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体温が上がれば
　　運気が上がる

令和元年6月19日をもちまして、株式会社スリーピースは創業12年となりました。
この日を迎えることが出来ますのは、ひとえに皆様方のご愛顧・ご支援の賜物と深く感謝申し上げます。
弊社におきましては平成19年6月19日の創業から商品は、フコイダンDXただ一つです。
何一つ変えない・増やさないのは商品へのこだわりと絶対の自信です。
そしてただ一つの商品でここまでこれたのは、お客様からの信頼と実績と商品力と自負しております。
そうは申しましても、全てが順調に成長・発展してきたとは言えません。
会員の皆様と共に幾度となく試練を乗り越えて来ました、その結果として12年目の創業を迎えることができました。
昔も今も変わらず大切にしている事が、①人との繋がり②ワクワクした気持ちです。
会員の皆様も同じ気持ちでいてくれていると信じております。
業界としては、まだ弊社はそれほど知られていないかもしれません。
近年、業界誌に取り上げて頂くようになりましたが、未だまだ認知度がそれほど高くないかもしれません。
しかし、現在の会員の皆様そしてこれから出会う沢山の方と、今までご縁を頂きました全ての方に感謝申し上げます。
皆様より、スリーピース・フコイダンDXが求められる存在となるよう、会員の皆様と志を共にして成長、発展を続けて行きたいと
思っております。
スリーピースは常に、新たな事に挑みそして人との繋がりをもっとも大切にしております。
会員の皆様の間でもそれが広がり、“話”“輪”“和”を大切にし、強い絆が有ることをダイレクトに伝わる場面に遭遇する度にとて
も嬉しく思っております。
「出会って良かった」「ネットワークビジネスへのマイナスイメージが覆りました」というお言葉もよく耳にするようになりました。
これもひとえにご愛顧そして活動していただいております皆様の日頃の努力の賜物と感謝しております。
昭和に生まれ、平成を駆け、また新たな年号の令和となりました。時代が変わっても変わらないワクワクした気持ちを持ち続けて
いれるのも皆様のお陰と御礼申し上げます。
どうか皆様おひとりおひとりが、ワクワクしながら明日への飛躍の場としてスリーピースで最大限に力を発揮して下さい。
一人一人の力がやがて、一致団結し皆様が集結したその時、きっと何かが起こります！
8月3日には5回目となるコンベンションを東京都にて開催いたします。
是非お越しくださいませ、皆様にお会いできることを楽しみにしております。
最後となりましたが会員の皆様、そしてご家族の皆様のご健勝とご発展をお祈りして挨拶とさせていただきます。

　　　　　　　　　　　令和元年6月吉日

設立記念の挨拶
株式会社 スリーピース

代表取締役　　糟　谷　耕　一
プロフィール　●出身地 宮城県気仙沼市　●生年月日 昭和53年8月6日
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※お弁当の注文都合上、先着予約制で準備しておりますので
　キャンセルはご遠慮ください。
※当日はスリーピースの会社説明会も行われる場合もあること
　をご理解の上ご参加ください。

フリガナ

お弁当・無料フリーマーケット体験
無料引換券 兼 抽選券

景品のご指定は出来ません。

詳しくはホームページhttp://www.threepeacegroup.comをご覧ください!

スタンプカード満了で景品プレゼント!!
スタンプカードが満了になりましたら郵送にてお送りください。

※赤色のスタンプカードと青色のスタンプカードの
　景品は異なります。

赤色のスタンプカードが満了になりましたら、
青色のスタンプカードになります。

　　　月　　　日　　　時　　　分開演～　　　時　　　分閉演　

概要書面・個人情報保護方針は受け取りましたか？
当日はスリーピースの会社説明会も同時に行われる場合もございます。

次回最寄りの
お食事会

何が届くかはお楽しみに！

無料フリーマーケット

体験該当店舗一覧

・

・

・
・

上記サービスは、参加者無料で体験できます。

赤カード
満了で

青カード
満了で

マルシェ出店リスト

※写真はイメージです

マルシェのお手軽な出店方法▶名刺の表裏（出店店舗情報）を、ＬＩＮＥ・メール・Ｆａｘでお送り下さい
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〒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　TEL 022-212-1531

資格認定講座 体温管理士 9期生募集

『体温管理士 通信講座』の受講申し込みは7月1日～7月12日に承ります。
お申し込みは、弊社公式ホームページ企業情報資料のダウンロード内の体温管理士受講申込書または、
アプリより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ご記入いただき
ましたら　Fax022-212-1532まで Faxください。受講料30，000円（※通常50，000円）をお振り込
みいただき、入金確認でき次第、ご受講お申込み完了となります。

スリーピースだけの特別価格でご受講戴けます。９月より商品代金が変更となります！
また、現在代引きにてご購入いただいております方は“代引き手数
料”が加算されますのでご注意ください。
ご購入は是非“受け取り便利なお引き落とし”をご利用ください♪
お引き落としへのご変更は随時承っております。

8月3日開催コンベンション
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※ご紹介いただいた方・された方の双方様2ヶ月間続けてお受け取り頂くこと。（譲渡不可、但し既にチケットご購入者に限りましては別途ご相談ください。）

ＶＩＰチケット１枚プレゼント！

※ クーリングオフ、2ヶ月目商品、キャンセル等の場合は返金となります。（双方様同月2ヶ月間お受け取りいただくこと。）
※ リクルートボーナスの詳細はビジネスマニュアルをご覧ください。

大好評につき継続決定!! リクルートボーナス３日後
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

【北陸・甲信越】 株式会社アルクアンシェル・キース・ソシエティ
空調設備工事販売・修理・クリーニング・メンテナンスetc．他に
もECO事業やIT事業も承っております。全力で、お客様の快適
な生活のお手伝いをさせていただきます。
http://threepeacegroup.com/sp/fmshop/3-01/

【関東】アトリエ・ラ・シュクレ
～安心のアクセサリーデザイナーのお店～
ご希望・用途に合わせてあなたにピッタリのアクセサリーをご
提供致します。お気軽にお問合せください。
メールアドレス…at-sucre@di.pdx.ne.jp
http://threepeacegroup.com/sp/fmshop/4-44/

【関東】トネヤ株式会社エンターテイメント
オーガニック　無添加【島ちょくキッチン】
島ちょく特産品手作り活性化事業・写真家 やまなか順子・映
像・プロダクション事業・地方創生・ブランディング事業・講演、
セミナー事業承ります！
ホームページ
http://toneya-inc.com/　http://shima-choku.com/
http://threepeacegroup.com/sp/fmshop/4-43/

■ ご利用者様からのインプレッションはインスタなどよりご覧ください。■ 無料FMSは作成・掲載無料です♪■ SHOP掲載ご希望の方はお気軽にカスタマーまでお問い合わせください。

 iOS  Android

最新情報・食事会場・リゾートなどなど…
アプリより楽々確認♪

new SHOP掲載!! 【関東】癒しサロン華凛
女性専用アロマセラピー
最高基準のCPTGをクリアしたセラピー一等級のエッセンシャ
ルアロマオイルを使用してやさしくオイルを浸透させて心身と
もに癒します。※パワースポットとも言われております。
http://threepeacegroup.com/sp/fmshop/4-45/

【東海】癒し空間そら
「お客様が魂から癒される」事をモットーに、心と身体の両面
における束縛からの解放をお手伝い致します。本当のあなたを
取り戻しましょう。聞いて欲しい事、悩んでいる事、何となく不
安な事は有りませんか？※守秘義務を厳守致します。
公式ホームページ…https://eiji1975210.jimdo.com/
Facebook…https://www.facebook.com/%E7%99%92
%E3%81%97%E7%A9%BA%E9%96%93%E3%81%9D
%E3%82%89-570857979704002/
http://threepeacegroup.com/sp/fmshop/5-24/

【東海】楽雀
定期的に麻雀大会開催中♪とってもアットホームなので初心者
の方もお楽しみいただけます♪駐車場10台完備！皆様のご来店
をお待ち致しております。
http://threepeacegroup.com/sp/fmshop/5-25/

【関西】ヒーリングサロンすぃーとおれんじ
あなたの本来の性質を陰陽統計学から楽しくポジティブな鑑定
とパワーストーンをメインに心身ともに癒される自然のエネル
ギーを利用した「レイキヒーリング」が受けられます。
公式ホームページ…http://sweetorange-4.com/
http://threepeacegroup.com/sp/fmshop/6-49/

FMショップ店舗紹介

直紹介

6月限定キャンペーン!!

名様以上で10

newサービスその２
newサービスその１
8月公式オープン前に、下記のサービスを 無料実施 致しております。

ご希望の方はFax・メール・LINEにて、ご登録のID番号とご氏名・ご希望のサービスと
ご利用ご希望日をご記載の上、お申し込みください。

※試験運用の為、ご希望に添えない場合がございますので予めご了承ください。

無料健康診断サービス

新サービスオープンに先駆け 試験運用中!

冠婚葬祭着物レンタル+ 
着付け
サービス

続々

月より商品代金が変更となります！9

8月3日開幕！５thコンベンション

チケットの販売は600枚限定となっております、お求めはお早めに!!

●チケットに記載の氏名の方のみご利用可（お子様同様）
●チケットの返品返金は出来ません。
●再発行不可。チケットをお持ちの場合でも当日お越しいただけなかった場合は対応できません。
（スリーピースサポートチケットは当日受付へ代理提出が必要となります。）
●チケットの当日販売はございません。
●モラルやマナー違反等あった際は、退場をお願いする場合がございます。
●チケットのお持ちでない方のご来場は頂けません。

VIPチケットご購入者
ディナーパーティーへは

スペシャルゲスト
Mr.マリック様登場！

30年前世間を一世風靡した
パフォーマンスは必見です。

会場／CIRQ（シルク）新宿
東京都新宿区新宿３-33-１
IDC　OTSUKA　新宿ショールーム　８F

開場／14：00　
開演／15：002019 8/３

令和元年・夏　最高の仲間と最高に熱い夏を…!!

注意事項

６月３日より数量限定チケット絶賛販売中!!

※お一人３枚まで購入可（グループ・まとめ買い禁止）
※一般・VIPチケットにはスリーピースサポート（システム移行料）が含まれております。

●一般チケット
350枚限定 3,000円

（スリーピースサポート+事業説明）

●VIPチケット
250枚限定 13,000円

（スリーピースサポート+事業説明+ディナーパーティー）

●スリーピースサポートチケット
1,000円

（ご来場の１名様が３名様分まで代行可）
■当日、ご来場者様より本チケットの提出
　が必要となります。

8月16日(金)～20日(火)
夏季休業のお知らせ

事前申込・ご入金の両方の確認ができ次第ご購入お手続き完了となります。
K-コイン導入につきましては、システム移行が必要となります。ご注意ください。　　0120-604-176通話料無料

Tel 022-212-1531 Fax 022-212-1532 または LINE でも承っております。

●スリーピースサポート（システム移行）につきまして
BC001を行う事でBC002以降の追加でのスリーピースサ
ポートチケット購入の必要はありません。
ニックネーム登録等、会員番号が異なる分の移行料は別途
必要となりますのでご注意ください。
６か月以内に購入実績のあるポジションのみ対象。

（※解約となっているものは含みません。）

■事業説明会／15：00～17：00 ■事業説明会／15：00～17：00
■事業説明会終了後 休憩／17：00～18：00
■ディナーパーティー／18：00～20：00

●JR線 新宿駅 東南口徒歩２分
●東京メトロ副都心線 新宿三丁目駅 E９すぐ
●東京メトロ丸ノ内線 新宿三丁目駅 A5徒歩1分
●東京メトロ副都心線 新宿三丁目駅 C4徒歩２分

アクセス／

チケット入金口座（ゆうちょ銀行）

チケットは①お申し込み②ご入金の確認ができ次第、ご購入手続き完了となります。
ご購入者様（ご来場者様）の会員ID番号・氏名をお願い致します。

チケットの
お求めは

■お振込先（郵便口座）

記 号 番 号
0 ２ ２ ３ ０ ー １ ー １ ０ １５ ４ ４

■ゆうちょ銀行以外から
　お振込の場合

加入者名義
カ）スリーピース

当座
店番／二二九
番号／１０５１４４
加入者名義／
カ）スリーピース

●お連れのお子様のチケットにつきまして
1枚のチケットご購入（お一人様）ご参加で、中学3年生まで
のお子様2名まで無料にてご参加いただけます。

（600名限定です。お子様も人数に含まれますのでお子様も
ご参加される際は必ず・生年月日とお名前を事前にお知ら
せ下さい。）
※お子様にはスリーピースサポートはつきません。

※振込手数料はご負担下さい。


