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明けましておめでとうございます。
令和になって初めての新年のご挨拶の干支は、十二支の先頭の“ねずみ”です。
日本神話ではネズミは大黒天の使者とされているので縁起が良いとされているようです。
ネズミの嗅覚は犬と同等かそれよりも勝ると言われます。
今年も良いスリーピースlifeをおくれるよう嗅覚を鍛えて心を一つに一緒に成長していきましょう。

さて、昨年を振り返りますと、国内では地震や台風、豪雨などの自然災害が相次いで明るいニュースばかりではありませんでした。
弊社と致しましては、会員の皆様に少しでも明るく、ワクワクした気持ちになっていただくべく様々な事に日 ス々タッフ一同尽力致しております。
しかしながら、様々な価格高騰や税の引き上げにより弊社設立以来初めて10月より値上げさせていただきました。
その際にも皆様のご理解いただき、心より感謝申し上げます。
2019年のBIGイベントは８月開催の“5ｔｈコンベンションIN東京”ですね。
そして、新サービスのK-コインの発表では、より沢山の方が笑顔になられたと記憶しております。
会員の皆様におかれましても、未だあのワクワクと興奮を胸に、心躍っている方も多くおられるのではないでしょうか。
Ｋ-コインにつきましては、グランドオープンが2021年4月になります。
今後WEBよりＫ-コイン情報が確認できるようになりますので、皆様どうぞお楽しみに今暫くお待ちください。
また、こちらは継続となりますが、お食事会・セミナーの開催も各県で“社長講演”を2020年も行い、
これからも私は現場に拘り、現地で直接沢山の皆様とお会いできるよう頑張って参ります。
これからも皆様と一緒に切磋琢磨しながら突き進んで行きたく思っておりますので、
どうぞよろしくお願い申し上げます。

昨今、猛烈な勢いでＩＴ産業が進出しており、また、ＡＩが進化しております。
それも今後のより快適な生活を送る為に素晴らしいことと思っておりますが、
私は、やはり常に大切にしている事は、人と人の繋がり・絆です。
機械的では無く“生身の人間”の素晴らしさを大切と感じております。
しかし、良くも悪くも、人間だからこそと言った所があり、他人にはそれぞれ
個性がありますし、相性もあるでしょう。どんな時でも平常心をたもち、
それからモチベーションを上げ、何かあっても強い信念と目標を持ち、
試練も大きな変化をチャンスととらえて解決に努めると言った事が
成長するスピードを加速させてくれているのではないでしょうか。
着実に実行することが重要。
その為には、私達全ての活動に優先順位をつけて、素早い決断を行いそこに集中し、
行動をおこし計画達成することをしっかり心に刻んで、
目標に向かって挑戦していくことが大切と感じております。

2020年は「見える活躍と信念」「見える繋がり・絆」「見える育成強化」の年だ！
スリーピース会員様一人一人が“個人事業主”です。
3つの見えるに重点をおき、会社を担う一人であることを意識し、他責で終わらせるのではなく
気概をもって、当事者として日々のビジネスlifeをワクワクした気持ちを持って
みんなで一つの目標に向かっていくだけでなく、社会貢献にも一層の力を入れて
突き進んで行きたいと思っております。

最後になりますが日頃よりご愛顧いただいております皆様、
そして弊社スリーピースと関わっていただいております沢山の皆様に心より感謝申し上げると共に、
新たな決意やそれにもとづく挑戦と着実な成果に期待して新年の挨拶に代えさせて頂きます。
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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

公式アプリ［生ライブ］セミナーストリーミングからご視聴いただけます。セミナー生ライブ配信開始!!
配信前には【本日のお知らせ】で事前にお知らせ致します。アプリのご登録がまだの方はこの機会に是非!!

※生ライブとなります。セミナー開催時の生配信のみとなります。（録音録画は出来ません）
2020年は

オリンピックが
開催され マウス

今年も　
ThreePeaceに

夢 チュー

チューと半端は
せずに全力で
頑張り マウス

健康には
チュー い

素晴らしい
一年になり

 まうす ように2020年
心が 

舞うっす
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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

【関東】（有）安江通商
就寝時や横になったとき、座っているときでもご利用いただける
「整体くん指圧さん」日頃の疲れと健康を整体くん指圧さんで！
http://threepeacegroup.com/sp/fmshop/4-61/

【関東】皇朝株式会社
現代社会においての日常生活及び職場での仕事内容など便利
になり体力を使うことが少なくなってきました。
その反面、前傾向が多く、胸を圧迫されたり、身体のかゆみや
変更につながります。ぜひ「幸ローラー」が解消し、皆様の健
康づくりに役立お手伝いが出来れば幸いです。
http://threepeacegroup.com/sp/fmshop/4-62/

【関西】株式会社 イブソワ
お肌のお手入れはこれ1本でOK！しっかりケアして、簡単お手
入れを実現してくれる優れものです。
定価3,080円のところ、スリーピース会員様2,500円で販売！
http://threepeacegroup.com/sp/fmshop/6-63/

【関西】北新地 さらさ
素敵な時間をお過ごしいただける雰囲気のお店です。
自信を持ってお勧めできるお酒も御準備いたしております。
スリーピース会員様はウェルカムドリンク無料♪
http://threepeacegroup.com/sp/fmshop/6-65/

※ 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。

FMショップ店舗紹介

大好評につき継続決定!!

　クレジットカード決済につきまして

リゾートやcarのお申込み（※受付期間：毎月１日～５日まで）や、発送
について等様々なやり取りが“LINE”で行えます。
※個別対応の為、確認・ご返信にお時間をいただく場合がございますの
で予めご了承ください。
※グループラインへ参加されている方は、そちらでのトークの個人情報
には十分お気をつけください。（弊社ではこちらはご対応できません）

（通信料はお客様負担となります。）

アプリのダウン
ロードはこちら 7 日㊋【東京都】

10日㊎【愛知県】
12日㊐【京都府】
12日㊐【沖縄県】
18日㊏【千葉県】

お持ちのクレジットカード情報をオフライン☎03-6631-7244（通話料はお客様負担となります）へお電話いただき、
ご登録をお願致します。自動アナウンスに従い、操作下さい。
登録完了後に割り当てられた８ケタの数字がアナウンスされますので、８ケタの数字のみ弊社までお知らせ下さい。
※個人情報・カード情報保護の為、弊社ではお客様のクレジットカード番号を直接お伺いする事は御座いません。
カード決済の場合は交通事故傷害保険の適応外となりますのでご了承ください。

代金引き換え商品の受け取り時にカード決済が出来るものではございません。

■ 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。

１月セミナー 情報

簡単操作で快適
し・か・も

個別対応なので
ご安心ください

①友達追加
②QRコード読み込み
③追加をタップ の３ステップのみ!! 
　QRコード表示する

申請書も写メでラクラク送信♪
原本は後程、郵送にて必ずご提出下さい。

オフラインでラクラク登録♪

新年あけましておめでとうございます
昨年は格別な御厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。

本年もスタッフ一同、皆様に御満足いただける
サービスの提供に努めてまいりますので、

何卒昨年同様のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
皆様のご健勝と益々のご発展を心よりお祈り致します。

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

スタッフ
から

マイページより
様々な情報を
ご確認頂けます
ビジネスの際に便利！
必要情報を楽々確認！
時間を掛けず
スムーズに行えるから
ストレスフリー♪

https://itunes.apple.com/jp/app/スリーピース/id1343586011?l=ja&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cochaapp.threepeace

◆同会場にてワンコインでご参加
　可能な親睦会を開催致します

 iOS Android
ご利用のスマートフォンの
機種によって異なります。

11日㊏【兵庫県】

緊急速報
・BC含む。但しご紹介された方・いただいた方共に同月継続して2ヶ月間商品ご購入いただくこと。

ビクトリー達成！直紹介

5名様で

なら簡単タップでご覧いただきたいメニューの閲覧可能♪
スリーピース
公式アプリ

ライン登録は簡単♪

カード決済を
ご希望の方は

 iOS
Android

リクルートボーナス

会員資格のある方は、K-コインの維持も出来ますが自動解約・退会等により会員資格が無い
ポジションにつきましては、K-コインも失効になりますのでご注意ください。
※K-コイン維持されておられましても、継続購入（口座振替）の無い方はスリーピースワールド
のサービスは受けられません。

K-コインプレセール期間の終了が
近づいてまいりました!!

2019年８月6日～2020年３月末日までのご新規様へ
“３コイン”配当 ～限定枚数に達し次第終了。～

～弊社自信の健康食品　フコイダンDX　をもっと身近に。～
フコイダンDXをご愛顧いただく方が多ければ多いほど、K-コインの価値が
変化致します!!　食への関心を始め、健康への意識を高めていきましょう♪

×

K-コインを保持されている方同士でスリーピースの売り上げの一部をシェア。
また、弊社が指定した様々なサービスのご利用時にご使用いただけます。
K-コインの価値につきましては日々変動致します。
K-コインウォレット専用ページより今後ご確認いただけるようになります。
グランドオープン前に公開致しますので、今暫くお待ちください。
詳細は継続して「お食事会・セミナー」で説明致しております。
各会場で皆様のお越しをお待ち致しております。
講演の際のみにお伝えしております。K－コインのご利用方法につきましては大々的な公表はグランドオープン近々まで致しませんので
カスタマー等へご質問いただきましてもお答えできませんので予めご了承ください。
お食事会またはセミナーへお越戴いた方のみへ“いち早く最新情報”をお伝え致しております。

特別
企画

ログインは専用ページ（https://threepeace-member.com）より、
ID・パスワードをご入力下さい。

スリーピースワールドとは
●リゾート　●car
●無料健康診断
●着物無料レンタル

（着付けサービス）etc．

Ｋ-コイン

K-コインとは？

サプリメントの愛用で

K-コインの確認方法

“食”をサポート　　K-コインで還元

K-コイン残り5,000枚弱となりました！
K-コインの配布につきましては上記期間内に新たに新規ご登録ポジション（BC002～含む）が対象となります。

１ポジションにつき３コインの配当となりますが、それぞれのコインは合算できません。

※初回商品お届け時に同封の“登録完了のお知らせ”に記載ございます。
パスワードをお忘れの方は、ログイン画面の パスワードを忘れた場合はこちら より問合せください。
パスワードの変更も可能となっております。
（アクティブ会員様のみご利用可能ページとなっております為、オートシップ停止となりますと、ログイン出来ませんのでご注意ください。）

待望のＣＤ遂に発売！　乙川 みねこ　

プロフィール
■愛知県安城市　出身
■５月１１日生れ　Ｏ型
■好きな言葉　人の喜びを我が喜びとする

一度聴いたら忘れられない、素敵な歌詞と歌声。
是非一度、ご視聴下さい！
YouTubeにてミュージックＰＶ公開中♪
（YouTubeをご覧になられる方はＱＲコードを読み込みください）

夢ワルツ大阪/恋しくて
絶賛発売中!!

シングル

３日後


