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ご住所

食事無し ★10月１日(日)13：30～ ◆愛知県セミナー◆ オールワンボディーズ/サロン
セミナー
愛知県名古屋市昭和区山里町69 グランドール山手１Ｆ ☎090-3250-2716
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★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
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参加費
無料 !!

食事無し ★10月６日(金)13：30～ ◆福岡県セミナー◆ ももち文化センター
セミナー
福岡県福岡市 早良区百道２－３－15 ☎092-851-4511

※原田康之Platinum ※お食事なしのセミナーとなります。

のみ

食事無し ★10月７日(土)13：30～ ◆大阪府セミナー◆ 大阪市立住まい情報センター
セミナー
大阪市北区天神橋6丁目4－20 ☎06-6242-1160

５階

※鄭昭相講演 ※お食事なしのセミナーとなります。

★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

◆富山県セミナー◆ 大門総合会館101号室
富山県射水市大門67 ☎ 0766-52-0564
※原田康之Platinum・木下光夫gold講演 ※お食事なしのセミナーとなります。

食事無し ★11月10日(金)13：30～ ◆石川県セミナー◆ 野々市交遊舎
セミナー
石川県野々市市二日市１丁目２ ☎ 076-294-81661

※原田康之Platinum・木下光夫gold講演 ※お食事なしのセミナーとなります。

★11月12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
★11月23日（木）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
食事無し ★11月23日(木)13：30～
セミナー

◆富山県セミナー◆ 大門総合会館101号室
富山県射水市大門67 ☎ 0766-52-0564
※原田康之Platinum・木下光夫gold講演 ※お食事なしのセミナーとなります。

のみ

食事無し ★11月25日(土)13：30～ ◆石川県セミナー◆ 野々市交遊舎
セミナー
石川県野々市市二日市１丁目２ ☎076-294-81661
のみ

※原田康之Platinum・木下光夫gold講演 ※お食事なしのセミナーとなります。

上記、流れでサービスを行います。
ご出店ご希望者様へは弊社からご連絡させて頂きます。

毎月１日
17時〜

● 弊社会員証の提示で初回限定（一度きり）にて受けれるサービスとなります。
ご来店の際は必ず会員証をご持参・ご提示ください。
※お持ち頂いていない場合はご利用できません。

体温が上がれば
運気が上がる

ランクアップ・ブロンズ

平成 29 年 10 月１日発行

10 月号

会議

③ 会報誌・フェイスブック・インスタ、web（ホームページ）での公開をさせて頂きます。

※原田康之Platinum・木下光夫gold講演 ※お食事なしのセミナーとなります。

食事無し ★10月21日(土)13：30～
セミナー

のみ

② 対象者様へは通販サイト作成等の必要書面を送付させて頂きます。
（※無料）
下記の内容は必ず記載をお願い致します。
・会員ＩＤ/氏名
・店名
・職種（出来るだけ詳しく）
・店の所在地・電話
・店舗の写真５枚ほど
・サービスは何か（割引ではなく無料の物）
・サービスのご利用は初回のみとなりますので、ご署名等各店舗にて重複してのご利用を防ぐための方法
（このサービスを受けれるのは弊社の会員様のみ、会員証の提示でのみ利用
できます。）を頂いた上、弊社で審査し出店ＯＫとなった方へは

※蛭田太講演 ※お食事なしのセミナーとなります。

食事無し ★10月20日(金)13：30～ ◆石川県セミナー◆ 野々市交遊舎
セミナー
石川県野々市市二日市１丁目２ ☎076-294-81661
のみ

① 会員登録申請書及び同意書の空いているところに「出店希望」と記載して頂く。

食事無し ★10月15日(日)13：30～ ◆愛知県セミナー◆ オールワンボディーズ/サロン
セミナー
愛知県名古屋市昭和区山里町69 グランドール山手１Ｆ ☎090-3250-2716
のみ

出店応募
受付中!!

ご予約は
お早めに

のみ

❺ 無料フリーマーケットサービス

Three Peace co.,ltd

8

Three Peace

※原田康之Platinum・木下光夫gold講演 ※お食事なしのセミナーとなります。

そして、５つ目の新サービス

Three Peace

11

10

食事無し ★10月４日(水)13：30～ ◆石川県セミナー◆ 野々市交遊舎
セミナー
石川県野々市市二日市１丁目２ ☎076-294-81661

無料食事会
交通事故傷害保険
無料会計サービス
リゾートサービス

サービスの流れ

Three Peace

6

5

4

3

2

1

※蛭田太講演 ※お食事なしのセミナーとなります。

5 大ポイント

★正式サービスのスタートは11月１日です。★

Three Peace co.,ltd
食 事 会 予 定 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。

のみ

❶
❷
❸
❹

vol.46

のみ

急成長の

2017

のみ

体温が上がれば
運気が上がる

Three Peace

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
※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。

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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運気が上がる

１０月号
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ネットワークビジネス業界の健全化を目指し、

スリーピース始動中！

各地でセミナー

開催中!!

「より成長したい人」
「レベルアップしたい人」等、
目標を持っている方もまだ模索中の方も是非ご参加ください。

201７.8.20 SUN
物産展へご協力頂きました皆様、ありがとうございました。

９月７日福岡県 ／ももちパレス・ももち文化センター

お花をお送り下さいました、企業の方・個人の方
ありがとうございました。

９月８日熊本県／熊本市 流通情報会館６階

９月９日宮崎県／宮崎市 佐土原総合文化センター

９月10日宮崎県／ 日向商工会議所

セミナー開催強化

「開催したいけど、スピーカーが居ない…」等お困りの場合は
カスタマーまでお気軽にお問合せ下さい。
1

最新のお食事会情報は、

ホームページ http://www.threepeacegroup.com よりご確認ください。
※ご参加の際は、会場担当者へのご連絡をお願致します。
※講師は各リーダーさんが行います。 ※セミナーへはお食事等は出ません。
11
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● 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

31
2-212-15
☎02
ピース idan.com
スリー
uco
株式会社 ww.dx-f
http://w

※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。

体温が上がれば

運気が上がる
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キッズスペース

KID'S SPACE

スペシャルゲストPaniCrew＋シークレットゲストのパフォーマンス!!
3
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T OP

水本久子様

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。

0120-28-9921 まで

電話相談時間

9

月～金

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

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）

運気が上がる

１０月号

映画を見たり、温泉に行ったり、
ひたすら寝たり、…でリフレッ
シュします

・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。

出来るように。
また、どんどん新しい人に出会っ
ていく心構えで行っています。

水本様 一番の思い出は、東日本
大震災と、その数ヶ月後に、仙台
から気仙沼の現地訪問で大きな衝
撃を受けた事。
本当に復興を願って、フコイダン
ＤＸが役に立つと思った事。
悩んだりした時には、「心はいつ
もスリーピース」で出来る事を
淡々と続けるのみと思っていま
す。
また、モチベーションアップに
は、まずは心身の健康が大切で
す。
スパーガーデンなどで、ゆったり
リラックスタイムを過ごします。

■今後の目標をお聞かせ下さい。

桝井様 沢山の楽しい出会いと、
笑顔を目標に自ら少しでも、成長
して行くことを目標に、スリー
ピースを続けていきます。

水本様 みんなで、いつも元気
で、笑顔で仕事が出来るように、
日々の生活習慣を見直しながら活
動する事！
多くのリーダーの方の活躍の舞台
を作り、しっかりフォローする事
が目標です。

消費者相談室

相談受付時間

■これから新しく行おうと思って
いることはございますか？
反対に、これはスリーピース入会
当初から続けているという事はご
ざいますか？

桝井様 以前、スリーピースに
関わって頂いた方に、大
きく変化しているス
リーピースを伝え
る。
初心を忘れず、
淡々とスリーピー
スをやり続けるこ
とです。

水本様 スリーピー
ス入会当初から、ミ
ニミニ愛用者＆お茶
会、食事会、散策会等のお楽しみ
会を行っています。

■今まで一番思い出に残っている
事はなんでしょうか？
悩んだり、大変な時はどのように
モチベーションを上げております
でしょうか？

桝井様 スリーピースを始める
きっかけを与えてくださった社長
との出会いです。

全国直販流通協会

Three peace

コンベンションの様子は、日本流通産業新聞8月24日号 月刊ネットワークビジネス11月号に
掲載していただきました！ 是非お手に取って、ご覧下さい。

(^^)

トップリーダーの方々による乾杯の挨拶

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。

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
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本社から
の

お 知ら
せ

日本流通産業新聞 掲載!!

８月10日、
１７日合併号【2017年夏季特大号～第1弾～】
訪販売上ランキングへ

NB売上高ランキングへも

ランクイン!!

ランクイン!!

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。

毎週木曜日発行！是非、年間定期購読を！ 日流ウェブ(http://www.bci.co.jp/subscription)よりお申込み下さい。

ランクイン!!

冬季休業のお知らせ
2017年12月30日(土)～
2018年1月3日(水)
2017年12月29日（金）まで
通常通り営業致しております
2018年1月4日(木)より
通常通り営業を再開致します。
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。

9月29日発売！ 11月号
「10周年～運気が上がる4ｔｈコンベンションin東京」
の記事を掲載していただきました！ ★内容は是非お手に取ってご覧下さい★
全国の書店にて 定価：620円
クリック！

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！

１月のリゾート ( ２月ご利用 ) の受付は、
１月４日・５日の２日間のみとなります。
ご了承ください。

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

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。

福岡リゾート

家具の搬入等のに大幅な遅れが有り未だご利用戴けません。
※福岡リゾートの抽選受付開始が決まり次第又、ご案内致します！
会員の皆様へは、ご迷惑をおかけ致しますが今しばらくお待ちくださいませ。

https://www.instagram.com/threepeace32

※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。

１０月号
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福岡、東京、宇都宮には毎月行か
せていただき、沢山のメンバーさ
んにお会い出来るのを楽しみにし
ています。
沢山の方にタイトルアップして頂
ける様にしっかりサポートしたい
です。

“売上高ランキング”に

水本様 力を入れている事の一番
はやはり、フコイダンＤＸ愛用を
続けていただきたい思いを軸に楽
しい集まりを企画。
例えば、 歳以上の方対象の「カ
サブランカの会」発足。
その世代の方々のパワー全開で楽
しい輪づくりを目指したいです。

スリーピース掲載記事は、
Ｐ017・Ｐ037をご覧下さい

■ビジネス活動のアドバイスやビ
ジネス活動をするにあたってトッ
プのお２人が行っている事を皆様
にお手本として教えてください。

８月２９日発売！１０月号

桝井様
①長くスリーピースに関わって頂
ける様に、愛用者の集まりをす
る。
②新規リクルート
③セミナー主催と、セミナーの動
員。
④初心を忘れず、スリーピースに
ワクワクする。

10月の開催は“本社招待強化月間”
の為、急成長会議第５回開催は見送
ることとなりました。
※来年の３月まで“本社招待強化”を
実施致します。
弊社にて審査を行い、ご対象者様へ
は弊社よりご連絡差し上げます。
※ご紹介者様とご招待の方、２名様
２泊３日となります。

月刊 ネットワークビジネス10月号掲載!!

水本様 ビジネス活動の基本とし
て、まずは、グループの方の力に
なれるように、しっかりフォロー

第５回急成長会議

■こんにちは。
周年コンベンションのご参加誠
にありがとうございました。
ご参加されてのご感想をお願いし
ます。

強化!!

『10周年～運気が上がる4ｔｈコンベンションin東京」
での様子や
「新たな新サービスの発表」
等掲載して頂きました！

桝井様 社長登場の〝殿さま姿〟
に、気絶！
美味しいお食事と、飲み物も
あり皆さんとても楽しまれ
ていました。
ダン スパフォー
マン スも盛り上
がりました。

メアド当社

桝井瑞枝様

水本 様 一番 驚
いた 事は、もち
ろん 、社長のド
派手 な袴姿での
ご登場！
三分間気絶！
また 、ダンスや
光の パフォーマ
ンスが素晴らし
く美しかったです。
スリーピースの若者の躍動感に感
動しました。
ディナーはテーブルを囲んでの和
やかな空間で食事出来ました。
ご馳走さまでした。

LINEのQRコード

８月２４日号【２０１７年夏季特大号～第２弾～】

■今、一番楽しい事・力を入れて
いる事をお聞かせ下さい。

株式会社 スリーピース

桝井様 地元大阪だけではなく、

●残暑お見舞い申し上げます こちらへも弊社記事がございますので、是非ご覧下さい♪

対談

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

同じご住所へのお届けは、

同梱発送が便利です。
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。

ビクトリー達成で通販サイトが、

無料で作成できます。
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、お時間を頂く場合もございます。
体温が上がれば

運気が上がる
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8

伊藤えみ 様

谷藤裕子 様

1 意気込み
自分の軸を固めつつ、個々の意見を
取り入れ働きやすく、楽しみながら自
身のグループを盛り上げていきたいと
思っています。

1 意気込み
スリーピースのフコイダンDXは、今の
日本の時代のニーズに適している製品
だと思っております。
素晴らしい製品なので、たくさんの
方々にもっと愛用していただくため
に、自分の知識をより深めていきたい
と思っております。
また、若い世代でもかなり始めやすい
マーケティングなので、自分の利益や
視野を広めるきっかけにしていただけ
る為に、ミーティング等を重ねて、一
緒に成長していきたいです。

2 改善点
スムーズに連携出来る様に周りとの
コミュニケーションをしっかり取るこ
と。
知識を深め、どんな事にも行動出来る
様にする。

山形県在住 高橋直也リーダー！
若きリーダー育成中!!
７

体温が上がれば 運気が上がる
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3 スリーピースに出会ったきっかけ
過去に色々と経験をし、スリーピース
と出会いました。
他とは違うのは、やり方もフォローも
本気でアップや周りがしっかり指導し
てくれること。
出会う人によって人生は変わると実感
しております。
私もそんな存在になれる様に日々頑
張っていきます！

２ 改善点
基本的なホウレンソウ (報告・連絡・
相談)がまだきちんとできていないの
で、連繋をもっと密に、信頼を深めて
いきたいと感じています。
３ スリーピースに出会ったきっかけ
１年半くらい前に伊藤由佑矢さんから
スリーピースビジネスを伺い、とても
やりやすいビジネスだと思いましたの
で、高橋直也さん方と一緒に登録を決
めました。

体温が上がれば 運気が上がる
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