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呑牛之気
新 年のご挨 拶

株式会社 スリーピース 代表取締役 糟
谷 耕 一
新年明けましておめでとうございます。
旧年中は格別なるご愛顧を頂きましたこと、深く御礼申し上げます。
皆様におかれましては、新しい年の始まりを清々しくそしてワクワクしたお気持ちでお迎えになられたことと思います。
早速ではございますが、新年早々重大発表がございます。
今後スリーピースはグローバル化を目指し、私たちスリーピースは新プロジェクトを立ち上げホールディング化を目指し
ThreePeaceGroup㈱ が設立されました。
弊社は、創立以来『フコイダンDX』ただ一つをお客様にお届けしておりましたが、令和3年2月に満を持して（新プロジェクトの）美
容部門のPure株式会社から新商品 美容ドリンク∞（エイト） が販売開始となります！
ただ一つの商品“フコイダンDX”でここまでこられたこと、そして新商品の発売に至るこれら全てはご愛顧いただいております皆様
のおかげと深く感謝致します。
美を追求し拘り、幾度も成分と分量を吟味して遂に完成した至極ドリンク∞でアナタの輝ける日常のお手伝いをしたい！
美を追求している方には（これからもっと輝く為に）是非試して頂きたい自慢の成分がたっぷり♪
∞はワクワクした気持で心から輝き出す人を応援したい、心躍る日常を…。皆様、販売まで今少々どうぞお待ちくださいませ。

さて、昨今は温暖化の影響も深刻な問題としてメディアが取り上げており、報道によりますと地球環境への悪化も非常に深刻で、
地球への配慮が一層重要になってまいりました。
環境へも人へも配慮し感謝の気持ちを忘れず善の気持ちで今まで以上に過ごし、便利な時代ですが何事も当たり前と思わず人と
人との繋がりを重んじ“ありがとう”と感謝して生活することが大切だと考えております。
そう言った一つひとつが、人への思いやりそして自然や地球環境に繋がると考えております。
スリーピースに関わる全ての方々が「3つの平和」を目標とし、人と人との繋がりを大切にして成長してきました。
そして“人生の主役である会員様一人ひとりの幸せを実現する”ために皆様とともに新しい事にチャレンジし続けます。
2020年は新型コロナウイルスの影響から、日常が大きく変わった年となりました。
その影響から人とのかかわり方も大きく変わった方も多いのではないでしょうか。
コロナが蔓延し始め、弊社と致しましては至急“特別支援”として、手に入れにくい状況の中独自ルートでマスクの無料配布始め、
子育て世代の方や各業者の方への給付等を行いました。
“感謝の気持ちを行動”した事につきまして会員の沢山の方に、お喜び頂きそして有効に活用されているとのお声を頂き非常に嬉し
く思いました。
やはり、人と人との繋がりの大切さと嬉しさを感じる場面でした。
最近ではSNS等がより身近になり利用方法はより簡単に便利にと言った具合で更なる進化があり、“人と人とが合わずとも”済むこ
とが多くなりました。日常は変化と情報で物凄いスピードで過ぎて行きます。
ある意味“新時代”となった年ですが、弊社と致しましてもそのスピードに乗り遅れることなく新たな方法で会員の皆様に常に【情
報】をお伝えさせていただいております。成長と進化し続けるオリジナル動画を是非ご覧ください。
ビジネスは、信念と幸動と信用・信頼と適応能力が大切とされ試される場でもありこういった変化も成長できる場と考えており、よ
り人間力を成長できる大きなチャンスと思っております。
会員の皆様と共に更なる向上を目指し、チャンスを逃さないよう、ワクワクした気持ちで一緒に一歩一歩進んで行きたいと切に願っ
ております。
より多くの方にご愛顧頂く事により『選ぶ価値』がもっと目に見えて明確なものになるのではと考えております。
一人ひとりが強力な信念・幸動・スピードの3つの力を全て発揮して新時代を盛り上げていく力になればと心から思っております。
更に進化したスリーピースワールド全開でスピードを加速させていきます！
本年が皆様にとりまして、ご健勝でよりご活躍とご発展を遂げられる年であり、実り多い年となりますよう心よりお祈りし、新年の
挨拶とさせていただきます

Three Peace

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が満了になりましたら、
赤カード
青色のスタンプカードになります。
※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。 何が届くかはお楽しみに！

景品のご指定は出来ません。
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次回最寄りの

お食事会

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。

セミナー生ライブ配信開始!!
アプリのご登録がまだの方はこの機会に是非!!

無料フリーマーケット

マルシェ出店リスト
体験該当店舗一覧

月

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。
※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）

日

配信前には【本日のお知らせ】で事前にお知らせ致します。

時

分開演〜

・

・

・

・

時

分閉演

上記サービスは、参加者無料で体験できます。

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でお送りください

お弁当・無料フリーマーケット体験

無料引換券

兼

抽選券

フリガナ

※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。

Three Peace co.,ltd
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2021年最初の企画

2021年

スリーピース新商品誕生

１月

厳選された８種類の栄養素をバランスよく配合した美容ドリンク

TEL 022-212-1531

オリジナルクリアファイル

直紹介

～無限の美しさ ∞エイト～

お年玉企画！ 3名様で
プレゼント！

2021年2月からの半年間限定、

BC・ニックネーム可 ※キャンセル・クーリングオフは対象外です

３日後

リクルートボーナス

※ 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概要書面をご覧ください。

今月ラスト!!

アシストキャンペーン

ZOOM ウェビナー

ズーム事業説明

月

１月のライブ配信セミナー担当は
火

水

木

金

土

日

山原 内薗 太田 八鍬 水本 石井 桝井

ビジネススクール

リーダーセミナー【事業説明】

「業界初のオートワンナリー」での登録開始！

【規定タイトル以上】 条件をクリアし“アシスト認定”された
講習を受けて、適正と 方のみ特別な報酬が発生致します。
判断されますと認定！ ※各リーダーが責任者となります。

●お食事会・セミナーなどにより変更する場合もございます●

毎日 13:00スタート

毎週月曜日 20:00スタート

https://us02web.zoom.us/j/7101191091
ウェビナーID：710 119 1091

https://us02web.zoom.us/j/3222322232
ウェビナーID：322 232 2232

お食事会・
新規のお誘いにご活用ください。ＺＯＯＭウェビナーご参加の方は、
セミナーご参加同様スタンプカードの対象です。次回お食事会会場でまとめてスタンプが貰えます♪

カスタマーから配信! 毎週配信! スリーピースチャンネル開設

配信については後日アプリ等で
ご案内致します。

キリトリ線

※ビジネス目的の方だけ参加してください。
※5分前にはマイクoffで入室待機してください。
(マイクon offの仕組みが分からない方は参加しないでください。)
※開始後の途中参加は出来ません。
※ウェビナー中の落書きは行わないでください。
(観覧画面に触れると落書きが発生します。)

K- コインのご確認方法はアプリに掲載中♪ コインのご確認はマイページをご活用ください。
2020年11月をもちましてコインの配布は終了しております。

社長が作った運気が上がるお米
大好評発売中!!

お食事会・セミナー

会場販売

1,800円

2kg

精

米

済

10kg（送料込）

10,000円

み

数量限定商品です！ 購入がまだの方は是非ご賞味ください！

注意

3
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自動的に３ヶ月ごとに変更することはござ
いません。

１月号

30kg（送料込）

22,000円

大特価!!

■郵貯以外からのお振込み
当座
店番／二二九 番号 105144
名義／カ）スリーピース

オートワンナリー
の詳細はこちらを
ご確認下さい。

定期便 １ヶ月１袋のお届けでございます。ご注文時に定期便ご希望の方はお申出下さい。
FAX 022-212-1532 又は LINE にて♪
受付 ご注文は
LINE・カスタマーは大変混み合っております。FAXでのご注文をオススメします。

２月から出品受付開始!! ３月オープン予定!!
※ニックネーム同様
2020年9月30日までのご登録者様は、2021年
4月1日より対象となります。2020年10月1日以降、
ご登録者様は、登録時より対象となります。
ＢＣ002以降は、従来通り6ヶ月間商品購入実績
商品の最終購入月 が無い場合は、自動解約となります。
から３ヶ月ご購入
現在、半年ごとご購入の方で、３ヶ月ごと
が無いと自動解約
ご購入へ変更ご希望の方は必ずご連絡下
さい。連絡(３ヶ月ごとへ変更)がない場合
となります。

30袋

発送はお振込み確認後となります。
（日時指定不可）※振込手数料
お客様負担

スリーピースECサイト
「ティアラモール」

自動解約の
規約変更に
ついて

今だけ

限定

■郵貯からのお振込み
口座番号／ 02230-1-105144
加入者名義／カ）スリーピース

社長が作った運気が上がるお米は
雪の倉庫でねかせる為、年中新米に
甘みがついた美味しい状態でお召し
上がりいただけます。

発送
商品

受付の方法
はこちら

▶

スタッフ
から年始の
ご挨拶
新年あけましておめでとうございます。
旧年中は格別のご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。
本年も皆様にご満足いただけるよう
より一層のサービス向上に尽力して参ります。
本年もよろしくお願い申し上げます。

お食事会やセミナーで是非お手にとってご覧ください。
要チェック

最新情報はweb・アプリ・zoomをご確認下さい
※カスタマーへの執拗なお問い合わせはご遠慮ください。
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