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始める前に
• ⽇本会では、登録が完了しているかどうか確認することはできません。登録

完了画⾯を必ず保存、もしくは印刷してください。
• 今までに1度でも会員登録をしたことがある場合、IDは同じものを使ってい

ただきます。IDを持っている⽅が新規ユーザー登録をしますと、同⼀⼈物と
して認識できなくなりますのでご注意ください。
IDがお分かりにならない場合は、MDRT⽇本会事務局までメールで
お問い合わせください。info@mdrt.jp

• 登録に関しまして、お電話でのお問い合わせ・登録代⾏は致しかねますの
でご了承ください。

• すべての⼊⼒はアルファベット半⾓英数字でお願いします。
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登録時のご注意
• 新規登録会員もしくは成績資格会員のかたは、添付する成績証明書を

PDFや画像データでご⽤意されてから始めてください。
• 途中で⼀旦登録を作業を中断することはできません。お⼿元に書類を

揃えてから登録作業を始めてください。
• ⽶国サイトを開く際、インターネットブラウザをGoogle Chrome、

iPhone等のSafariもしくはFirefoxのいずれかをご使⽤ください。
Internet Explorer、Microsoft Edgeは画⾯表⽰がされない
恐れがございます。

ご使⽤いただけるブラウザ



MDRT⽇本会サイトから、「⽶国サイトトップページ」をクリック
します。または、http://www.mdrt.org/を直接アドレス
バーに⼊⼒して移動してください。
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地球儀のマークから ⽇本語 を選択します。
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ログインを選択します。



現在MDRT会員の⽅、および、すでにユーザー登録されている⽅は
ユーザーネームとパスワードを⼊れて ログインし、16ページへ。
※ご⾃⾝でアカウントのアップデートをしていない⽅の場合、初期設定は以下の通りです。
ユーザーネームは MDRT ID（6ケタまたは8ケタの数字）
パスワードは ⽣年⽉⽇の「⽉⽇年」の順となります。
（例︓1980年1⽉2⽇の場合、⽉⽉/⽇⽇/⻄暦＝01021980）
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初めて登録の⽅は「アカウントを開設」を選んで11ページへ進んで下さい。

会員登録

新規アカウント作成

すでに会員でIDを持っている⽅が“アカウント
開設”から進んでしまうとID No.が2つになり、
同⼀⼈物とみなされなくなってしまうので、必ず
上の⽅法でログインしてください。
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ログイン時の注意事項

• ユーザーネームとパスワードを3回前後間違えると、アカウントにロックが
かかります。

• わからなくなった場合には、『パスワードのリセット』をクリックしてください。
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アカウントリセットの⼿順

１．前のページの「パスワードのリセット」をクリックしてください。

２．会員登録しているメールアドレスをご⼊⼒ください。
⼊⼒後、「確認コードを送信」をクリックしてください。

３．メールアドレスに届くコードを確認してください。
MDRTからのメールが迷惑フォルダに振り分けられる場合がございます。
受信フォルダに無い場合、迷惑メールフォルダを探してください。

４．コードの確認
⽶国サイトの画⾯に戻ると認証コードを⼊⼒する
欄が出てきます。
そこにメール記載されたコードを⼊⼒し、
「コードの確認」をクリックしてください。

５．「続⾏」をクリックしてください。

６．変更したいパスワードを「8⽂字以上」「英数字半⾓」で⼊⼒してください。
⼊⼒後、「続⾏」をクリックしてください。
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新規アカウント作成
⽶国サイトのトップページから
「今すぐ登録」ボタンをクリック

移動したページで、
「新規会員として登録」を
クリック
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新規アカウント作成

「メール登録」をクリック
普段からよく使っているアドレスを登録してください。
今後MDRT⽶国本部からの連絡は全てこちらのメールに届きます。
パスワードの再設定時にも必要となります。
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新規アカウント作成 ★全てアルファベットでご⼊⼒ください★

★全て半⾓アルファベットで
ご⼊⼒ください★

パスワードは「半⾓英数字、
8⽂字以上」で
新しくご⾃⾝で設定して下さい。
＊印は⼊⼒必須項⽬です

⼊⼒後、「続ける」をクリック

「続ける」をクリックした後、MDRT IDが作成されますので、
入力したメールアドレス・パスワードは必ずお控えください。
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＊印は⼊⼒必須項⽬です。

★全て半⾓英数字でご⼊⼒ください★

・居住国/地域︓
プルダウンから「Japan」を選択

・⽣年︓⻄暦のみ半⾓数字で⼊⼒

・性別、⺟国語、専⾨家情報︓
プルダウンから選択
性別 Male︓男性

Female︓⼥性
Nonbinary︓ノンバイナリー
Prefer Not to say︓無回答

代理店分会ご所属の⽅は、専⾨家情報を空
欄のままにしてください。

★全てアルファベットでご⼊⼒ください★新規アカウント作成
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★全てアルファベットでご⼊⼒ください★新規アカウント作成

★全て半⾓英数字でご⼊⼒ください★

・電話の種類︓
プルダウンから選択

・電話番号︓
登録したい電話番号の最初の「0」を取って
⼊⼒してください。
例）03-3251-3901 の場合、

332513901と⼊⼒

・チェックボックス︓
内容を確認し、チェックをいれてください。
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★全てアルファベットでご⼊⼒ください★新規アカウント作成
★全て半⾓英数字でご⼊⼒ください★

・居住国/地域︓
プルダウンから「Japan」を選択

・住所1、2、3、市区町村︓
画⾯の案内の通りに「英数字半⾓」で⼊⼒
住所1︓地区、番地
住所2︓ビル名、マンション名、部屋番号
住所3︓予備

・都道府県︓
プルダウンから選択

・郵便番号︓
半⾓数字で⼊⼒

「続ける」をクリックし、17ページをご覧ください。
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会員登録

ログイン後、「今すぐ登録」を
クリックしてください。
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会員登録

「はじめる」をクリック
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会員登録
・倫理関係の訴訟を受けたことがあります︖
内容を確認し、どちらかを選択してください。
苦情等を受けていない場合は「No」です。

・⾼度障害があり、働けない状況ですか︖
⾼度障害ではない場合、「No」を選択

・⾦融業界の専⾨家組織のメンバーですか︖

MDRTに登録する際、専⾨家協会の会員で
あることが条件です。

①⽣命保険ファイナンシャル・アドバイザー協会
②⽣命保険修⼠会、
③ TLC トータル・ライフ・コンサルタント会
④⽇本ファイナンシャル・プランナーズ協会

「続ける」をクリック
★新規会員登録の⽅は19ページへ進んでください。
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会員登録

「続ける」をクリック

登録が10回⽬以上の⽅は、年数に応じて
会員の種類を選択することができます。

ご⾃⾝に当てはまる会員の種類を
ご選択ください。

登録が9回⽬までの⽅は、この画⾯は
表⽰されません。
20ページに進んでください。
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会員登録

11回⽬以上の登録で成績資格終⾝
会員を選択した場合、
成績証明書の添付の有無を
選択することができます。

COT、TOTの申請をする場合は
右側の「⾃分の成績を⼊⼒し、
成績証明書を提出します。」を
選択してください。

★成績証明書を添付しない場合は
24ページに進んでください。

どちらかを選択後、
「続ける」をクリック
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会員登録

計上成績の⽂字の下に⾊が付いている
ことを確認し、下の「成績の追加」を
クリック
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会員登録

①成績計上の⽅法を選んで成績の数字を⼊⼒します。
計上⽅法の下の「⼿数料ベース」、「保険料ベース」、「収⼊ベース」の⽂字を
クリックし、その下の空欄にそれぞれ半⾓数字で成績を⼊⼒してください。

②成績を⼊⼒したら、「成績を追加」をクリックしてください。

①

②

成績は必ずドルに変換した額を入力してください。
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会員登録

⼊⼒した数字が反映される。
成績の追加がある場合、
19ページをご参照ください。

⼊⼒した成績に応じて、画⾯上のバーに
取得できる会員資格が表⽰されます。

COTの場合

TOTの場合
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会員登録

＜成績証明書の添付⽅法＞
①成績証明書欄の「ファイルを選ぶ」を

クリック。
PDFや画像形式ファイルを添付する
ことができます。

②⼩さい画⾯が開くため、そこから添付する
成績証明書を選択してください。
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会員登録

選択した成績証明書が表⽰されます。
複数の成績証明書を添付する場合は、
再度「ファイルを選ぶ」をクリックし添付して
ください。
※ファイルサイズが⼤きいとエラーとなる事がありま
す。枚数が多い場合は、2，3枚ずつに分けて添
付してください。
添付したファイルは全て画⾯に表⽰されます。

成績表を添付し終えたら「続ける」をクリック
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会員登録

登録内容を確認し、修正がある場合は
その項⽬の右にある鉛筆マークをクリックし
修正してください。

画⾯を下にスクロールしてください。

ご⾃⾝が選んだ資格の年会費が
表⽰されます。
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会員登録

チェックボックスの内容を確認し、
チェックを⼊れてください。

⽀払い⽅法の「クレジットカード」を
クリックし、カード情報を
半⾓英数字で⼊⼒ください。
カード番号は数字のみ⼊⼒
使⽤できるカードは以下の種類です。

請求住所の「国」をプルダウンから
Japanを選択
⼊⼒後、「すぐに更新」をクリックしてください。
★クリックは1回にしてください。何度もクリッ
クすると決済が重複してしまいます。
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会員登録

⽀払いが完了すると、カード⼊⼒欄に
緑⾊のチェックが表⽰されます。

画⾯はそのままでお待ちください。



29

会員登録

• 必ず登録完了画⾯まで表⽰されてから終了してください。
• 登録されたＥメールに登録完了のメールが届きます。
• ⽇本会では、登録が完了しているかどうかリアルタイムで確認することはできません。

登録完了画⾯を必ず保存、もしくは印刷してください。



30

会員登録

Taro MDRT

12345678

332513901

AIUEO*** Agency

1324567

1324

会員登録サマリーの⾒本です。
こちらの画⾯を保存、
もしくは印刷してください。

Print



• オンライン登録では、不備があると次の画⾯に進むことができません。
ステップごとに確認しながら確実に進めることができます。

• 途中で⼀旦登録作業を中断することはできません。お⼿元に書類を揃えて
から登録作業を始めてください。

• オンラインで登録する⽅は、紙の申込書を郵送しないようにお願いします。
紙の申込書を提出されると、オンライン登録が無効になります。

• ご不明な点がございましたら、MDRT⽇本会 事務局まで、メールでお問い
合わせください。

Ｅメール︓info@mdrt.jp

31

最後に…


