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大阪
■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
■日 時／１月７日（日）15：00～

★２月４日(日)12：00～ 福岡市ももちパレス
福岡県福岡市早良区百道２-３-15 ☎092-851-4511
★２月７日(水)12
：00～ 男女共同参画センター てぃるる 研修室１
無料
食事会
沖縄県那覇市西3-11-1 ☎098-866-9090
※最新情報はホームページよりご確認ください。
※スポーツ栄養アドバイザー・富樫牧夫講演
食事無し ★２月18日(日)13：30～ 横川地区市民センター
セミナー
※開催時のお写真は掲載させて頂きます。
栃木県宇都宮市屋板町576-１ ☎028-656-6452
掲載NGな場合は担当者へお申し付けください。
※大兼勇人講演 ※お食事なしのセミナーとなります。
のみ

念頭のご挨拶

株式会社 スリーピース

に スリーピースアプリ始まる
い
つ
会員ログインやリゾート空室状況・本社から発信される
最新情報・毎月発行の会報誌 等！
★簡単にスリーピースの最新情報をご確認頂けます★

今後の お食事会・セミナーにて
詳細を、発表します!
毎月１日
13:30〜

ランクアップ・ブロンズ

会議

糟 谷 耕 一

Three Peace co.,ltd

代表取締役

あけましておめでとうございます。
旧年中は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうござい
ました。
皆様におかれましてはつつがなく新しい年をお迎えの
こととお慶び申し上げます。
昨年は新たなサービスも加わり〝５大ポイント〟とな
りました。
また、ＴＫＰガーデンシティ品川にて開催致しました
４ｔｈコンベンションへは沢山の皆様にお集まり戴き
誠にありがとうございました。
また日頃よりご愛顧戴いております皆様・携わってお
ります皆様に心より感謝申し上げます。
さて、今年は戌年ですね、
戌年だけにワンダフルな年になるよう駆け抜けオン
リーワン商品の〝フコイダンＤＸ〟でナンバーワンに
なれるよう犬のように色々なことを嗅ぎ分け・聴き耳
を立てて成長していきます！
〝犬も歩けば棒にあたる〟喜怒哀楽も生きいている証。
失敗があるから成功の感動が大きいものです。
あたるのは棒だけとは限りません。
どうぞ皆様、昨年まで充電してきたパワーを今年は一
気に放出して下さい。
人生は一度きり、怒るも一生・笑うも一生です。
スリーピースに関わった方の一人でも多くの方が「ス
リーピースに出会って」「フコイダンＤＸに出会って」
１年ごとに幸せが深まる事ができたら幸いです。
最後になりましたが、皆様のご健勝とご多幸をお祈り
申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。
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食事無し
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※お食事なしのセミナーとなります。
★１月13日(土)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
※大兼勇人講演 ※お食事なしのセミナーとなります。
★１月16日(火)12：00～ 男女共同参画センター てぃるる 研修室１
沖縄県那覇市西３-11-１ ☎098-866-9090
※スポーツ栄養アドバイザー・富樫牧夫講演
★１月18日(木)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
※スポーツ栄養アドバイザー・富樫牧夫講演
※お食事なしのセミナーとなります。
★１月22日(月)13：30～ 北とぴあ 第１研修室
東京都北区王子1丁目11－１ ☎03-5390-1100
※スポーツ栄養アドバイザー・富樫牧夫講演
※お食事なしのセミナーとなります。
★１月24日(水)13：30～ 伊勢崎市 境総合文化センター 大会議室
群馬県伊勢崎市境木島818 ☎0270-76-2222
※スポーツ栄養アドバイザー・富樫牧夫講演
※お食事なしのセミナーとなります。
★１月25日(木)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
※丹羽久美silver講演 ※お食事なしのセミナーとなります。
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かんいまいおう
意味「目的に向かって困難をものともせず、
自ら思い切って、まっしぐらに進んで行くこと」
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2018年１月の開催は、
１月13日（土）になります。
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平成 30 年１月１日発行

１月号

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

公式ホームページ
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本社から

資格認定講座

の

体温管理士第７期生

お 知ら
せ

スリーピース会員様特別価格にて受講頂けます！

お申込み方法

受講申込期間は
2018年１月19日（金）～31日（水）です。

▶︎ ▶︎ ▶︎

① スリーピースのホームページの、企業情報資料のダウンロードを開く
② 体温管理士受講申込書（ＰＤＦ）を開く

アクティブ会員様
のみご利用頂けます。
④ 必要事項をご記入いただき、受講代金を弊社郵貯口座へ 2月上旬から受講を
開始します！
お振込いただいた振込書控えを添付の上、ＦＡＸ下さい。

株式会社 スリーピース

③ 受講申請書を印刷して下さい。

LINEのQRコード

※インターネットが見られない、又は印刷出来ない場合は、
カスタマーまでご連絡下さい。

毎日10時30分頃
最新情報を配信！

お申込書・受講料について書面を送付させていただきます。

メールアドレスのご登録は、ＦＡＸ
・ＬＩＮＥ又は既にご登録の方より
メールでお知らせください。

※通信講座となりますので、勉強会等は行っておりません。

インスタグラム＆フェイスブック
インスタグラム：ID/threepeace32
ユーザー名/スリーピースニュース
Facebook：ID/threepeacegroupinsendai
ユーザー名：スリーピースショールーム

※ホームページ→最新情報よりご覧いただけます。

2018年４月10日（火）・11日（水）
東京ビックサイトにて

スタッフ挨拶

新年あけまして
おめでとうございます

旧年中はひとかたならぬご愛顧・ご厚情を賜り、
厚く御礼を申し上げます。
本年も皆様にご満足いただける様、
努力を重ねてまいりますので引き続き
変わらぬご愛顧を賜わりますよう
お願い申し上げます。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
スタッフ一同

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、今年も出店決定!!

リゾートご利用について

抽選受付期間：毎月1～5日(土・日・祝除く)に次月ご利用
のお申込みを承ります。
抽選結果発表：抽選締め切り後3営業日以内に、
“当選者様のみ”へ弊社よりご連絡致します。
大変ご好評をいただいておりますので、ご希望に添えな
い場合があります。ご了承ください。

注

意

★キャンセルの場合一泊5,000円です。 ※マナーの悪い方
★ご当選者のみのご利用でお願いします。 はご利用をご遠慮
下さい。
★鍵は期日までにご返却下さい。
ご利用条件をご理解の上、お申込み・ご利用下さい。
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本社招待強化月間！
（３月まで予定致しております）

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。
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