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コロナウイルスと言う目に見えないものが蔓延し、非常に厳しい環境が取り巻く中ではございますが、スリーピースは６月19日をもち
まして創立13周年を迎えることができました。
これもひとえにお客様お一人お一人が、フコイダンDXと言うたったひとつの商品と株式会社スリーピースをご愛顧頂き、
そしてあたたかいご支援の賜物と心から厚く御礼申し上げます。
日本だけでなく全世界におきましても世の中には数多く健康食品（サプリメント）が溢れておりますが、スリーピース会員の皆様には
フコイダンDXをご愛顧いただきそしてフコイダンDXを更に普及するよう活動していただいております事に重ねて御礼申し上げます。
弊社は創業当時から変わらず成分への強いこだわりと安全安心の確保に努めており、フコイダンDXに入っている成分も配分も何一
つ変えていない事に強い自信を持っております。
食品業界に共通する事ですが、食の安全安心問題、企業としての倫理性・信頼性の向上・環境問題やリサイクルを重要視するととも
に、
「より多くの皆様にフコイダンＤＸをもっと身近に」と日々考えておりますが、
近年の原料や資材価格等の様々な高騰があり、去年の10月にやむを得ず商品代金等の一部値上げを行いました。
ですが、ご愛用者様・ビジネス会員様の皆様にスリーピース×ワクワクとなるよう日々誠心誠意努力いたしており、今年に入り、新たに
“一定限定”にて行いました事を数点挙げますとアシストキャンペーンや、コロナウイルスの影響から小さなお子様がおられる方への
子供手当給付・店舗救済手当の給付そして手作りマスクの配布など。
特に手作りマスクが大変なご好評で、お手元にお届けになるまでお時間をいただいた状態でございます。
こう言ったスリーピース独自の『大切なお客様へ出来ること』をスタッフも一丸となり精一杯考え行動致しております。
私はお一人でも多くの方に、フコイダンＤＸを知っていただき尚且つご愛用いただき、オートシップすることでご利用いただける様々な
スリーピース独自のサービスのご提供を続けて行くことで、皆様の暮らしがより豊かになると信じております。
無料でご利用いただける様々なサービスで、既存会員様の継続したワクワク感、そしてご新規様には、“スリーピースと言った新たな
発見”でワクワクしていただいているのではないでしょうか。
ワクワクしながら、スリーピースと関わっていただく事をモットーに、会員の皆様より絶大なご愛顧とご支援頂き、未来を見据えた企
業として着実に一歩一歩更に努力を続けて行く考えです。
さて、急遽当月までのプレセール期間の延期となりましたが【Ｋ－コイン】への関心も依然高いものと感じております。
K-コインの運用につきましては既にご承知置きと思いますが、商品をより多くの方がお求めいただく事で確実に反映されます。
折角K－コインを保持していても商品購入がなくては十分に活かされません。
逆を言えば、ポジションを活かす事でコインも活かす事ができ、より多くのポジションを動かす事で“Ｋ－コインの価値が高まる”の
で、どうぞ皆様大いにご活用ください。
他責任にせず、自責思考を持つ事で、多くの事が大きく変わると考えております。
故に、弊社の自信商品“フコイダンDX”で会員の皆様の輪も広がり心も豊かになる事を強く望んでおります。
輪が広がれば、日々の暮らしも変わり会話する事も増えます。それによりより一層“輪・話・和”が広がると考えております。
スリーピースの強みは心を一つに「フコイダンDXを大切な人に」
「スリーピースを知って欲しい」と熱い思いを持ち日々奮闘している
沢山の素晴らしいスリーピースメンバーの皆様が、性別・年齢・地域も超えて、
強固な絆で結ばれていることです。と同時に、努力がしっかりと実るように協力し合えることと思います。
そう言ったスリーピースメンバーの皆様方が助け合い・一体感を高め、そしてそれがステップアップ
に繋がっていると確信しております。
【伝えたい気持ちを行動に、それがカタチに】
Three Peace
沢山の皆様の、想い・情熱を集結し２０２１年４月にK-コイングランドオープンとなります。
この度、13周年を迎えられたことに深く感謝し、より一層の努力をして皆様のご愛顧に
お応えしていく所存でございます。
最後に、皆様のご健勝とご発展を祈念すると共に今後とも弊社へのご愛顧承ります様
お願い致しまして挨拶とさせていただきます。

Three Peace

Three Peace co.,ltd

ＦＭ ショップ

店舗紹介/出店のご案内

【関東エリア】ふたばサロン光

心地よさと楽しさを♪
ストレッチ講師が皆様のお身体の調整のお手伝いを致します。
整体師によるストレッチや自宅サロンにて波動調整のメタトロン
によるセラピーを行っております。是非ご利用ください。
https://futabasalon.crayonsite.com/
http://threepeacegroup.com/sp/fmshop/4-66/

【東海エリア】Coco Lino

毛髪診断承ります。
日本美容ハートバランス協会認定講師・ヘアポイントウィッグ認定
講師が、増毛エクステと育毛を。
あなたに寄り添いお手伝いをさせていただきます。
http://threepeacegroup.com/sp/fmshop/5-33/

【関西エリア】WIN

衣類・雑貨などの生活に必要なアイテムをお得な値段でご提供い
たしておりますので、是非お立ち寄りください♪
●ミンクバック取扱い代理店募集中●
http://threepeacegroup.com/sp/fmshop/6-71/

【関西エリア】ビンハンニホン株式会社

お茶で健康！始めようお茶習慣♪
オススメ//炳翰人参粉150ｇ・人参花茶１セット（10個入り）・参楽100粒
http://threepeacegroup.com/sp/fmshop/6-74/

【沖縄県エリア】スナック縁

大スピーカーで音響が凄く良いカラオケスナック♪
従業員募集中！
http://threepeacegroup.com/sp/fmshop/99-17/

■ 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。

無料ＦＭショップ出店募集!! スリーピース独自の宣伝方法
であなたのお店をＰＲ
店舗情報ＷＥＢ作成費・掲載費無料

弊社開催のお食事会やセミナーで“無料フリーマーケット・マルシェ出店”
をしていただく事で、実際にお試しいただき“良さ”を実感していただく大
チャンス!! 作成ご希望の方は、出店店舗の詳細とお写真をお送りくださ
い。
（メール・ＬＩＮＥ可）お勧め等ございましたら詳しい内容とお写真をい
ただけますと、よりアピールいただけます!!担当部署にて審査後に作成致し
（作成までお時間を頂いております。又、修正は１店舗につき２回まで）
ます。

お手軽!
マルシェ出店方法
店舗情報記載の名刺を
LINE又はメール・Fax
でお送りください。
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便利ツール＆マイページをご活用ください。

TEL 022-212-1531

新規登録もオンラインからご登録いただけます！
（マイページログイン画面又はオンライン登録よりご登録いただけます。
）

大好評につき継続決定!!

３日後 リクルートボーナス

ステップ

※ 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契約書面をご覧ください。

先ずは“うつらない”ことが大切です
新型コロナウイルスの報道で以前よりも良く耳にする“免疫力”は、とても大
切なんです。そして、体温管理も非常に重要です。
基礎体温が低いと免疫力も下がると、書籍にもなっている程ですので普段
から、自分の身体に耳を傾けてみましょう！
3密を避けて、免疫力を高めましょう。
更に、笑う事（ワクワク楽しい気持ち）も“免疫力アップに繋がる”と言われ
ています。ピンチをチャンスに！を合言葉に。
今はまだ思うように動けない（活動）出来なくても…大丈夫です！
小さな事からコツコツと。

弾む会話

懐かしいあの人に
連絡して
見ようかな…？

広がる輪

スリーピメンバーは
強固な絆が強み！
今はステイホーム

なごむ和

メールアドレスのご登録を頂いている方へは、弊社よりお役立ち情報を
配信しております。

Ｋ－コインのご確認は初回商品のお受け取り後（一週間内）Ｋ-コイン
に反映されますので、
マイページよりご確認ください。
ご登録は是非この機会に…!!
・Ｋ－コインについてのご質問等は承って入りません。
・Ｋ－コイン配当は来月７月１日より1コインとなります。
※限定枚数に達し次第Ｋ－コイン配当は終了致します。

今後、専用ページよりＫ－コイン情報の確認をいただける
ようになりますので、公開まで今しばらくお待ちください！

無料FMショップ店舗出展者大募集!!
なんと!! 作成・宣伝費無料で
ご利用いただけます

弊社独自の宣伝スタイル♪
あなたの自慢のお店をアピール！全て無料ですのでお気軽にご出店ください。
一人でも多くの方に掲載いただいているお店を“知って”いただき、
“ご利用”いただけるように心を込めて真剣に作成させていただきます！
詳細は裏面（4ページ）をご覧ください。

ＬＩＮＥ追加でダイレクトにトークいただけます！
個別対応となりますのでご安心ください。

弊社のＬＩＮＥを友達追加頂くことで、お客様お一人お一人とダイレクトにトークが可能となります。
個別対応の為、ご確認にお時間を頂いておりますので予めご了承ください。
随時ご対応させていただいております。
ＬＩＮＥ後に、同じ内容や一部変更しての内容を何度も送信、又は取り消しと送信をくり返される方
が非常に多くおられます。その場合はご対応できない場合もございますのでご了承ください。
また、
「ＬＩＮＥ送りましたが…」とお電話での再度の確認は必要ございません。
頂きました内容によりましてはご返信致しませんのでご理解をお願致します。
※グループライン等での個人情報の取り扱いには十分にご注意ください。
3

体温が上がれば

運気が上がる

６月号

ステップ

キリトリ線

特別企画

1

ご紹介者様と配置を入力してください。
メールアドレスのご登録後、会員規約への同意にチェックしてください。
（各事項をしっかりとご確認の上ご理解されましたら各事項にチェックしてください。）

2

先に登録いただきましたメールアドレスへ 承認コード が送信されますので、
送られてきた承認コードを入力してください。

3

個人情報のご登録となります。
ご登録のご住所以外に“発送先住所”・ “報酬受け取り口座”（報酬が発生した際）のご指定も
ご登録いただけます。ニックネームでのご登録も可能となっております！
（ニックネーム登録の場合は、
マップへの表示がニックネームとなります。）
ログインＩＤやパスワードの設定をしてください。

緊急事態宣言の解除該当地域につきましても第二波に十分注意して過ごしましょう。

後の ★★★★★★大大大好評！ Ｋ－コイン★★★★★★
最
が
これ です！プレセール“3コイン”配当は6月いっぱいで完全終了
ス
チャン
ご新規様（ＢＣ可）１ポジションにつき３コイン配当。
2021年４月
コロナウイルス
影響緩和の為の

ステップ

うつらない・うつさない を徹底しましょう
今は直接会えないけど
電話やＴＶ電話・
アプリを使って

楽 ラ ク♪

▼
▼

▼

ステップ

4

料金についての確認。初回商品・リピート商品のご確認をされましたら、ポジション数を選択して
ください。
（ポジション数は登録後でも追加いただけます）

ステップ

5

登録内容や購入状況を確認し、初回お支払い方法をお選びください。
（※口座振替ご希望の際は、必要書面を送付させていただきます。）
月々のお支払方法もご選択いただけます。

▼

♪各事項を確認しながら、お手軽登録♪

更に、BC追加登録はマイページへログイン
▶ポジション追加画面よりサクサクご登録いただけます♪

しっかり確認で
やる気も報酬も
アップ！

を
ご購入
ク
ッ
★
パ
ルート
です…
★リク の方、朗報
検討中

※口座振替ご希望（口座登録の無い方）の場合はお申し付けください。
担当者より口座振替に必要な書面を送付させていただいております。

ご登録後は、
マイページへログインいただけます！
ご自身の活動状況やダウンのご登録＆お受け取り状況
もご確認いただけます。

登録
B
E
W ので、

です 提出は
ご
書面の ません。
り
必要あ

更に
意識向上で
ランクアップも…!!

クレジットカード決済ご希望の場合は“オフライン”登録が必要となります。
登録方法は簡単！自動アナウンスに従い操作するだけ♪

商品代金のお支払い方法として、カード決済ご希望の場合はご利用のクレジットカードをご準備のうえ、
専用電話番号 ０３-６６３１-７２４４（フリーダイヤルではございません。）へお電話ください。
自動アナウンスに従い、操作頂く事でご登録いただけます。
登録完了後に、８ケタの数字がアナウンスされますので、メモに取って弊社へお知らせください。
弊社で、お客様の直接のカード番号をお伺いする事は一切ございませんので、８ケタの数字のみ、お知らせください。
また、一度ご登録いただいたクレジットカードは、複数ポジションの決済も可能となっておりますので、
同じクレジットカードの再度のご登録は必要ございません。
※クレジットカード決済は交通事故傷害保険は適応外となりますのでご注意ください。
（交通事故傷害保険は口座振替適応となります）
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