれば

運気が上がる

５月号

0120-28-9921 まで
相談受付時間

月刊ネットワークビジネス

５月末発売号！弊社広告掲載!!

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

（年末年始・お盆・祝日はお休みさせていただきます）

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

体温が上がれば

運気が上がる

５月号

8

４月のお食事会

宇都宮

UTSUNOMIYA

たくさんのご参加ありがとうございます。

東京

TOKYO

宮城

MIYAGI

群馬

GUNMA

福岡

FUKUOKA

大阪

OSAKA

静岡

SHIZUOKA

福井
FUKUI

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
Three Peace

STAM

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

Three Peace

RD
P CA

d

eace co.,lt

Three P

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

31

※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。

７

各都道府県で

お食事会開催中！

体温が上がれば 運気が上がる

５月号

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。

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

５月号

６

