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～4thコンベンションin東京～

食事会予定
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★９月３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
13

ご住所

★９月６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
★９月18日(月)12：00～ 宇都宮文化会館 第１会議室
栃木県宇都宮市明保野町７-６６ ☎028-636-2121
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Three Peace

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

ご予約は
お早めに

★10月５日(木)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
★10月13日(金)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

毎月１日
17時〜
●

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 !!

ランクアップ・ブロンズ会議
※開催日は大阪リゾートは
大阪リゾート（北浜タワー）
大阪府大阪市中央区高麗橋1-7-7 使用できませんのでご了承
下さい。

TKPガーデンシティ品川
（東京都港区高輪3-13-3 SHINAGAWA GOOS）1Ｆ
京急線・JR線品川駅 高輪口から徒歩3分
入場開始／17:30
当日は丸テーブル席においてディナー&ドリンク
開演／18:00 ● 終了／21:00
(アルコール/ソフトドリンク)もお楽しみ頂けます。

スペシャルプログラム

■ 18:00挨拶／表彰式／新サービス発表／officeUSK設立発表等
■ 19:00乾杯

2017.8.20 SUN

■ 19:40豪華ゲストによるステージパフォーマンス
■ 21:00終了

guest performer
スペシャルゲスト

■開演／18：00 ■会場／TKPガーデンシティ品川

●当日はディナー＆ドリンク（アルコール）もお楽しみいただけます。 ■主催／株式会社スリーピース
●お問合せはカスタマーセンター
0120-604-176 まで
■協力／日本流通産業新聞 月刊ネットワークビジネス

この度の大雨による被災地の皆様に心から、お見舞い申し上げます。

そして…

！
戦
参

※チケットの無い方はご入場いただけません。
チケットは既に完売致しております

体温が上がれば
運気が上がる
平成 29 年８月１日発行

８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
花京院ビルディング13階
TEL022-212-1531 FAX022-212-1532
http://www.threepeacegroup.com
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いよいよ、 周年コンベンション開
催！
周年という節目の記念すべき〝盛
大なイベント〟へスタッフとして参
加できる事を嬉しく思っています！
皆様とご縁させていただいた事に感
謝し、コンベンションでは会場の皆
様と一体となり素敵な時間を過ごせ
る事をとても楽しみにしています。
周年と一言で言っても、実はすご
い事なんです…
多くの方がご存知かと思いますが、
サプリメント（健康補助食品）や
ネットワークビジネスは毎年数え切
れない程生まれ、数え切れない程
（新たに生まれた数の倍）消えて
行っているのが現状です。
そう言った厳しい現実の中、スリー
ピースは たった一つの製品〝フコ
イダンＤＸ〟だけでここまで成長で
きたのも皆様から愛される製品・会
社だからと確信を持っております。
又、この場をお借りして弊社と関わ
り合いのある皆様へ御礼申し上げま
す。
さて、話は少しずれますが、この会
社と出合ったのは２年前でした。
（その頃、自分の人生にこれほどま
でに関わり・変えるものとは思いも
よりませんでした。）
当時の私は、単純に商品が気に入っ
た事とビジネスプランが明確でわか
り易い所が気に入り、プレーヤーと
して活動していました
次第に、この製品・会社は本物だと
確信しました。
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色々なネットワークを経験している
私にとってスリーピースは、他社で
は無い・経験のした事の無いゆるぎ
ないものでした。
なにより社長の切実さに感銘を受
け、会社の成長に少しでも貢献でき
ればという熱い想いから異例のプ
レーヤーからスタッフへという立場
になる事ができました。
そこで、私が感じた感動・感謝・熱
い思いをより多くの方と分かち合え
たら。と思っております。
日は、会場にて皆様のお越しをお
待ち致しております。

※当日は必ずチケットをお持ちにな
りご参加ください。

20

主任便り

消費者(購入者)の自宅で商品購入の申し込みを契約するとき。
公共の場での面談（説明）が基本となります。
（ネットワークビジネスは会う前にその旨を伝え、公共の
場でしか商談してはならないとされています。）そして、ビ
ジネスの説明をする前に相手が聞く姿勢があるか、確認
するようにしましょう。

薬機法（現：医薬品医療機器等法）に違反し、逮捕・業務停止などに
至った業者もあります。
活動する際には“個人事業主”という自覚を持って行動しましょう！
11
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PaniCrewのリーダー KASSAN

笠原 康哉（かさはら やすちか）又の名をロボットK！
国内最高峰のダンスコンテストで優勝した日本を代表するPOPPERです!!
PaniCrewの活動と並行して、ダンスとジャグリングを織り交ぜた、ストリートパフォーマーをしながら、
ダンスインストラクター、MC、ラジオやイベント等、活動の幅はかなり広いKASSAN！
2012年より本格的にジャグリングを習得し、ダンスとジャグリングを混ぜ大道芸スタイルも習得。
2014年1月以降、ジャグリング専門店ジャグリングショップMDFを大阪に創設!!
是非、一度足を運んでみてください!!
【KASSAN ブログ】http://www.diamondblog.jp/official/kassan/
スリーピースコンベンション参戦のブログを掲載していただいております。
是非、ご覧ください!!

PaniCrewのメインボーカル UEKI GO

植木 豪(うえき ごう)
1998年日本最 大 級のダンスコンテストでグランプリを獲得するとともに
PaniCrew結成!!
現在までに、アルバム4枚、シングル13枚をリリース。
2005年からは俳優、舞台の振り付け、ミュージカルと幅広く活躍中!!
去年、UEKI GO主催の舞台「WASABEATS」を目標であった海外公演を香港
にて開催！
その、メンバーとスリーピースコンベンションでパフォーマンスを披露します!!
【UEKI GO オフィシャルサイト】https://disconection.com/

そして・・・シークレットゲストとして、大注目の大人気パフォーマーも参戦!!

コンベンションでのお楽しみ!! 大興奮間違いなしです!!
PaniCrewとしてシングル＆ベストアルバムをリリース ぜひ、コンベンション前に一度お聴きになってご参加下さい!!
コンベンションをかけがえのない特別な時間にしましょう！

コンベンションの見所
豪華ゲストによる
ステージ
パフォーマンス
ゲスト紹介！

×

＝ビジネスについてココに注意＝

PaniCrew OffcialBlog 是非ご覧下さい!!
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ｓｉｌｖｅｒを達成された岡
村智子様にお話をお伺い致し
ました。
ランクアップおめでとうござ
いました。
達成された御感想をお聞かせ
下さい。
岡村様 大変嬉しく思ってお
ります。
このタイトルは自分の力だ
けで達成したものではなく、
日頃から気遣って私のために
メールや電話でサポートして
くださったアップラインの方
初め、メンバーさんのお陰だ
と思っております。私のこと
をこれまで支えてくださった
方々へ、感謝の気持ちでいっ
ぱいです。
これからは、私をサポートし
てくださった皆さんに少しで
もお返しができればと思いま
す。
今現在・又は入会当初より、
目標にされている方はいらっ
しゃいますか？
又、目標達成に向かい努力さ
れた事・心掛けている事をお
教え下さい。
岡村様 スリーピースで既に
活動している皆さんが私の目
標です。
新しい人との出逢いをとても
大切にしています。人との出
逢いはかけがえのないもので
あり、たくさんの学びがあり
ます。

垣根を越えて色んなリーダー
の方とお会いし、皆さんの素
敵な所を吸収して、私も魅力
的だと思われるようなスリー
ピースのメンバーになりたい
と思います。
ビジネス活動の際、御相談
できる方はいらっしゃいます
か？
岡村様 はい、アップライン
の方です。たくさんのグルー
プのメンバーを抱え、多忙な
がらも気遣いを忘れることな
く、いつも自分より相手のこ
とを考えるスタンスで接して
もらえていることが何よりも
ありがたいです。
私の信頼する強い味方の方々
です。
今後の目標をお聞かせ下さ
い。
岡村様 早々にはゴールドタ
イトルを取りたいですね。
こういうビジネスは自分ひと
りで頑張るものではなく、仲
間の成功もあってこそ。
仲間とともにランクアップし
ていきたいなと思います。
最後に、弊社〝スリーピー
ス〟をお選びいただいた理由
と魅力についてお聞かせ下さ
い。
岡村様 私は整体院を開業
し、経営しているので、健康

な身体を目指すべく日々取り
組んでいます。
身体に詳しいので、以前、
入院した時に看護師さんです
か？と看護師さんに間違われ
たほど（笑）
そんな私も全く知らなかった
フコイダンと出逢い、今では
さまざまな体調の悩みのある
方にフコイダンをお勧めして
います。
これもスリーピースのフコイ
ダンＤＸに自信があるからこ
そ。
自分の得意分野を活かし、
フコイダンの愛飲者を今後増
やしていければと思っていま
す。
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人との出逢いはかけがえのないものであり、
たくさんの学びがあります。

200名の方が達成されました。今回、達成参加者様の一部の方を抜粋し掲

4月、5月キャンペーン達成

■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。
サイドビジネス／ネットワークビジネス
の魅力・スリーピースを選んだ理由をお
聞かせ下さい。

て頂いております。
お食事会の他にも、セミナー等を開催し
てスリーピースを広める場を増やしてい
ます。
梅本様 普段は京都、大阪を中心に活動
しています。
■どのような年齢層の方へ、アプローチ
をしておられますか？
どういう事に気をつけて活動されており
ますでしょうか？
蟹澤様 一緒に活動している方は同世代
が多いので、意見を出し合いながら人が
集まる様なイベントを企画したりしてい
ます。
仕事も遊びも一生懸命！しっかりメリハ
リ付けて活動しております。
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蟹澤様 以前からお世話になっていた阿
部絵美佳さんから、スリーピースを紹介
して頂きました。
梅本様 スリーピースとの出合いは佐藤
プラチナからお話をいただきました。
スリーピースはフコイダンＤＸ１品で体
温に注目したサプリメントだということ
で決めました。
体感ではなく体温計でわかるところがと
ても良かったです。
■お仕事との両立はどのようにしており
ますでしょうか？
蟹澤様 自分の生活に合わせて動ける
ネットワークビジネスに魅力を感じては
じめました。
仕事終わりや休日を使って活動しており
ます。

■今後の目標をお聞かせ下さい。

梅本様 お若い方からご年配の方まで本
当に年齢を問わずお声かけしております。
人生１００年時代到来の日本で、フコイ
ダンＤＸの特徴として健康寿命を長くす
るために必要な製品だと考えています。
健康寿命が延びれば当然楽しい人生を送
りたいものです。
健康寿命を伸ばしながらできる資産形成
の１つとしてご提案しています。
楽しい出会い、楽しい場所、楽しいイベ
ントなどで健康で笑顔の溢れる毎日のお
手伝いをしています。
そして、体温を上げて運気を上げていき
ます。

■家族からの協力等は得られております
でしょうか？
蟹澤様 フコイダンＤＸの良さを広めて、
心身と経済どちらも健康！な仲間を拡大
していけるよう努力していきます。

梅本様 身体は１つしかないですが、こ
の仕事は自分の働けない時間に働いてい
ただける方にお伝えすることでメインの
お仕事に影響を与えなくても出来る仕事
なのでとても良いです。

蟹澤様 身近な人にこそ飲んでフコイダ
ン Ｄ Ｘ の 良 さ を 知 っ て も ら い た い の で、
家族に飲んでもらっています。
梅本様 地元である京都、それに南大阪
でも食事会ができるように活動します。

個人的な

電話相談時間

８月号

〒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
（年末年始・お盆・祝日はお休みさせていただきます）

全国直販流通協会

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

梅本様 家族は製品を愛用してくれてい
ます。

※製品を使用しての体感等は、あくまでも
感想になります。

0120-28-9921 まで

一般社団法人
月～金

相談受付時間

運気が上がる
体温が上がれば
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該当者様へは、弊社より書類を送付させて頂
いております。
期限内までにご回答とお写真お送り下さい。
※作成状況につきましては、込み合っている
場合は、お時間を戴く場合もございます。
ＢＣ番号又は同梱される方のＩＤご氏名・お届
け先・商品到着ご希望のお日にち ( お時間指
定 ) をお知らせ下さい。
☎又はＦＡＸ・メールにて承っております。
1981年に設立した事業者団体で全国約153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。

無料で作成できます。

同梱発送が便利です。
全国直販流通協会について

一般社団法人

24 時間受付、追って返信させていただきます。

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。

03-3661-5880

■普段どのようにして活動を行っており
ますでしょうか？
蟹澤様 私はありがたいことに仙台住み
なので、本社セミナールームを活用させ

消費者相談室

ＦＡＸ受付番号

support@cyokuhankyo.ne.jp

メール受付アドレス

×梅本 政男

様

蟹澤 典世様

沖縄ツア

ビクトリー達成で通販サイトが、
同じご住所へのお届けは、

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。

・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。

メールやＦＡＸによる相談も、お気軽にお寄せください。

全国直販流通協会

interview
沖縄リゾート
オープン記念

月刊 ネットワークビジネス８月号!!

本社から
の

お 知ら
せ

6月29日
（木）発売!!
目次の次ページへ!
弊社の代表取締役が見開きにて掲載!!
健康食品売上高ランキングへランクイン!!
12・13ページをご覧下さい!!
26ページへは、弊社会員様の記事を掲載して戴きました！
☆是非お手に取ってご覧ください☆ 定価/620円

株式会社 スリーピース

LINEのQRコード

メアド当社

強化!!

997
いいね！
シェア

ーご招待。
おめでとうございます。

載しております。掲載しきれなかった方、申し訳ございません。

最新8月号の巻頭特集は「健康食品売上高ランキング
2017」。ネットワークビジネス主宰企業60社の健康食品部
門の売上高をランキング形式で掲載しました。シリーズ３
回目となる老舗企業トップインタビューや、実績のあるリ
ーダーたちの時間の使い方を紹介します。そのほか、相手
の心を動かすアプローチ特集もあり、今月も中身の濃い一
冊に仕上がりました！

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。

メールアドレスのご登録は
ＦＡＸ又は、既にご登録の
方よりメールでお知らせ下
さい。

※予告※ 9月号ヘ弊社記事掲載!!
是非、コンベンション前にお手に取ってご覧ください!!

クリック！
ご覧の際には是非 NB主宰会社ランキングへご投票下さい。

ご投票して下さっている皆様、ありがとうございます！皆様のお陰で、上位ランキングを常にキープ！

クロネコヤマトのお届け時間
【時間指定】が変更となりました。
廃止(変更前の)時間帯をのご希望だった方は、
弊社で変更後のご希望該当時間に変更し発送
しております。ご了承下さい。
お時間帯のご指定・ご変更がございましたら、
カスタマーまでお申し付け下さい。
変更前（以前）

変更後（現在）

ご指定可能な時間帯（6 区分）

ご指定可能な時間帯（5 区分）

午前中（12 時まで）

午前中（12 時まで）

廃止

12 時から14 時
14 時から16 時

14 時から16 時

16 時から18 時

16 時から18 時

18 時から 20 時

18 時から 20 時

20 時から 21 時

19 時から 21 時

4thコンベンション遂に20日開催!!
コンベンション開催の様子は、10月号新聞へ掲載致します。
Facebook（スリーピースショールーム）
・インスタグラム
（スリーピースニュース）にも掲載致します！お楽しみに！

7月30日に福岡県にて

第４回急成長会議が行われました。

参加者様へは、お手紙を送付しご連絡致しました。
開催の様子は、9 月号新聞・Facebook・インスタグラムへ掲載致します。

夏季休業のお知らせ 8月24日(木)～27日(日)
スリーピース
インスタグラム
5

体温が上がれば

運気が上がる

ブランド牛の 神戸牛や松坂牛の大元と言われる石垣牛、
絶品でした。

主任インスタ～フォロワー数、現在日本一のwatanabenaomi703 超え目指してます！～
https://www.instagram.com/threepeace32

スキューバダイビング最高でした!!

※ホームページ→最新情報→スリーピース・ニュースinstagramよりご覧いただけます。

８月号

体温が上がれば

運気が上がる

８月号

8

７月のお食事会
たくさんのご参加ありがとうございます。

福岡

FUKUOKA

東京

TOKYO

宮城

MIYAGI

宮崎

MIYAZAKI

兵庫

HYOGO

栃木

TOCHIGI

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

８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

８月号

６

