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食事会 ＆ セミナー予定

June

★６月９日（土）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
※桝井瑞枝diamond講演
★６月10日（日）12：00～ 尼崎総合文化センター アルカイックホール
無料
食事会
兵庫県尼崎市昭和通２丁目７-16 ☎06-6487-0800
※糟谷耕一CEO講演
食事無し ★６月10日（日）13：30～ 立川女性総合センター
東京都立川市曙町２丁目36-２
セミナー
※丹羽久美silver講演
※お食事なしのセミナーとなります。
★６月20日（水）12：00～ 北とぴあ 701号室
無料
食事会
東京都北区1丁目11－１ ☎03-5390-1100
※糟谷耕一CEO講演
無料
★６月23日（土）12：00～ みやぎ婦人会館 第５・６研修室
食事会
宮城県仙台市榴ヶ岡5番地 ☎ 022-299-4530
※本社マネージャー菅原講演
無料
★６月30日（土）12：00～ 横川地区市民センター
食事会
栃木県宇都宮市屋板町576-１ ☎028-656-6452
※糟谷耕一CEO講演

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。

心はいつもスリーピース
株式会社 スリーピース

代表取締役

糟 谷 耕 一

（８月6日で40歳になりますＶＶＶ）
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お早めに

★７月10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
※桝井瑞枝diamond講演
★７月14日（土）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
※糟谷耕一CEO講演
★７月16日（月）12：00～ 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
★７月22日（日）12：00～ みやぎ婦人会館 第5・6研修室
宮城県仙台市榴ヶ岡5番地 ☎ 022-299-4530
※本社マネージャー菅原講演

最新情報は公式ホームページ
内の食事会情報又はアプリ内
の今月の無料食事会情報より
ご確認ください。

★８月４日（土）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
※桝井瑞枝diamond講演
★８月23日（木）12：00～ 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
★９月26日（水）12：00～ 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

夏季 8月15日(水)～19日(日)
休業 20日(月)より通常営業致します。
カスタマー/10時～12時・13時～17時
※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。

毎月１日
13:30〜

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 30 年６月１日発行

６月号

会議

スリーピースは平成１９年６月１９日に【３つの平和】の実現に向けて動き出しました。
当初は“フコイダン”という言葉すら浸透しておらず、
ましてやネットワークビジネスの印象も悪いものでした。
私はネットワークビジネスだからこそ掴める達成感・自由・幸せがあると確信しております。
ネットワークビジネスのマイナスイメージを変えたい！
そして、フコイダンＤＸをお伝えし、笑顔になっていただきたい。
そう思い、ただただがむしゃらに走り続けました。
徐々にではありますが、スリーピースをフコイダンＤＸを
認知していただけるようになりました。
また今では業界誌へも取り上げていただけるまでになりました。
これもひとえに皆様のご愛顧と努力の賜物と厚く御礼申し上げます。
スリーピースは、一人でも多くのお客様に喜んでご満足いただきたい。
そして、安心して活動していただきたい。
そう考え、今までにないサービスの提供に力を入れております。
最近では、無料ＦＭショップや公式アプリをオープン致しました。
福利厚生の充実と共に、スリーピース会員の方の笑顔で広がる輪話和を目指しております。
スリーピースが成長してこれたのは、
多くの皆様との関わり・ご支援・ご愛顧のお陰と感謝しております。
「スリーピースに出会って良かった」
「選んで良かった」と
言っていただける事が何より嬉しく思っております。
2018年は新体制のもと、皆様のご期待に添えますよう
社員一同結束を強く励んでまいる所存でございます。
今までも、これからも、会員の皆様と気持ちを一つに、
皆様に末永く愛されるスリーピースでいるよう、私自身もいかなる時でも感謝を忘れず、
皆様にご満足いただけるよう精進して参ります。
何卒倍旧のご支援ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます、とともに
今後とも変わらぬご支援とご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
日頃のご愛顧への御礼と創業11年のご挨拶とさせていただきます。
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製品を通じて日本人を温かくしたい。
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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

リゾートご利用について

の

お 知ら
せ

ビジネス活動にお役立て下さい！
■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

株式会社 スリーピース

LINEのQRコード

メール登録で
最新情報配信
サービス実施中

・インスタ

https://www.instagram.com/threepeace32/

・フェイスブック

https://www.facebook.com/threepeacegroupinsendai

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。

当選者様には案内を送付します。
必ずお読みになりルールを守りご利用ください。
ルールを守れない方はご利用をご遠慮ください。
ルールを守れなかった場合、全リゾートのサービス停止になります。

・スタッフブログ

https://ameblo.jp/threepeace-group

ご登録・いいねもお願いします
ビジネスをされる方へのお勧め

特定商取引ハンドブック
熟読・ご活用をお願いします。

ギフトにフコイダンDXを…

月刊ネットワークビジネス6月号
全国の書店又は、
https://www.network-b.comでご購入下さい！
バックナンバーのご購入方法はＷＥＢよりご確認ください。

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。

クリック！

簡易ラッピング承っております。お気軽にお申し付け下さい。

※定期購入いただいている方は、
同月2本目のご購入から8,350円(送料込)で
ご購入頂けます。
≪プレゼントの場合下記事項をお伝えください≫
・ご依頼主様の会員ID・ご氏名・お電話番号
・ご注文本数・お届け先
※お振込の場合は
・お支払方法（代金引換・お振込） 振込明細書添付

日頃よりフコイダンＤＸを御愛顧いただき、
誠にありがとうございます。
お客様に御満足いただけるご対応を心掛け、
製品と共に我々も愛されるよう努めて参ります。
どんな些細なことでも、ご不明等ございましたら
お気軽にご連絡くださいませ。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
スタッフ一同

夏季
休業
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正しく

楽しく ネットワークビジネス

安心して下さい。 ネットワークビジネスは違法ではありません。
ネットワークビジネス（マルチ商法）は、連鎖販売取引として、特定商取引法33条で、次のように定義されています。
商品・サービスを提供する事業であって、再販売・受託販売・販売のあっせんをする者を特定利益が得られると勧誘
し特定負担を伴う取引をするもの…少しイメージしにくいかもしれないので、例を用いて説明します。
①「会員になると、この商品を３割引きで購入し、他人に転売できるようになります。」

（例） ②「あなたが勧誘した人が会員になった場合、一人につき○万円の紹介料が入ります。」

↑
上記のような勧誘をし、尚且つ取引をする為に費用（特定負担）が発生する場合が連鎖販売取引です。
違法であるネズミ講と異なる点は次の通りです。ネズミ講は無限連鎖講の防止に関する法律で無限連鎖講と定義さ
れており違法です。商品が無く入会費のみで稼ぐシステムのため、勧誘できる人がいなければいつか崩壊する。

ネットワークビジネスは特定商取引法33条で連鎖販売取引と定義されており合法です。
連鎖販売取引は商品やサービスがあり、流通がある限り崩壊しない。
勧誘の仕方に関して、特定商取引法で厳しく制限されているため、ルールを知らないまま勧誘すると
法を犯すことになるため、充分に知識も必要でルールを守ることが重要となります。

ネットワーク
ビジネスで
特に多い問題点

ネットワークビジネスはマルチ商法と呼ばれ、日本での印象が良くないのが現状です。

①勧誘方法が強引な人もいる
②宗教だと思われる
③ネズミ講と混同される
④怪しいビジネスだと思われている

他にも印象が悪くしてしまっている理由として、誰でも参加出来てしまうがゆえに…
等と言う理由はいくつかあります。法を犯さず活動している中のほんの1％の方が違反を犯してしまう事により
「ネットワークビジネスは…」と言う、
マイナスイメージのレッテルを貼られてしまいます。
正しく・楽しく活動しましょう！

スリーピースで広がる 輪・話・和
もっともっと…広がる世界！

ＷＥＢをご活用ください!!
受取状況の確認は簡単楽楽

ダウンの方の商品のお受け取り状況のご確認は
ホームページ内よりご確認いただけます。
会員ログイン〈MEMBERＩDとPASSWORD入
力〉し、直接紹介者組織図又は、バイナリ組織図
よりご確認ください。
※アクティブ会員様のみご利用いただけます。オートシップを停止されますと、会員ログインは出来ません。
3
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無料

ホームページ⇒会員ログインの無料FMショップに掲載のご興味のあるお店を探す。
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）して下さい。

ＦＭ ショップ

※どちらからでもご覧いただけます。

フリーマーケット

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

【東北】
仙台ゲストハウス鹿鳴館（ＫＯＫＵＭＥＩＫＡＮ）

仙台の中心街から徒歩30分程、自然豊かな場所にあるゲストハウス
http://www.threepeacegroup.com/sp/fm/20180502/index.html
１名様一律2，500円（税込2、700円）でご利用いただけます。

【東北】
気仙沼整体

けせらせら

5月9日にオープンしました！
一般整体・妊産婦整体・こども整体のコースを設けております。予約優先です、詳しくは
http://www.threepeacegroup.com/sp/fm/20180509/index.html をご覧下さい。
※夜間要相談

【関東】
まりあ～じゅ

日本エステティック協会認定サロンなので、安心安全
２店舗ございます、どちらも完全予約制。
美容・健康・ネイルサロン・フェイシャルコース・ボディーコース等ございますので
詳細は http://www.threepeacegroup.com/sp/fm/10428/index.html をご覧下さい。

【関西】
リラクゼーションサロンgrow

出張専門ですので、サロンに行く時間の無い方や、介護などで家から出られない方に喜んで戴いて
おります！
イベントや企業様への出張も承っております。
http://www.threepeacegroup.com/sp/fm/9262/index.htm よりご確認ください。

【関西】
合同会社クイーン（ＩＴ）

ホームページ作成・管理（企画）・動画・アプリ作成はお任せ下さい！
作成を考えておられる方や興味をお持ちの方は
http://www.threepeacegroup.com/sp/fm/3529/index.html を是非ご覧になって下さい♪

【中国】
シャスタ株式会社

シャスタウォーターは、ご家庭でミネラルウォーターを作ります。
大自然の湧き水のように、ゆっくり自然ろ過方式で水道水を純度の高い水に変えます。
http://www.threepeacegroup.com/sp/fm/20180502b/index.html

出店希望者様大募集中です！
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交通事故傷害保険
についての

Ｑ

＆

Ａ

Ｑ1 引落できた月とできていない月があるが、保険はどうなるのか？
Ａ1

引落できた月の補償が1年間続きます。引落できていない月は補償がありま
せん。引落できた場合（1口）、死亡254,000円、入院200円、通院100円の補
償となります。この補償が1年間続きます。

Ｑ2 前は引落で取っていたが、今は代引会員。
前の引落とし分は今でも保険適応になるのか？
Ａ2

25日引落の方は翌月16日～1年間。10日引落の方は当月16日～1年間。
補償期間内の事故であれば補償対象となります。

お引落は商品の到着日により異なりますのでご注意ください。
お引落は10日と25日のいずれかになります。

10日お引落
商品到着が16日～月末日頃
（６月10日引落の方は、６月16日～６月30日頃お届けの方）

25日お引落
商品到着が1日～15日頃
（６月25日引落の方は、７月１日～７月１５日頃お届けの方）
引落日が休日(土・日・祝)の場合は、翌営業日になります。
※ 地域により1日～2日のお届けの誤差が生じる場合もございます。
お引落ご希望のお客様へは、お引落に必要な【会員登録申請書及び同意書/１枚目
スリーピース提出用】をお送り頂き次第 商品の引落とし日・到着日を記載した
商品発送の流れ の用紙を商品と共にお届け致しております。
※ 口座・捺印エラーの場合はお引落が出来ませんのでご注意ください。

詳しくは

5
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アプリ 社長チャンネル内の“交通事故傷害保険”
をご覧ください。
その他ご質問等、保険は専門的な事になりますので、アプリ内でも
お知らせの通り保険会社へお問い合わせください。
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毎日最新情報を配信！

使い
方
ら
く
ア・プ・リ・だ・け・の
らく
スリーピースチャンネルは必見です!

登録
ラク
ラク

登録ラクラク・使い方らくらく 公式アプリ
スリーピースの情報がアプリ1つで簡単に活用できます！

- iOS（iphone・ipad/apple製品）-

https://itunes.apple.com/jp/app/スリーピース/id1343586011?l=ja&ls=1&mt=8

- Android（スマートフォン等）-

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cochaapp.threepeace

ダウンロード
しなきゃ損！

まだの方は・・・

１ アプリをお持ちの方が、アプリ内の
『アプリをお友達に教える』で
QRコードをお見せいただく。

オススメ

≪ダウンロードURLを友達に送ってもらう方法≫
２ アプリストアのスリーピースアプリダウンロードページから、拡散する。
（LINEやメール等 可）
≪ホームページからダウンロードする方法≫
３ 弊社HP、“最新情報”の各デバイスのダウンロードページを選択

ピースからのお知らせ
ー
で
スリ

アプリ内の情報が更新されたら…
（社長チャンネルや生ライブ配信、会報誌）

一度アプリを閉じて、再度アプリを開く必要があります！
IOS（iphone/ipad等）

ホームボタンをダブルクリック
（タッチ）する⇒現在開いている
アプリが出ます。
アプリを上にスクロール（スライ
ド）するとアプリが閉じます。

アンドロイド（スマートフォン等）
※機種によって異なります※
①ホームボタンを長押し
②右下のボタン（タスクボタン）を押す
①か②のいずれかの方法で現在開いて
いるアプリが表示されます。
機種により異なりますが、左右または
上下にスワイプ（スライド）するとアプ
リが閉じます。
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