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スリーピース 急成長の５大ポイント

出店目的の会員様も店舗利用目的の会員様も “ 無料フリーマーケットサービス ” で
双方のメリットが大きい魅力的な winwin のサービスです !!

無料
食事会
食事無し
セミナー

無料
食事会
食事無し
セミナー

無料
食事会
無料
食事会
のみ

食事無し
セミナー

きっかけは いつも スリーピース

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。
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Three Peace co.,ltd

Three Peace
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ご住所

STAM

☎052-799-7900
※桝井瑞枝様diamond・関小百合platinum講演 ※お食事なしのセミナーとなります。
★11月7日（火）12：00～ 都久志会館
福岡市中央区天神4-8-10 ☎092-741-3335
※冨樫牧夫講演
★11月10日（金）13：30～ 野々市交遊舎
石川県野々市市二日市１丁目２ ☎076-294-81661
※原田康之Platinum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12日（日）13：30～ たましんRISURUホール 第4会議室
東京都立川市錦町3-3-20 ☎042-526-1311
※冨樫牧夫講演 ※お食事なしのセミナーとなります。※会場へのお問い合わせはご遠慮下さい。
★11月13日（月）12：00～ オールワンボディーズ・サロン
愛知県名古屋市昭和区山里町69 グランドール山手1Ｆ ☎052-799-7900
★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
★11月23日（木）13：30～ 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講演 ※お食事なしのセミナーとなります。
★11月24日（金）12：00～ 日本橋公会堂 第3、4洋室
東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目31番1号 ☎03-3666-4255
★11月25日（土）13：30～ 野々市交遊舎
石川県野々市市二日市１丁目２ ☎076-294-81661
※原田康之Platinum講演 ※お食事なしのセミナーとなります。
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参加費
無料 !!

※野田早苗silver講演 ※お食事なしのセミナーとなります。
★12月9日（土）13：30～ 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
※冨樫牧夫講演 ※お食事なしのセミナーとなります。
★12月15日（金）13：30～ 横川地区市民センター
栃木県宇都宮市屋板町576-1 ☎028-656-6452
※冨樫牧夫講演 ※お食事なしのセミナーとなります。
★12月16日（土）9：40～ 横川地区市民センター
栃木県宇都宮市屋板町576-1 ☎028-656-6452
※冨樫牧夫講演 ※お食事なしのセミナーとなります。
★12月17日（日）14：00～ コラッセふくしま
福島県福島市三河南町1番20号 ☎024-525-4089
※冨樫牧夫講演 ※お食事なしのセミナーとなります。

毎月１日
17時〜

ご予約は
お早めに

のお知らせ

12月９日
（土）
17時～
かごの屋 尼崎昭和通店

兵庫県尼崎市昭和通2丁目12-5
☎06-6482-6611
★会費：4,000円
★お申込み締切11月25日まで

担当者/桝井瑞枝

☎090-6085-4349
12月16日
（土）
～17日
（日）
星乃井温泉

福島県南会津郡下郷町湯野上783-1
☎0241-68-2552
★会費：13,000円（2次会、3次会込）
★お申込み締切11月25日まで

担当者/野田早苗

☎090-6002-5185

※開催時のお写真は掲載させて頂きます。掲載NGな場合は担当者へお申し付けください。

ランクアップ・ブロンズ

体温が上がれば
運気が上がる
平成 29 年 11 月１日発行

11 月号

会議

Three Peace

食事無し
セミナー

のみ

※同じ店舗のご利用は一度のみとさせていただきます。
ご出店される方もご利用される方も 無料 ですので、是非ご活用下さい !!
ご利用方法の詳細は、本誌 4 ページをご覧下さい。

食事無し
セミナー

のみ

もっと身近にスリーピースを！ 心はいつもスリーピース。
「こんなお店を探していた！」素敵な出会いがあるはず♪

のみ

★☆ご出店は無料です、是非出店ご応募下さい !! ☆★

食事無し
セミナー
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のみ

これから増大する新サービスで、生活の幅が広がる！
笑顔になれる、とってもお得なサービスが
１１月より遂に始まりました!!
2020年までに3222店舗出店予定
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食事無し ★12月3日（日）13：30～ 横川地区市民センター
セミナー
栃木県宇都宮市屋板町576-1 ☎028-656-6452
食事無し
セミナー

Three Peace
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食事無し ★11月4日（土）13：30～ 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

のみ

無料フリーマーケットサービス
いよいよスタート !!

Three Peace co.,ltd
食事会 ＆ セミナー予定

のみ

5

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

体温が上がれば

運気が上がる

１１月号

12

ビジネス活動における

Ｑ＆Ａ

組織図をみたい。
Q 原本不備について記入の仕方がわからない。
Q
A
A
お引き落としご希望の方は、原本をゆうちょで照合し
エラーとなった方はご返却、再度記入等頂いておりま
す。弊社で記載してほしい所にしるしをつけてお返ししてお
りますので、ご記入・ご捺印しご返送ください。
※ゆうちょでの引落口座登録まで1カ月程度かかります。

何人紹介したか・直紹介者の受け取りを
Q
Q 確認したい。

A

会員ログイン内の【直接紹介者組織図】からご確認頂
けます。どうしても不明点・確認を行いたい場合カスタ
マーへご連絡下さい。

お引落出来なかった月のみ、代金引換にてお送りさせ
ていただいております。
※代引手数料はいただいておりません。

商品が届く日を変更してほしい。複数個
Q
Q とっているが、同じ日にまとめてほしい。

A

お電話・FAX等で承っております。
ご希望のお日にちをご連絡ください。
複数個お取りいただいている方は、変更希望の登録名/ID・
商品の到着希望日を明記の上ご連絡ください。

Q 引落日を変更したい。
A

ご到着日によってお引落日が異なります。
① ご登録日が1日～15日の方 前月の25日引落
② ご登録日が16日～末日の方 当月の10日引落
ビジネスマニュアルＰ１１をご確認の上カスタマーまでご連
絡下さい。

Q 食事会・セミナーに参加したい。
A

発送先はヤマト営業所止めだけど、
○○営業所が良い。

A

ヤマト止めご希望の場合はWEBで確認した上で、近い
営業所を選択致しております。
※ご希望の営業所がある場合、ご記入の上お申し込み下さい。

会員ログイン⇒“セミナー情報”内の各会場担当にご連絡下さい。
※ご参加の際は、スタンプカード・キャンペーン資料の裏面にお名前をご記載の上ご持参ください。
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体温が上がれば

※上記サービスはアクティブ会員様を対象としております。
運気が上がる
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Three Peace

して、その必然で出逢ったのがス
リーピースなんだって、想いを伝
えています。

申し訳ございません。
ビジネスセンター002番以降の商品は、001の商品を
お受け取りいただかないとお受け取り頂けません。

Q
Q

■グループの拡大についてお伺い
致します。
どのようにダウンを育てていらっ
しゃいますか？

QA

ビジネスセンターだけ取りたい。

初回より、お振込後の発送を承っております。
その場合は必ず、事前にお申し付けください。お振り
込みが確認でき次第発送致します。

稲積様 毎月開催のお食事会へ会
場動員する事。
グループの方へは、教えすぎると
気付きを潰してしまうと考えてい
るので、極力はこちらからは言わ
ず、自分で気付いてもらうにして
います。

お気軽にカスタマーまでご連絡ください、無料にて必
要部数をお送り致します！

A

原田様 ビジョンとストーリーの
共有。
そして、仲間の団結力。
一人の力は微々たるものでも、想
いを共有している仲間が集まる
と、困難がきたときに乗り越えら
れます。

A

コレクトの受け取りが不可。
Q
Q ゆうちょ口座を持っていない。

■ダウンの方との交流はどのよう
になさっておりますでしょうか？
また、フォローはどのように行っ
ておりますか？

キャンペーン資料・会報誌をビジネス活動
で使いたい！

通常は４ヵ月目商品よりお引落対象となりますが、事
情があり代引きでの受け取りが困難の場合はご相談く
ださい。

稲積様 グループの人と食事会や
誕生会をしています！

Q

A

会う回数を大切にしてい

A

冊子の申請注文書をご確認下さい。
申請注文書内の申し込み用紙をコピーし、FAXいただ
くか、メール又はカスタマーで承っております。
代金は、ボーナス相殺またはお振込みで頂いております。

原田様

登録用紙が欲しい・名刺が欲しい・ビジ
Q
Q ネスマニュアルが欲しい。
Q 早く引落をしてほしい。

15

■先ず初めに、今までで楽しかっ
た事、逆に大変だった思い出を教
えてください。

リゾート当選結果は、6～10日の間（6日以降の3営業
日以内）でご連絡致します。
ご連絡が無かった方は申し訳御座いませんが、次回のご応
募お待ちしております。
※お電話、ＬＩＮＥ又はMAILにて当選結果をご連絡してお
ります。
●東京リゾート当選された場合は、駐車場のご利用の際は
必ずご利用１０日前までにお申し付けください。

稲積様 始めは居酒屋で仕事をし
ていたので、スリーピースで収入
が上がってきた時が楽しかったで
す。
それとは反対に、時間がありませ
んでした。時間が思うように使え
なかった思い出があります。

Q リゾート当選したか確認したい。
A

言葉などは〝魔法のランプ〟
原田様 やっぱり、登録してから
の半年間、プラチナ達成するため
にもがいた日々が、楽しくもあ
り、大変でしたね。

半年（6ヵ月）です。
半年以内にご注文がないと自動的に会員資格がなく
なり自動解約となります。
自動解約となってしまう前に6ヵ月目に案内を送付しており
ます。

■活動の際に気を付けている事は
ございますか？
また、どのように弊社をお伝えし
て戴いているのでしょうか？

？
Q 引落出来なかった月の商品はときはどうなる
A

Q 商品の休止できる期間は？
A

さま

稲積様 数を数える事。
今日会う人、アポイントのある
人、そして紹介した人等、必ず人
に会うようにしています。
伝える時は、３日後リクルート
ボーナス・メガマッチボーナスに
重点を置き伝えています。
〝カンタンに伝わる 秒トーク〟
で伝えています。

商品購入の休止に伴い（個人情報も関りますので）パ
スワードを変更させていただいております。
アクティブ会員様で、紛失・忘れてしまったという方は、会員
ID・パスワードは、カスタマーで本人様確認後、口頭でのみ
お伝えしております。

対談
原田様 何のために、誰のために
ビジネスをしているのかを明確に

Q 会員ログインができない。
A

会員ログイン内の直接紹介者組織図・バイナリ組織図
にてご確認頂けます。
書面でご希望の方は、有料にて印刷したものをFAX又はご
郵送いたします。
料金等については、申請注文書又はビジネスマニュアルをご
確認下さい。
（※サービスでLINE・メールアドレスのある方には、図の組
織図を写メールでお送りいたしております。）

稲積
英一
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EICHI INAZUMI
体温が上がれば

運気が上がる

１１月号

2

さま

ます。ただ時間や距離、相手のタ
イミングなどもありますから、一
方的な情報を伝えること（セミ
ナー案内など）よりも、コミュニ
ケーションは大切なので感動した
動画や、本、元気になる音楽な
ど、ラインで送って交流していま
す。
■全国各地で活動なさっているお
２人にお伺い致します。沢山の方
の憧れ・頼りにされております
が、ご自身のモチベーションの上
げ方、息抜きの仕方をお教え下さ
い。
稲積様 「自分の気持ちは自分で
上げる。」
友人、知人とお酒を飲みに行った
り、食事に行って息抜きしていま
す。
原田様 朝一ワクワクモードに入
れるために、元気がでる音楽を聴
くことです。
今はまっているのが、ＷＡＮＩＭ
Ａの『やってみよう』という曲で
す。
■今後の目標・夢を教えてくださ
い。
また、目標達成の為のプラン等御
座いましたら是非お教え下さい。

稲積様 早くダイヤモンド達成し
ます
コツコツ頑張ります。
コツコツすると〝こつ〟を覚え
る。

稲積様 スリーピースビジネスは
バイナリーなので、２系先が延び
ます。
そう言っていると現実になって延
びます。
言葉などは〝魔法のランプ〟です
ね。

■最後に〝ネットワークビジネス
の魅力〟を、お願致します。

原田様 仲間の成幸が、自分の成
幸です。
そのためにも、まずは自分が先頭
を切って結果出す事だと思ってい
ますので、早くダイヤモンド達成
することが、目の前の目標です。

!!

原田様 たくさんの出逢いがある
事、上手くいった事、挫折してへ
こんだ事全ての経験が、自分の成
長のもとなどになります。
あと、幾つになっても、どんな状
態でも、気持ちさえあれば、輝く
事が出来て、生涯現役でいられる
素晴らしい仕事！
それがネットワークビジネスで
す。
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１１月号
運気が上がる
体温が上がれば
１１月号
運気が上がる
体温が上がれば
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T OP
原田
康之

ビジョンとストーリーの共有

YASUYUKI HARADA

www.threepeacegroup.com

interview

畠中 利夫様

× 近見 俊治

様
ＨＰ
先ず始めに

インターネットで楽楽！
会員ログインで情報確認 !!
アクティブ会員様は
会員の方はこちらを

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

１１月号

近見様 病気が治ると受け取られないよう
に、基本的な健康を話しています。
ポイントは体温が上がる事を中心に、血液と
血管で生き甲斐の基本をつくるという事で
す。

9

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

■こんにちは。
先ず始めに、弊社との出合いをお聞かせくだ
さい。
また、ビジネス活動をされるきっかけをお教
え下さい。

電話相談時間

月～金

■モチベーションが下がってしまった際、ど
のように気持ちを立てなおしていらっしゃい
ますか？

相談受付時間

畠中様 上がると下がるので上げないように
しています（笑）これホント！

0120-28-9921 まで

畠中様 ８年程前に大阪の友人からのお誘い
で家内が始めたのですがビジネス展開までは
行かず、ずっと愛用者のままでいました。
今回、福岡で初食事会にお誘いを受け、社長
の運気が上がるお話を聞いてご縁を感じ再挑
戦する事にしました。

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。

近見様 モチベーションは上がったり下がっ
たりするもの。下がった時は無理せずギター
伴奏に歌ったり、引き寄せの自前の音楽を聞
いたりしています。

・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。

■活動を共にされる方はいらっしゃいます
か？
また、相談できる相手はいらっしゃいます
か？

畠中様 自分がいいと思った物をいいと認め
てくれた友人（近見さん）が同志として共に
活動しています。
相談は仲間達皆にしますが、やはり８年間コ
ツコツやり続けた紹介者の桝井さんは私に
とっての杖です。

近見様 まだ少ないですが中心になる仲間が
数人おります。相談できる相手は健康の指導
者として栄養学の冨樫先生、ビジネス相談は
アップの桝井さん水本さんが慌てずマッタリ
とお答え頂きとても感謝しています。

■今後の目標をお聞かせください。

感想になります。

畠中様 個人的には年金を当てにしないでい
いような収入確保と楽しむ事、仲間達それぞ
れの自己目標のサポートと喜んでもらうこと
です。

近見様 今後の目標は自分自身が自分に満足
できる自分になる事。
健康（体力）、経済（金銭からの超越）、仲
間（全世界）、面白い生き方です！

個人的な

消費者相談室

近見様 畠中さんから食事会のお誘いがあり
ました。面白いやり方で急成長しているネッ
トワークビジネスがありユニークな取り込み
方で色々参考になるから。との事で行ってみ
ると、そこに旧知の方が数人来ており話が弾
みました。ビジネスへのキッカケは 年間の
人生の集大成として取り組める会社と感じさ
せてくれた事と仲間の存在です。

■活動についてお伺い致します。
どのように、アポイントをお取りになられて
おりますか？

畠中様 「体温が上がれば運気が上がるそう
よ！詳しくは聞きにおいで！」
とお誘いしています。

近見様 アポの取り方は、「健康と経済と仲
間を同時に創造していく仕事やってみない？
人間形成的未来型ビジネスやってみない？」
とお誘いしています。

■弊社をお伝えする際に、気を付けている事
はございますか？
また、お伝えしやすいポイント等ございまし
たらお教え下さい。

畠中様 薬機法がある為、病気、成分の話は
しないように心がけています。
低体温は血質、血流を悪くして全ての病気の
原因になっているので体温を上げる重要性を
お話しします。
ポイントは純国産原料と信頼できる製造会社
そしてエビデンスのある事も伝えています。

※製品を使用しての体感等は、あくまでも

全国直販流通協会
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クリック（タップ）

して下さい。

こちらを選択していただき
ますと、
本ページ
（会報誌）
のご案内の通り
にご覧いただけます。

ＦＡＸ受付番号

一般社団法人

03-3661-5880

24 時間受付、追って返信させていただきます。

ＨＰ
③

ご自身のMEMBER ID（会員ID番号）を入力して下さい。
000
001（BCをご覧になる方は002・003…）
となります。
※B Cごとにご覧 下さい 。B CごとにM E M B E R I D・
PASSWORDが異なりますのでご確認の上入力下さい。
PASSWORDを入力して下さい。
初回商品の納品書に記載がございます。
※納品書の再発行は行っておりませんので、大事に保管
して下さい。
（会員証同様）会員ID番号を無くされた場合
は、ご本人様確認後に口頭にてお伝えしております。
※ご本人様以外のお問合せはご遠慮ください。
お答えできません。

ＨＰ
⑤

ご覧になりたい地域を
日本地図 又は
下部の記載地域を

クリック（タップ）

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

して下さい。

して下さい。

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。

②クリック（タップ）

①クリック（タップ）

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

ＨＰ
②

ＨＰ
①

して下さい。

※どちらからでもご覧いた
だけます。
北海道 / 東北 / 北陸・甲信越 / 関東 / 東海 / 関西 / 中国 / 四国 / 九州 / 沖縄

ＨＰ
⑥

ＨＰ
④

無料 FM ショップ
をクリック（タップ）
して下さい。

セミナー情報
最新情報をご確認いただきます。
※ご自身の（ダウン）組織図、お受け取り状況等はこちらでご確認ください。

SHOP

SHOP

SHOP

SHOP

SHOP

職種分類

職種分類

職種分類

職種分類

職種分類

ショップ名
住所／ TEL

ショップ名
住所／ TEL

ショップ名
住所／ TEL

ショップ名
住所／ TEL

ショップ名
住所／ TEL

photo

他・店舗等

photo

photo

photo

photo

他・店舗等

他・店舗等

北海道 / 東北 / 北陸・甲信越 / 関東 / 東海 / 関西 / 中国 / 四国 / 九州 / 沖縄

更に詳しくご覧になりたい shop をクリック（タップ）して下さい。
※お店の詳細・サービスをご覧いただけます。

体温が上がれば

運気が上がる

１１月号
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本社から
の

お 知ら
せ

キャンペーン！大好評につき継続中!!

期間
限定

キャンペーン資料のお求めはお気軽にカスタマーまでご連絡下さい。
必要部数をお申し付けください。
※無料にてお送り致します。
（毎月ご希望の方は、その旨をお伝え下さい。）
ビジネス活動に是非、お役立て下さい。

本社招待強化月間！
（来年３月まで予定致しております）

LINEのQRコード

メアド当社

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。

リゾートの
ご利用に
ついて。

資格認定講座
体温管理士第７期生
２０１８年１月 20 日より
受講予約受付予定
詳細は次回１２月会報誌を
ご覧下さい。

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。

月刊 ネットワークビジネス

体温が上がれば

運気が上がる

セミナー開催の様子

各県でセミナー開催増加中！

宮崎

MIYAZAKI

THE WIDE NEWS

栃木

石川

TOCHIGI

ISHIKAWA

スリーピース 10周年記念コンベンションで新たな会員サービスを発表
最新 11 月号の巻頭特集は「夫妻は最強の
パートナー！ 成果が挙がる２人の法則」
。
グループ拡大中の８組の夫妻に成果を挙げ
ている秘訣を聞きました。そのほか、
ナチュ
ラリープラスのフェスタ目前特集や、できる
リーダーのカバンの中身を特別に公開。今
月も充実した内容となっています！

税込/620円

クリック！

愛知
AICHI

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！

日本流通産業新聞/日本ネット経済新聞

インタビュー記事の掲載をして頂きました！皆様是非ご覧下さいませ。
こちらのＵＲＬよりご確認頂けます。

http://www.bci.co.jp/nichiryu/interview/284

スリーピース、
来年も出店決定!!

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。

１１月号

AKITA

11月号

8月20日に開催したコンベンションの記事を掲載して頂きました‼
是非、お手に取ってご覧ください。

ダイレクトマーケティングフェア2018 が行われます！
スリーピース
インスタグラム

秋田

抽選を行い、ご当選者様のみご宿泊戴けます。
お申し込みはご利用条件をご理解の上お申し込み下さい。
抽選受付期間は毎月 1 日〜 5 日 ( 土日祝を省く) に、次月ご宿泊分のお申込みを承ります。
抽選締め切り後３日以内（土日祝日省く）に、ご当選者様のみへ弊社よりご連絡致します。
各リゾート施設は大変ご好評を頂いている為、ご希望に添えない場合がございます。
※鍵は必ず期日までにご返却下さい。1 日でも遅れる場合はカスタマーまでご連絡ください。
※マナーの悪い方は次回よりご利用をご遠慮ください。

2018年４月10日（火）・11日（水） 東京ビックサイトにて

5

大阪

OSAKA

本社見学ご希望の方は、
FAX又はお電話にてご連絡ください。
カスタマー／TEL 0120-604-176・ＦＡＸ 022-212-1532
審査をし、
ご招待が確実となりましたら弊社よりご連絡させて頂きます。
ご紹介者様ともう一方の２名様、
２泊３日にてご招待致します。
※今回のご招待は、
“ビジネス活動の向上”を目的としておりますので、
ビジネス
意力の無い方のお申し込みはご遠慮ください。
※審査が通った方のみ、
対象となります。

株式会社 スリーピース

強化!!

東京

TOKYO

○○でセミナー開催して欲しい！等の開催希望地域がございましたら、ご相談ください。
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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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

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

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

STAM
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。

お食事会開催中！

体温が上がれば 運気が上がる

１１月号

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
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