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新たなサービス・始動！
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にてご利用いただけます。

ハイグレード車に乗ってお出かけしてみませんか？
いつものあの場所へ今度は車で出かけてみましょう。
スリーピースカーは、抽選にて当選された方のみご利用いただけます。

特別な車で特別な時間をお過ごしください。
免許証の提示が必要となります。
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お申し込みの際は右記内容を
満たしているものとする。

☆常識のある方☆

● 運転免許証をお持ちの方
● 日頃より運転をしている（ペーパードライバー不可）
● 破損や故障を起こした場合は迅速に報告が出来る方
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無料
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★９月５日（水）12：00～ 岡崎市民会館
愛知県岡崎市六供町字出崎15番地1 ☎0564-21-9121
※糟谷耕一CEO講演
★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
兵庫県尼崎市昭和通2丁目7-16 ☎06-6487-0800
※糟谷耕一CEO講演
★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11日(火)13：00～西区民センター
札幌市西区琴似2条7丁目1-21 ☎011-641-4791
★９月19日（水）12：00〜 みやぎ婦人会館 第4研修室
宮城県仙台市宮城野区榴ケ岡5 ☎ 022-299-4530
※安田哲矢コーディネーター
★９月23日（日）12：00～ ソレイユさがみ
神奈川県相模原市緑区橋本６丁目２－１ ☎042-775-1775
※糟谷耕一CEO講演
★９月24日（月）12：00～ 北とぴあ701号室
東京都北区王子1丁目11-１ ☎03-5390-1100
※糟谷耕一ＣＥＯ講演
★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
※丹羽久美silver講演
★10月４日（木）12：00～ 岡崎市民会館
愛知県岡崎市六供町字出崎15番地1 ☎0564-21-9121
※糟谷耕一CEO講演
★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
★10月24日（水）12：50～ 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
※安田哲矢コーディネーター
★10月26日（金）12：00〜 みやぎ婦人会館 第2研修室
宮城県仙台市宮城野区榴ケ岡5 ☎ 022-299-4530
※安田哲矢コーディネーター
★10月29日（月）12：00～ 北とぴあ 901号室
東京都北区王子1丁目11-1 ☎03-5390-110
※安田哲矢コーディネーター
★11月2日（金）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
★11月７日（水）12：00～ 岡崎市民会館
愛知県岡崎市六供町字出崎15番地1 ☎ 0564-21-9121
※糟谷耕一CEO講演
★11月８日（木）12：00～ 男女共同参画センター てぃるる
沖縄県那覇市西3-11-1 ☎098-866-9090
★11月22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
※安田哲矢コーディネーター
★11月26日（月）12：00～北とぴあ 701号室
東京都北区王子1丁目11-1 ☎ 03-5390-110
※安田哲矢コーディネーター
★11月27日（火）12：00〜 みやぎ婦人会館 第4研修室
宮城県仙台市宮城野区榴ケ岡5 ☎ 022-299-4530
※安田哲矢コーディネーター
★12月７日（金）12：00～ 男女共同参画センター てぃるる
沖縄県那覇市西3-11-1 ☎098-866-9090
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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。

参加費
無料 !!

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。

※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
ブロンズ会議
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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走り続ける

先 ずは皆 様に一言お願 致しま
す。

桝井様 残暑お見舞い申し上
げます。
このたび大雨災害、
大阪北部地震で、
被害を受けた地 域の皆 様 、復 旧には
ご苦労も多く、
まだ暑い日が続きます
が、体調にはくれぐれもお気をつけて
下さい。
変わらず飛躍し続けておりま
すが、
活力となっていることを
お教え下さい。
桝井様 会員様の笑顔と目標
達成のお手伝い、
そして何より
応援してくれている、
家族と楽しく過
ごす時間が私のエネルギーです。
忘れていけないのは 、社 長のスリ ー
ピースヘかけてくれている、
パワーと
思いです。
活 動されていてやりがいを 感
じることや最近モチベーション
が上がった事をお教え下さい。
桝井様 新しい出会いと、
どん
どん変化しているスリーピース
にモチベーションが上がります。
ご 家 族 も 大 切 に さ れ な がら 、
非常に幅広く活動されており
ますが、
どのように両立されておりま
すか？
桝井様 スケジュールをしっか
りたてる。
家事は、
毎日の自分なりのルーティー
ンを決めて無理せずやっています。

例えば洗濯は夜のうちに、
トイレはト
イレに行ったついで、洗 顔のついでに
洗面所。
ついで家事！
買い物も１週間まとめて献立もだい
たい決めて、作り置きする。
などあま
り頑張らず適当がコツです。
プレゼンのコツをお 教え 下さ
い。

桝井様 なるべく短時間で、
プ
レゼンブックを使って、
商品・プ
ラン・無 料サービス・スリーピースの
可能性をお話ししています。
アプリも忘れずその場でインストール
してもらっています。
沢 山の方のフォロー をいつも
的 確に確 実にしていただいて
おりますが、どのように把 握されて
おりますか？
桝井様 ビジネスの人とは、
電
話 ラインなどで頻繁に連絡を
取っています。
グループラインを使って情報を共有し
ています。
リゾートマンションを使わせていただ
いた際にはグループの方とビジネス
のミーティングや愛用者の会など、楽
しい企画をしてフォローしています。
下半期の目標をお聞かせ下さ
い。

桝井様 関西を中心に、岡山、
愛知、
大幅なグループ拡大を目
指します。
直紹介１人のプラチナ達成、
グループ
から１人のプラチナ達成が、
年末まで
の目標です！

最後にランクアップ・アドバイ
スをお願致します。

A Q

桝井様 まず自分の日々の行
動を変える！
アップラインの 方 との 、相 談 連 絡
報告が大切です。
グループの数字にこだわり行動する
ことかなと思います。
ビクトリー以外は、期限もなく、
とて
もハードルが低いです。
たくさんの昇格ボーナスを用意して
くださっています。
ランクを 目 標に 、
一瞬 懸 命 頑 張 りま
しょう！
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トップリーダー

最前線を

桝井瑞枝 DIAMOND

本社から

スリーピースの隠し玉！ いよいよ登場!!

の

イケメン・コーディネーターが

お 知ら
せ

株式会社 スリーピース

LINEのQRコード

遂に全国講演START!!

皆様との信頼関係を何により大切にして、
全国を駆け巡ります。
一緒にスリーピースを盛り上げていきましょう!!
熱くて勢いのある男です。
安田講演は、会報誌又はWEB・アプリよりご確認下さい。

メール登録で
最新情報配信
サービス実施中

リゾートのご利用について

・インスタ

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

ご利用の申し込み条件や注意点など
スタッフブログよりしっかり確認しましょう。

・フェイスブック

https://www.facebook.com/threepeacegroupinsendai

・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。

タップで簡単♪

いい波 ね
ん
乗って

お陰様で、各リゾート大好評をいただいております。
抽選申し込み時には ①ご利用箇所 ②お日にち ③利用目的をお伺い
致しております。ご当選後のキャンセルの場合は、1泊につき5,000円
をお振込戴きます。 自己都合の他、天候に関わらずキャンセルの場合
はキャンセル料が発生致しますので予めご了承ください。
又、駐車場は沖縄県のみご利用いただけます。
※抽選申し込みを戴いた時点でスタッフブログなどへ掲載の申し込み条件を
きちんと理解しているものと判断致します。

勝手な要求や言い分は一切おやめ下さい。又、弊社より申し上げた事をご理解しお守りください。

に
の方
沢山 いして
お祝 きま
だ
いた
。
した

特商法
連鎖販売取引
について

特商法とは
「特定商取引に関する法律（特商法）」は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費
者の利益を守ることを目的とする法律です。
具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が
守るべきルールとクーリング・オフ等の消費者を守るルールなどを定めています。

【取引類型】

訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取
引・訪問購入の７種類があります。
※継続的な見直しが行われておりますので、変更箇所がないか注意して確認しておきましょう。

連鎖販売取引とは
製品の愛用者などが独立事業主として営業活動に参画し、該当製品や役務サービスを提供する取
引形態で、業界内では「ネットワークビジネス」
「マルチレベルマーケティング（MLM）」などと呼ば
れています。
法律では特商法第33条に「連鎖販売取引」として定められており、製品などを購入する「特定負
担」を条件に、会員として組織化し、会員が製品販売や斡旋をすると報酬（ボーナス）＝「特定利
益」が得られるという取引形態です。
特商法では「通信販売」
「訪問販売」と同じように、営業行為の規制や契約の相手を保護する規定
などが設けられています。

様々な人気コンテンツ勢ぞろい！

最新情報をアプリからラク楽♪確認
本日のお知らせでは、毎日最新情報をお届け！食事会情報・無料フリーマーケット
サービス出店一覧・リゾート空室情報などの人気情報を簡単に閲覧いただけます。

アプリのダウンロードがまだお済みでない方は下記アドレス（QRコード）をダウンロード下さい

- 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
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法律を理解して、正しくお伝えしましょう。

余談

ねずみ講と連鎖販売取引の違い
連鎖取引は製品を販売するのに対し、ねずみ講は製品
を販売せずに金銭だけを集めて配当する金銭配当組織
であり、無限連鎖講の防止に関する法律で、全面禁止
されています。お金集めのため形だけの商品を準備して
もねずみ講になります。
ねずみ講は、集めたお金を配当に回していく自転車操
業になり、新しい会員が増えないと破たんします。
家族やお友達のビジネスで“あやしい”と感じたら教えて
あげましょう！
体温が上がれば
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無料

お食事会開催時に
で
フリーマーケットショップ掲載

体験できちゃう!?

のお店が

キャンペーン資料の裏面に体
験できるお店と時間の記載が
あります。
お食事会開催地域周辺のお店
になります。
※対象地域限定

お食事会の抽選会で、
フリーマーケットショップ掲載のお店の

割引券・無料券が当たるチャンスがございます！

お楽しみに！
【関西】
アイラッシュサロン

nico＊ｌｉｎｏ

豊富なメニューからお選びいただけます。
カラーエクステも可！個性的で可愛く演出♪
更に、学割・ご紹介割・次回予約割・SNS投稿割も！！

【関西】
花明かり

お昼は定食、夜は居酒屋を営業しております。
関西空港から次の駅、りんくうタウン駅改札前のローソンの裏にあります！お気軽に
お越しください。

【関西】
ビワキュー六甲指導所

日本ビワ温圧療法師：「ゆうあい」健康アドバイザー：アロマセラピスト：リフレクソロ
ジスト：薬膳コーディネーターの資格を保有しているのでご安心ください！是非お役
立て下さい。

0120-604-176 までご連絡下さい。

お写真とお店の内容をご説明（ＰＲ）いただくだけで

簡単に無料で、広告・宣伝・掲載できます!!

フリーマーケット ショップ紹介
【東北】
ｈａｉｒｍａｋｅ

amico

「amico」とはイタリア語で「友達」 私たちはお客様の悩みを聴き、時には友達のよ
うに寄添い、皆様に満足いく提供ができるサロンを目指しています。理容メニューも取
り揃えております。お気軽にお越しください！

【東北】
アスタリスク

車のことならお任せください！お気軽にお問い合わせ下さい。

【関東】
しぶさわ薬局

当店では、ゆっくりとお話をさせて頂きながら、その方にあった漢方やサプリメント、
そして食生活や生活習慣についてお話させていただきます。あきらめず、当店へご相
談ください！

【関東】
プライベートレッスン

【沖縄】
官足法あいあい

【関東】
赤羽苺園

会員証ご提示で初回30分のお試し無料！お気軽にお問い合わせください。

体温が上がれば

お気軽にカスタマー

【関西】
手作り居酒屋おむすび

手作りおばんざいを大皿で毎日並べています。カラオケは21:00から唄い放題です♪
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ご出店者様 大募集！ ★
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日常会話からTOEIC受験まで、その人にあった無理のない学習方法を提案いたしま
す！ お気軽にお問い合わせください！

栃木県を代表するとちおとめを生産販売致しております。
産地直送も承ります。生産量に限りがありますので、ご予約はお早めに♪
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