体温が上がれば
運気が上がる
このたびの大雨災害により、被害を受けられました地域の皆様
大阪北部地震により被害に遭われた方
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復旧にはご苦労も多いと存じますが、
くれぐれも安全を最優先に、またご健康にはお気を付けください。
一日も早く復旧できますことを心よりお祈り申し上げております。

第8期生 受講者募集

※体温計は付属しておりませんのご了承ください。

申込方法は

公式ホームページから…【企業情報資料のダウンロード】
アプリから…【活動サポートコンテンツ⇒各種資料】

体温管理士受講申込書

をダウンロードし、書面にてお申し込みください。

公式アプリ大好評♪
絶賛始動中!!

★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
無料
★８月５日（日）12：00～ 尼崎総合文化センター アルカイックホール
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
無料
★８月10日(金)12：00～ 岡崎市民会館
食事会
愛知県岡崎市六供町字出崎15番地１ ☎0564-21-9121
食事無し ★８月21日（火）13：00～ 西区民センター
セミナー
札幌市西区琴似2条7丁目1-21 ☎011-641-4791
※酒井博史講演
無料
★８月23日（木）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
無料
★８月29日（水）12：00～ 北とぴあ 701号室
食事会
東京都北区1丁目11－1 ☎03-5390-1100

お役立ち情報を続々配信中
アプリでしか見られない
コンテンツ多数!!

- Android（スマートフォン等）-

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cochaapp.threepeace
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ご予約は
お早めに
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。

★９月７日(金)12：00～ 男女共同参画センター てぃるる 研修室1・2
沖縄県那覇市西3-11-1 ☎098-866-9090
★９月７日(金)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 ★９月11日(火)13：00～西区民センター
セミナー
札幌市西区琴似2条7丁目1-21 ☎011-641-4791
無料
★９月24日(月)12：00～ 北とぴあ701号室
食事会
東京都北区王子1丁目11-１ ☎03-5390-1100
無料
★９月26日（水）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
無料
食事会

無料
食事会
無料
食事会

★10月６日(土)12：00～ 男女共同参画センター てぃるる 研修室1・2
沖縄県那覇市西3-11-1 ☎098-866-9090
★10月７日(日)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

※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〜

夏季
休業

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

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８月１日発行

８月号

会議

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

Three Peace

参加費
無料 !!

アプリは下記アドレス又はＱＲコードよりご登録(ダウンロード)ください
- iOS（iphone・ipad/apple製品）-

STAM

のみ

通常価格 50,000円 税込
※ＮＰＯ法人日本レホルム連盟 公式ホームページ
（http://www.jrl.jp/limit_dsp.php?gr=taion_kanrishi）参照

スリーピース
会員様に限り
30,000円にて
ご受講戴けます。

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。

無料
食事会

のみ

資格認定講座 体温管理士
受講料金はスリーピース会員様だ・け・の
特別価格にてご受講戴けます！

食事会 ＆ セミナー予定

August

に心よりお見舞い申し上げます。

受講申し込みは8月6日～8月20日まで

Three Peace co.,ltd

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ください。

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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LINE QRコード

運気が上がる
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本社から
の

ビジネス活動を始める
あなたに寄り添って…

お 知ら
せ

株式会社 スリーピース

LINEのQRコード

ボードメンバーが
あなたをサポート！
一人ひとりの出会いを大切にして、
スリーピースで繋がる絆。
最初は一人でも、だんだん大きな輪に！
輪が広がれば、話も広がり、
皆でホッこり和みましょう♪
スリーピースに…フコイダンＤＸに
出会って良かった！と
言っていただけることが
何よりの励みです。

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

・スタッフブログ

New Face のご紹介

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。

刺や
お名

リクル
ー
パック ト
の

安田 哲矢 様
人の体温に着目した素晴らし
い商品と5つの素晴らしいサー
ビスがあるスリーピース。
会員第一とお考えの糟谷社長
に賛意し、日々感謝し、ご縁さ
れた方々の健康を守りながら
楽しく頑張ります。

ビジネスに必要なご注文 を随時承っております。
● お名刺は３種類からお選びいただけます！

※スペシャル名刺の注文期間の決まりが無くなりましたので、いつでもご注文戴けるようになりました。
100枚―2,900円 200枚―4,300円 300枚―5,700円（送料・税込）

● リクルートパック

会員登録申請用書及び同意書・概要書面・個人情報保護方針・返信用封筒
５部１セット800円（送料・税込）

● ビジネスマニュアル

１冊1,000円（送料・税込）

その他詳細は冊子“申請注文書”をご確認ください。

● 20日（月）より通常営業致します。
夏季 ８月15日
（水）
〜８月19日
（日）● カスタマー 10時～12時 13時～17時
休業
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活動の際の

糟谷社長Happy Birthday
素敵な40代スタート
なお一層スリーピース発展の為に、
パワフルに走り続けて下さい。
関西チーム一丸となり、仲良く、楽しく、賑やかに、
スリーピースを盛り上げていきます。
おめでとう㊗️ございます。

全問正解必須 !
チェックしてみましょう

Ｑ1

WEB・NET・SNSなどを通じて在宅でビジネス活動ができると思うのですが。

Ａ

拡散も早いのでどんどんアピールして、興味を持ってくれた方へは徹底的にアプローチして、新規獲得を得る。

B
C

事前に目的も伝えて了承を得た後、興味を持ってくれるまでいろいろな情報を一方的に配信続ける。
ビジネスに関する情報を提供することを事前に承諾いただいたうえで情報を伝え、興味をもってくれたら登録する前に信頼関係を築く！
◆3つの平和に…◆ スリーピースの掲げる3つの平和に基づき、輪・話・和を大切にしましょう。

Ｑ2

スリーピースを知ってほしいので、知人にスリーピースを知らせるメールを送りたい。

Ａ

スリーピースや人のビジネスの DM をコピペして送ってあげる。

B
C

自身が魅力的に感じた事をまとめ、メールしてみる。
同意を得てから送る。
◆未承諾者に対する電子メール広告提供の禁止◆ 本人への同意を得てから情報をお伝えしましょう。

Ｑ3

話したら興味を持ってくれた！登録したいと言っている。

Ａ

概要書面・個人情報保護方針等の書面を渡した上、クーリングオフなどをしっかり説明して納得してもらってから
登録してもらう。

B

概要書面・個人情報保護方針等の書面を渡したので、説明は省略して先ずは登録記載してもらう。
登録してもらったら、また使うので書面は返してもらう！

C

善は急げ！直ぐ登録してもらう。

data
name 糟谷耕一
dateofbirth S53・8・6
constellation 獅子座
birthplace 宮城県気仙沼市

◆書面の交付//説明の際には必ずお渡しして下さい◆ 概要書面等の書類は渡すだけでは無く、内容を説明する事が必要です。

Ｑ4

契約したいと言ってくれた！
でも「手続きが面倒臭いから代わりにサイン（記入捺印）しておいて」と言われた。

Ａ

相手が望んでいるし、個人情報も知っているので代わりに書いてあげる。

B

しっかり相手に確認しながら漏れが無いように代わりに書いてあげる。

C

本当に契約の意思があるのかの確認も兼ねて本人に書いてもらう。
◆代筆は禁止しています◆
本人が了承していても、親族であっても代筆は認めることができません。契約したという自覚と責任をもっていただくためにもご自身で。

Ｑ5

祝・誕生40周年
糟谷社長おめでとうございます！
人生2回目の成人式ですね♪
素敵な40歳の年になりますように☆ミ
大友渚より

いメッセージ紹介
祝
お
社長へのお誕生日の

登録してもらったが、クーリングオフしたいと言われた。
（対応対象期間内）

Ａ

先ずは理由を聞き、話し合う。

B

クーリングオフの期間が過ぎたと嘘をつきクーリングオフすることを辞めさせた、次回の商品は停止した。

C

迅速にクーリングオフの仕方を教える。理由を聞くのは葉書を出してからにする。書面にも記載があるので、
自身でも読み不備なく行えるように理解するように促す。

沢山の方よりお祝いメッセージ・お手紙など
いただきました。
お送り下さり、誠にありがとうございます！

◆禁止行為//説明は理解してもらう事が大切◆
ビジネス内容を十分に理解していないまま登録してしまった場合「聞いていない」などのトラブルに発展してしまう可能性があります。
①クーリングオフについて
②登録時の特定負担などの購入に関する内容
③収入（特定利益）について はキチンとお話ししましたか？相手の質問へは誠実に答えましょう。

正解は６ページをご覧ください
3

糟谷社長、
お誕生日おめでとうございます！
いつもちょっとしたこと
お世話してます大友です。笑
これからも社長らしく
突き進んで下さい！尊敬してます。
大友幸彦より
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※掲載幅の都合上一部を掲載させて頂きました。

３ページの答えは ▶▶▶ Q1/C Q2/C Q3/A Q4/C Q5/C
体温が上がれば

運気が上がる
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フリーマーケット出店者様大募集！
出店方法

広告・宣伝

掲載無料！

1 お店（商品）のお写真
2 職種・業務内容
3 スリーピース会員様に無料サービスをいただくだけで、
簡単に作成できます！
カスタマー（0120-604-176）まで♪

【東海】
バレエエクササイズ

chika

【東海】
リーズコレクション

ECOCERT認証の最高品質ヘナを使用しています。
お気軽にお問い合わせください。

【関西】
セルフ喫茶 syouryuu

喫茶店・パン販売を行っております。
会員証ご提示と署名でコーヒーおかわり無料です。

やすらぎ

リンパセラピスト認定証取得。 ゆったりした時間をあなたに！

【関西】
有限会社

【北海道】
リラクゼーションサロン

Lucia

ツボ刺激を重視したもみほぐしと、心地よいトリートメントが好評です。
『もみほぐし』
『オイルリンパ』どれも妥協のない高技術で、
ご満足いただけること間違いなし！

【東北】
宮寿司

心もお肌も体もきれいになれるレッスンです。
誰でもできる簡単なエクササイズです。

【関西】
ホームエステ

フリーマーケットショップ紹介

蔵屋

究極の食用油ろ過システム『エコレ』を通して飲食店の油の品質維持による
集客UP・油の劣化を何度でも回復させ、足し油だけで一年でも上品質に油を
キープして経費削減に貢献します。

【九州】
とり乃屋

おしゃれなで落ち着いた空間（カウンター席も有）♪
会員証ご提示で、ファーストドリンクサービスです！

【沖縄】
株式会社つり沖縄新聞社

釣り関係の出版物・お魚ポスター・お魚クリアファイルなど
販売もしております。

海鮮素材はもとより、野菜にも深いこだわりをもっております。
季節限定のメニューなど“旬の一品”をご堪能ください。

【東北】
フォーシーズン パストリー

地産地消をテーマに蔵王の新鮮なお野菜や卵を使用したメニューをはじめ、
パスタ、ベーカリー、こだわりのデザート、ドリンクをご用意しております。

【関東】
花顔亭

心を癒しながら髪を整えてみませんか。
当店では、ゆったりとした店内空間で目の前に広がる自然風景を眺めながら
リラックスした時間を過ごすことができます。

【関東】
有限会社

リモデルスタジオグロース

最適な、最新の技術をご提案致します。
会員証ご提示でお見積り無料です。

rsg Reform

【関東】
MACHERIE

ハーレー・ダビッドソンを中心とした自動二輪のカスタマイズ、
パーツの製造、販売を行っております。
会員証ご提示でお見積り無料です。

【東海】
D→START 岡崎店

エステ・ネイル・メイク・美容室（シャンプーボールあり）の設備を完備した
レンタルサロンとなっております。

【東海】
プライベートサロン

ルリ

気軽に何でも相談でき、お客様を癒し美肌になれることに重点をおいた施術を
心掛けております。
人目を気にせず、ゆったりした気分でお過ごしいただけます。

是非、素敵な会員様サービスをお得にご利用・ご活用ください♪

5

体温が上がれば

運気が上がる

８月号

体温が上がれば

運気が上がる

８月号

4

