MDRT

会員登録ガイドブック

2019 年度
生命保険会社 事務ご担当者様向け

卓越した生命保険・金融プロフェッショナルの組織

このガイドブックに関するお問い合わせは、
一般社団法人 MDRT 日本会 事務局へ
〒101-0047
東京都千代田区内神田 2-6-8
内神田クレストビル 4 階
電話:
03-3251-3901
FAX:
03-3251-3902
E-mail: jimukyoku@mdrt.jp

MDRT 事務ご担当者の皆様へ
日頃より MDRT 日本会の活動にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。会員の皆様には今
後も様々な会員ベネフィットを提供していけるように米国本部からの情報をお届けしてまいります。
また、MDRT 会員登録に際しましては、ご担当者の皆様にできるだけわかりやすく、登録手続きに関
する情報をこのガイドブックにまとめさせていただきました。是非ご覧いただきまして、ご不明な点
や改善すべき点などございましたら、皆様のご意見・ご希望をお聞かせください。
一般社団法人 MDRT 日本会
年間スケジュール
2018 年
9 月 1 日（土）
11 月-12 月

12 月－

2019 年
1 月 7 日（月）

2 月 18 日（月）
2 月 28 日（木）
3 月 1 日（金）
3 月 2 日以降
未定
4 月 18-19 日
（木・金）
6 月 9-12 日
7 月末

米国本部

日本会

新年度開始
当年度および前年度会員に入会申込書類発送準備
紙の登録書類が不要な方をお知らせいただく（本
部から案内が送付されます）
エクセルによる成績証明のお願い
翌年度入会基準発表
紙不要と連絡しなかった方々に紙の会員登録書類
を発送
新規・復活会員申込書類送付を随時依頼
ご依頼方法は 2 種類
数人のご依頼ならダウンロード
10 人以上ならば、エクセルでご依頼ください。
その方々の書類の送付を依頼するか、ダウンロー
ドするので紙は不要かをお選びいただけます。
MDRT ID をお持ちの方は本部のサイトから登録
書類をダウンロードできます
エクセルで成績証明をする会社はオンラインシス
テムに成績を入力したエクセルのアップロードを
開始
会社から年会費一括支払いの銀行送金締切日
日本会会員リスト締切り
日本会年会費支払い締切り
申込書類送付締め切り（消印有効）
成績証明書を発行した方のリスト送付
年会費にレイト・フィー（延滞料）$200 を加算
マイアミ大会登録開始（現地時間）
第 49 回 MDRT 日本会大会
（神戸）
アニュアル・ミーティング（マイアミ大会）
本年度会員集計締め切り
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会員の種類
入会回数による分類
会員資格は 3 種類です。それぞれ 1 年間（当該年度の 1 月 1 日～12 月 31 日まで）のみの資格です。
成績資格会員 Qualifying Member
入会基準を達成し、会員として登録し、承認された方。
（1 回から 9 回）
成績資格終身会員 Qualifying and Life Member
通算 10 回成績を計上して承認された会員の方。
（10 回目を含みます。準会員の年も含めます）
終身会員 Life Member
既に 10 回承認され（終身資格を取得した後）
、11 回目以降に成績を計上せずに会員を続ける方。（成
績を計上する年は成績資格終身会員になります）

終身資格の継続をお勧めします
※終身資格とは既に 10 回以上承認された『成績資格終身会員』と『終身会員』を指します。
「終身資格」を獲得後も成績がある年は成績資格終身会員として、また成績を計上しない年は終身
会員として登録することができます。一旦「終身資格」を取得した方が、会員として登録しなかっ
た年があり、その後、再度登録する場合は、さかのぼって登録しなかった年数分の年会費を支払わ
なければ「終身資格」は復活できません。登録しなかった年数分の年会費を支払っていただきます
がその年数分は会員登録回数としてカウントされません。費用の面でも、また会員登録回数につい
ても会員にとっては大きなデメリットになりますのでご注意ください。

●終身資格の復活
終身会員の資格は毎年登録を続けることによって維持されるものです。会員登録をしなかった後に再
び終身会員資格で会員登録をする場合は、抜けている年度の年会費（5 年を上限とする）をお支払いい
ただきます（当年度年会費×未納年数＋今年度分。すなわち最高 5 年分＋当年度）。復活しても会員と
して登録しなかった年度は会員年数としてカウントされません。終身会員資格の復活を希望しない場
合は、本部より送付される書類（復活をしない旨の確認書）に署名していただきます。
再び、成績資格の要件を満たして成績資格終身会員として登録する場合、登録しなかった年度の年会
費をさかのぼって支払うことにより、成績資格終身会員の資格を復活することができます。この場
合、お支払いいただく、さかのぼっての年会費は最高 3 年分とします。
（最高 3 年分＋当年度）
●割引終身会員
以下の 3 つの条件すべてを満たし、終身会員（成績を計上しない）に申込む方は、年会費は$185 とな
ります。専門家組織に所属する、という要件はありません。
・2018 年 12 月 31 日現在 65 歳以上、かつ
・20 回以上成績を計上した会員、もしくは 25 年以上会員、かつ成績を計上しない終身会員として
入会する方。従って、それぞれ 21 回目、26 回目から適用されます。
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回数による表彰と資格
上記の会員資格とは別に、回数による奨励があります。内容は米国本部と日本会では異なります。
米国本部規定
日本会
10 回
ブロンズ賞
15 回
オナロール会員*
20 回
シルバー賞
25 回
クォーター・センチュリー会員**
ゴールド賞
30 回
ダイヤモンド賞
35 回
殿堂入り
* オナロール会員（合計 15 回以上成績資格を取得した会員）には、アニュアル・ミーティングの
バッジに Honor Roll Member と記載されます。
**クォーター・センチュリー（25 回以上登録）会員には、アニュアル・ミーティングでメンバーだ
けのレセプションがあります。

成績による分類
・トップ・オブ・ザ・テーブル会員 Top of the Table (略称 TOT)
MDRT のトップ中のトップ。世界中で約 2,700 人が会員です。入会基準の 6 倍の成績を計上し、通常
の年会費$550 に加え、TOT 会費（COT 会費$50 を含む）として$550（計$1,100）の年会費が必要で
す。毎年秋にトップ・オブ・ザ・テーブル会員のみが参加可能の大会が開催されます。参加費用は別
途必要です。アニュアル・ミーティングでは TOT のリボンがあり、トップ・オブ・ザ・テーブル会員
のためのプログラムとレセプションに参加可能です。
トップ・オブ・ザ・テーブル会議 2019 年 9 月 25-28 日 オースティン（アメリカ、テキサス州）
・コート・オブ・ザ・テーブル会員 Court of the Table (略称 COT)
入会基準の 3 倍以上の成績が必要です。世界中で約 5,600 人が会員です。通常の年会費$550 に加え、
$50（計$600）の年会費が必要です。6 月に開催されるアニュアル・ミーティングでは、コート・オ
ブ・ザ・テーブル会員のためのプログラムとレセプションがあります。
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2019 年度入会基準 （暦の 2018 年実績）
手数料ベースと保険料ベース、収入ベースの 3 種類の基準があります。会員には 1 種類のみを選択し
ていただきます。これまでと同様に、入会基準を複数選択することはできません。
ただし、初年度の入会は「手数料もしくは保険料ベースのみ」とさせていただきます。収入ベースは 2
年目以降の会員にご利用いただけます。
手数料ベースと保険料ベースの入会基準
コア商品の計上成績が入会基準の 50%以上であること。

入会
COT
TOT
換算レート

手数料ベース
¥10,880,000
US$96,000
¥32,640,000
US$288,000
¥65,280,000
US$576,000
¥113.3333
= US$1

保険料ベース
¥32,640,000
US$192,000
¥97,920,000
US$576,000
¥195,840,000
US$1,152,000
¥170.0000
= US$1

収入ベースの入会基準
新契約から得た収入と、コア商品からの収入がそれぞれ下記以上であること。

入会
COT
TOT
換算レート

収入ベース
¥18,822,400
¥56,467,200
¥112,934,400
¥113.3879

内新契約から
¥5,440,000
¥5,440,000
¥5,440,000
$48,000

US$166,000
US$498,000
US$996,000
= US$1

内コア商品から
¥5,440,000
¥5,440,000
¥5,440,000
$48,000

• 収入ベースのコア商品・新契約からの計上する成績（日本円）は手数料ベースの換算レートが適
用されます。
• ドル建てに換算した際の$1 未満は四捨五入してください。
• 計上成績の詳細は 8 ページの表をご参照ください。
• 換算レートは為替レートとは違います。
• 成績証明書に消費税は含みません。
FAQ



米国本部役員会は急激な上昇を防ぎつつ、デフレの国の基準を調整する施策を導入することを決
定しました。つきましては、2019 年度の入会基準（暦の 2018 年の実績）では、日本の入会基準
を調整し、微減となります。
＜手数料ベースと保険料ベースのレートが違う＞
欧米諸国では、会社がオフィスやデスクなどを提供しない独立代理店が多いことから、平均手数料率
が 50%程度となっています。一方、日本の現状は 33%程度であることから、C 建て基準の 3 倍を P
建て基準としています。国によって、2 倍から 4 倍で各国の保険会社に問い合わせて得た情報を元に
設定しました。ドルに換算した際に、世界基準に戻るように逆算した結果、C 建てと P 建てのレート
が違っています。
一部には、日本の平均手数料は 33%以下という報告もあり、仮に平均が 25%となると、P 建ては C
建ての 4 倍となります。（今のところ、変更を申請する予定はありません）
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1. 入会基準の設定
入会基準は、アメリカの入会基準に、世界銀行の発表する購買力平価（以下 PPP）を換算レート
とした金額を各国の基準とします。PPP は、150 項目以上の様々な物品やサービスなどの価格を
各国で測定した結果をもとに算出する指数によって平均購買力を測定します。従って、為替のよう
に短期間で変動するものではありません。
保険および金融サービスを提供する方々の報酬体系が多様化しているのを受け、3 種類目の入会基
準を導入することになりました。保険会社へどの方法で成績証明の発行を求めるかは原則的に会員
に選択権があります。
2. 計上成績のガイドライン
コア商品による成績の要件、および収入ベースにおける新契約の要件は、各個人についての要件で
す。従って、会社の発行する成績証明書もしくは収入ベース用の証明書上では要件を満たしていな
くても問題ありません。下記の例 1.は条件を満たしている例、例 2 は未達の例です。
手数料＆保険料ベース
入会基準を 100,000 と仮定。

収入ベース
入会基準が 150,000
新契約の要件を 45,000
コア商品からの要件を 45,000 と仮定

例 1:

コア商品から
50,001
ノン・コア商品から 100,000
計上成績計:
150,001

OK

コア商品から
新契約から
計上する収入合計:

45,001
45,000
150,000

例 2:

コア商品から
49,999
ノン・コア商品から 100,000
計上できる成績計: 149,999

NG

コア商品から
新契約から
計上する収入合計:

43,949
44,950
150,000

前提:

手数料・保険料ベースの必要条件は、コアの成績が入会基準の 50%以上あり、かつ合計額が入会基
準を超えていることです。収入ベースの必要条件は、コア商品からの収入要件及び新契約からの収
入要件の両方を満たしていることです。COT および TOT 会員の場合、一般会員のコア商品 (収入
ベースの場合は新契約条件も)の条件を満たしていることが求められます。
計上成績に関するルール（3 種類共通）


成績計上期間は 1 月 1 日以降に始まり、10 月 31 日以降 12 月 31 日までに終わる連続した 12
ヶ月以下の期間です。



新契約は成立した契約のみを対象とします。
（手数料の支払い対象であること。不備等でペン
ディングのものは計上できません）



新契約はその契約の払い方に関わらず、成績を計上する年（2019 年度会員なら 2018 年）の
12 月 31 日現在有効であること。前年度の新契約で、初年度手数料・保険料が翌年に残ってい
る場合はこの限りではありません。



元契約が他社商品や他の取扱者の契約であっても、同類の契約への乗り換えは、旧契約と比較
して純増した部分についてのみ計上できます。下取りや元契約の取扱者が別人、他社契約から
の乗り換えも「乗り換え」とみなします。



定期保険を終身に変換する場合は乗り換えとは見なしませんので、新契約として計上できま
す。



個人契約は 1 契約を 1 件とし、団体保険は契約者単位（被保険者は複数でも）で 1 件としま
す。
1999 年度から入会の条件としての件数要件はなくなりましたが、本部の統計上必要なので、
成績証明書等にはご記入をお願いします。ご記入がない場合、本部の記録は 0 件となり、実際
は 150 件以上でも、アニュアル・ミーティングで 150 件以上のリボンがもらえません。



会員に申込む人およびその配偶者や扶養家族が契約者もしくは被保険者の契約については、入
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会基準の 5%を上限に計上成績に含めることができます。


すでに計上成績として証明済み、もしくは証明することのできた契約は計上できません。



あらゆる形態の団体信用保険は計上できません。



第三の入会基準である収入ベースも含め、損害保険会社の傷害保険は計上できません。損害保
険会社の医療保険は、ノン･コアとして計上できます。



移管先が初年度手数料の残額を受け取る場合はその部分のみ手数料もしくは保険料で計上でき
ます。移管元も受け取った範囲で計上することができます。従って重複することはありませ
ん。

手数料・保険料ベースで計上できる成績
 手数料ベースで申請する場合、会員に申込む個人に支払われた額が成績として計上できます。
オーバーライド（管理）手当、訓練報酬、ボーナス、経費補助等は成績として計上できませ
ん。
 月払いの新契約に対して一年分の初年度手数料が一括で支払われる場合､全額を計上することは
できますが、初年度に解約・解除になり、手数料を返金した場合は、当該契約の成績を計上成
績から差し引いてください。
 保険料ベースで申請する場合は、上記の手数料支払いの対象となる契約の実収保険料で計上し
てください。生命保険・死亡保障の特約については、主契約と同じ割合で特約保険料も計上でき
ます。
 新契約手数料が同率で数年に渡り繰り延べ払いという支払い方法の場合、その合計が初年度保
険料の 55%を超えないことを条件に、一年につき複利で 10%ずつ減額した 5 年分の手数料を計
上することができます。
例: 保険料の 10%を 10 年払いという手数料の場合、初年度 10%、次年度 9.0%、3 年目 8.1%、
4 年目 7.3%、5 年目 6.6%となるので、合計初年度保険料の 41%を計上できることになります。
収入ベースで計上できるもの


初年度手数料、継続手数料、資産管理手数料など保険等のコンサルティング・フィーなど保険
と金融商品を提供する事によって得る収入。手数料については、保険会社の発行する証明書が
必要です。



損害保険会社の医療保険はノン・コアとして計上できます。



固定給、営業成績に対して支払われるボーナス



繰り延べで将来支払われる報酬（退職金積み立て等。発生した年のみ）



自己募集に対する管理手当（管理職で管下の方の成績に対して支払われる管理手当は不可）

収入として計上できないもの


訓練報酬



自分以外の成績に対する管理手当



表彰旅行や商品券など、現金以外の収入



損害保険（自動車保険、火災保険、賠償責任保険等）の販売による収入



住宅ローン手配料



保険と金融商品の提案・販売以外の収入
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3.

2019 年度計上成績（暦の 2018 年の営業成績）(前年度からの変更なし)

個人扱い
団体扱い

コア商品 (Unlimited) 第 1 分野保険
生命保険商品
手数料＆フィー
災害死亡･高度障害保険
初年度手数料の 100%
クリティカル･イルネス保険 （重大疾病）
初年度手数料の 100%
注: 入院保険・ガン保険はノン･コア
ディスアビリティ・インカム保険
初年度手数料の 100%
生命保険
• 通常の年間保険料もしくは目標保険料まで
初年度手数料の 100%
• 目標保険料（ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ保険等）を超える部分 手数料の 100%
• 一時払い保険料（終身保険・投資商品）
初年度手数料の 100%
• 短期養老保険 (15 年まで)
初年度手数料の 100%
介護保険
初年度手数料の 100%
災害死亡･高度障害保険
初年度手数料の 100%
クリティカル・イルネス保険（重大疾病）
初年度手数料の 100%

保険料
初年度保険料の 100%
初年度保険料の 100%
初年度保険料の 100%
初年度保険料の 100%
支払保険料の 6%
初年度保険料の 6%
初年度保険料の 6%
初年度保険料の 100%
初年度保険料の 10%
初年度保険料の 10%

注: 入院保険・ガン保険はノン･コア

初年度手数料の 100%
初年度手数料の 100%
初年度手数料の 100%
手数料の 100%
初年度手数料の 100%

ディスアビリティ・インカム保険
生命保険（団体定期を含む）
＊1
介護保険
年金（個人･団体）
一時払いおよび短期養老保険（15 年まで）

ノン・コア･商品 （Limited）第 3 分野保険
商品
手数料＆フィー
個人扱い健康保険・医療保険
初年度手数料の 100%
（日本のガン保険、入院保険、傷害保険等）
団体扱い健康保険･医療保険
初年度手数料の 100%
投資信託
手数料の 100%
新規投資手数料の 100%
証券
ラップ勘定・資産管理勘定
手数料の 100%
ファイナンシャル・プランニング料、アドバイス料 正味フィーの 100%
企業年金はその利用商品によって判定してください。
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初年度保険料の 10%
初年度保険料の 10%
初年度保険料の 10%
新規投資額の 6%
初年度保険料の 6%

保険料
初年度保険料の 100%
初年度保険料の 10%
新規投資額の 6%
新規投資額の 6%
新規投資額の 6%
ｸﾞﾛｽのﾌｨｰの 100%

会員登録業務
今年度の主な変更点

US ドルの入会基準については、手数料ベース、保険料ベース、収入ベースいずれも入会基準が上
がりました。ただし、換算レートも変更されたため、日本円に換算した基準は 2018 年度の金額よ
り微減となります。
参考までに

11 回目以降に、成績証明書の添付なしで、成績資格があると申告された会員の中から、ランダム
に数人を選び、確認作業（監査）を実施しています。日本でも 2018 年に十数人の会員が、成績証
明書等の申告内容を証明する書類の提出を求められました。
もし、成績証明書を提出できなかった場合は、成績資格終身会員から終身会員へと資格が変更に
なり、向こう 5 年間は証明書の提出を求められます。
※MDRT はオンライン会員登録を推奨しています。登録処理が最もスピーディに進みます。詳しくは
登録マニュアルをご参照ください。
申込書は当年と前年会員に対しては米国本部より 11 月初旬に自動的に発送されます。紙ベースで申込
をされる方はできる限り、封書内のオリジナルの申込書をお使いください。紙の申込書がお手元にな
い場合には、米国本部ホームページから申込書をダウンロードもできます。
・ 会員登録が完了するまで大切に保管してください。
・ 再発行された申込書は、処理にさらに 1 週間ほど時間がかかります。
・ 新規および復活会員はオンライン登録を推奨しておりますが、紙ベースでのお申込み希望の場合、
米国本部に紙の申込書について送付を依頼してください。
・ 申込書類は日本語ですが、記入は必ずアルファベットでお願いします。
1. 申込みに必要な書類他
会員（または事務ご担当者が代行）が MDRT 米国本部に送付する書類 （3 月 1 日消印有効)
① 申込書 (Membership Application Form)両面
会員記入
② 手数料ベースと保険料ベースの成績証明書 (Certifying Letter) 保険会社発行
③ または、収入ベースの収入申告書 (Certifying Letter)
本人記入の上、証拠書類を添付。
会員ごとにホチキス止めをお願いします。
ただし、11 回目以降は不要。
(COT と TOT についても、それぞれ各 11 回目以降は不要）
④ 年会費
以上の書類を必ず書留、EMS, 国際宅配便のような記録の残る方法で送付し、コピーを控えてお
いてください。発送が 3 月 2 日以降の場合、年会費に$200 を加算して申し込んでください。
紙での会員申込は E メールや、FAX での送信はできません。必ず郵送等、現物を米国本部にお
届けください。その際、書類のコピーを残し、記録の残る方法でご送付ください。申込書が届か
ない場合や紛失した際などはウェブサイトからダウンロード・印刷してご利用いただけます。
保険会社が MDRT 本部に送付する書類
① 会社別成績集計表 (Company Production Summary Report)を簡略化し、お名前と MDRT ID
番号のみのリストをお送りください。申込書に同封する必要はありません。
② エクセルで成績証明を行った場合は、紙で発行した成績証明書部分について別途ご報告くだ
さい。
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2.

申込書類の入手
1) 当年度および前年度会員
米国本部より 11 月に日本語の申込書類一式が送付されます。
•

退社なさった元会員の申込書や、間違って送付されている申込書は、着払いで日本会事
務局宛にお送りください。

2) 再送、新規および復活会員として申込書を取り寄せる方法
•
会社単位等で 10 人以上まとめて依頼する場合は、
http://ihs.mdrt.org/application_form.cfm から Membership Applications の International
を選ぶとエクセルのシートが表示されますのでそちらにご記入ください、もしくは日本
会ホームページにあるエクセル “ApplicationRequest2019Intl” にご記入の上、ドキュメ
ント名に会社名を加え、membership@mdrt.org 宛てにメールでご依頼ください。
ご記入は必ず英数半角のアルファベットでお願いします。48 時間以内に ID 番号のリス
トを提供しますので、本部ホームページからダウンロードするか、5 営業日以内に
FedEx で発送します。
•
個人および少人数の申込書を取り寄せる場合は、本部サイトよりオンラインでお申込み
ください。ID 番号のある方は、本部サイトよりダウンロードできます。新規の方も 48
時間以内に ID 番号をお知らせしますので、ダウンロードできます。
【お願い】
他社分会で MDRT に入会していて、紙で申込みをされる場合、ID と生年月日を使ってウ
ェブからダウンロードしてください。
成績証明書の発行のみであれば、申込書を取り寄せる必要はありません。
貴社の分会に入会し、通信先を貴社に変更する場合は、すでに発行されている申込書の
会社名と住所を訂正してください。オンライン会員登録をする場合は、会員の情報画面
で訂正/更新することができます。
3.

エクセルによる成績証明
数年前より本部では効率化と皆さまへの負荷の軽減を目的に、主に一社専属の方の多い会社を中
心にエクセルによる計上成績の報告をお願いしてきました。今年はみなさまにエクセルプログラ
ムにご参加いただけるかどうか事前にご意向を伺いました。紙での成績証明書発行の手間が省け
ますので、ぜひご利用ください。
11 月に本部から案内が送られますので、ご参加いただけるならば期日までにご回答ください。
プロセスは以下の通りです。
1)

2)

3)
4)
5)

これまでに、MDRT 本部が過去に貴社のメンバーとして登録したことのある方をエクセルの
データとして用意します。元会員、その年の 1 月中旬までに会員登録書類を申請した方も含
めます。お名前、MDRT ID などの基本データの入ったエクセルはアルファベット順もしくは
MDRT ID 番号順でソートすることができます。エクセルデータに記載されている方で、退職
などを理由に在籍されていない方を消し込んでいく（クリーンアップ）作業をしていただ
き、本部にリストを返送してください。
1 月初旬以降に、本部のウェブサイトで会社に所属する全営業職員の成績を計上するエクセル
リストがダウンロードできます。いったんパソコンにダウンロードした上で、エクセルに、
手数料、件数、保険料等の成績証明書に記載する数値を入力した後に、ウェブサイトでアッ
プロードをしてください。
収入ベースはご報告いただく必要はありません。
本部からのデータに、存在していない方を加えることはできません。
一社専属と、代理店と両方のある会社では、混乱が生じないようなご案内をしていただけれ
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6)
7)

ば、専属の方のみをエクセルで報告し、代理店の方は紙の成績証明書で発行することもでき
ます。
エクセルで成績を報告する旨を証明します、という意味で、2019 EEP Certificate にご署名の
上、別途ご提出ください。
アップロードしていただいた成績は概ね 5 営業日以降にシステムに反映されます。これ以前
は｢成績証明書未提出｣の状態となりますことをご了承ください。

【見本】
Member details by Company ID 000123456
苗字
Company
Id#

Member
Id#

Last
Name

ﾌｧｰｽﾄ
ﾈｰﾑ
First
Name

手数料
コア
Comm.
Unlimited

保険料
ﾉﾝ･ｺｱ

コア件数

Comm.
Limited

Unlimited.
Lives

コア
Prem.
Unlimited

ﾉﾝ･ｺｱ

ﾉﾝ･ｺｱ
件数

Prem.
Limited

Limited.
Lives

4. 収入ベースの証明
収入ベースで会員申し込みをする場合は、会員本人が収入申告書に必要事項を記入します。各社
様におかれましては、その根拠となる収入証明資料を発行していただきたくお願いいたします。
例えば、確定申告の控え（日本語可）によってグロスの収入を証明する場合は、各社からの証明
書類は不要となります。どの部分がコアで、どの部分が新契約からの収入かは、会員本人の申告
を信じます。
保険会社に発行していただきたい証明資料は、下記の内容を貴社の便せん（必ず会社のロゴマー
クや社名が印字されているもの）に記載したものを想定しています。
コア商品の収入
US$xx,xxx
新契約からの収入
US$xx,xxx
合計（上記の計ではない） US$xx,xxx
コア商品の件数
ノン・コア商品の件数

xxx
xxx

Eligible Unlimited Credit/Risk based Income
Eligible New Business Income
Gross income eligible
No. of unlimited lives or cases
No. of limited lives or cases

日本会のホームページに見本を掲載してあります。
5.

年会費お支払い方法
1) 個人
会員が支払う場合はクレジット･カード（法人カード可）でお支払ください。
クレジット・カードでお支払いいただく方法は 2 つあります。
① クレジット・カードを利用し、オンラインでお支払いする場合は、
 Confirmation No.（確認番号）を申込書に記載し（カード情報は記載しないでくださ
い、2 重支払いになる場合があります）
、支払い済の証明書を印刷し、申込み書類に添
付してください。
② カード情報を申込書に記載する場合は、
 カードの裏面に印刷してある番号の下 3 桁 (Amex の場合は表に記載してある 4 桁)の
セキュリティ・コードもご記載ください。
 ご利用いただけるのは、VISA、MasterCard、 American Express、JCB です。
 カード所有者名とカード請求先住所もアルファベットでご記入ください。カード所有
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者の署名はカードでサインする際のものをご使用ください。
 本人以外の名義でもカード所有者（例: 法人カードまたは家族のカードなど）の情報
と署名があればご利用いただけます。
 引き落としができない可能性について
一部のカードは日本では問題がなくても海外での引き落としができないことがありま
す。これはカード会社が海外での不正使用を防ぐ目的で、国外の請求者がカードの番
号のみで引き落とす行為に制限をかけていることが主な理由です。その場合は、残高
やカード番号等に問題がなくても引き落としができません。MDRT では 2 回トライし
て引き落としができない場合に不備として連絡させていただきます。カードからの引
落としができなかったと MDRT から連絡がありましたら、できるだけ早くカード会社
にお問い合わせください。MDRT には引き落としができなかった理由は知らされませ
ん。お手数ですが、ご本人がカード会社にお問い合わせいただければ、支払いを拒否
した理由がわかりますので、ご対応くださいますようお願いいたします。同時に日本
会の事務局までご連絡ください。
2) 会社
会社がまとめて支払う場合も、カード（法人カードも可）でのお支払いをお勧めします。送
金額が$5,000 を越える場合は、銀行送金を利用することもできます。送金する際の送金手数
料等はご負担いただきます。加えて、本部の手数料として$50 を加算してください。
送金の対象となる方々の情報を下記のエクセル（日本会 HP 参照）に入力し、メールで本部
Membership Dept. （membership@mdrt.org）に送信してください。申込み書類にはエクセ
ルを印刷したシートを同封してください。
【見本】

銀行名
受取人
口座番号
銀行住所

銀行電話

Bank
JP Morgan Chase Bank
Beneficiary
Million Dollar Round Table
ABA #
021000021
Account #
644315228
Swift Code
CHASUS33
1 South Northwest Highway
Park Ridge, IL 60068
U. S. A.
+1 847 518 7100

お願い
 会社名を Payer もしくは Comments に記載してください。
 送金日、送金人名等の送金情報を申込書に記載してください。
 外国送金の場合、着金に時間がかかる場合もありますのでご了承ください。
 年会費以外の送金はお受けできません。
（ｱﾆｭｱﾙ･ﾐｰﾃｨﾝｸﾞの会議登録費等は不可）
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何らかの理由で返金が必要な場合は、8 月頃にその会社からのすべての会員が承認された後に
返金処理をさせていただきます。長らくお待たせすることをご容赦ください。
6.

申込書をまとめて送付する場合
会社単位で申込書を送付する場合のまとめ方を本部と相談の上、下記をガイドラインとさせてい
ただきます。本部が処理しやすい方法であり、規則ではありませんが、この順にまとめていただ
けると処理が敏速に進み、承認が速やかに受けられるとのことですので、ご協力をお願いいたし
ます。
1)
2)
3)

一人分ずつ申込書、成績証明書、その他添付資料の順に重ね、左上をホチキスで留める。
MDRT ID 番号順もしくは、苗字のアルファベット順に並べてください。
あまり大きな束にせず、数人分でも準備ができた順に 1 日も早く送付してください。
申し込む会員資格の種類で分ける必要はありません。可能であれば、支払い方法別に分類を
していただくようお願いいたします。

送金小切手：
小切手と申込書類一式は必ず同じ封筒に入れてください。
クレジット・カード： 法人カードや他の名義人のカードも可。
名義人や有効期限などをご明記ください。
送金:
総額$5,000 以上の場合。銀行手数料に加え、本部の手数料$50
を加算して ください。また、エクセルの送金記録を同封してく
さい。
4) それぞれの束の中で、TOT および COT に申し込む方は、最初か最後にまとめてください。
5) 成績証明書集計表は不要になりましたが、成績証明書を発行した会員名と ID 番号をリスト
にして 3 月 1 日までの消印にて本部 Membership Dept.にご送付ください。
（3 月 2 日以降は
レイト・フィー200 ドルがかかります）
8.

米国本部からの不備の連絡と問い合わせ
会社単位で承認されているかを確認する方法
www.mdrt.org からログインをしていただき、company セクションから member search で所属会
員を検索してください。Approved member search では承認済みの方々がリストアップされま
す。Pending member search は不備のため申込がペンディングで未承認の方になります。
不備通知
申込書の不備等の連絡は、米国本部から申込書に記載されたメールアドレスにメールで、もしく
は FAX で送付されます。
（日本会に連絡は来ません）通知の日付から 21 日以内に回答してくださ
い。回答がない場合、お支払いいただいた年会費は、お支払いと同じ方法で返金いたします。
処理せずに放置すると会員申込取り消しの手紙が送付されます。その日から 60 日以内でした
ら、再度入会の手続きを継続することができますが、処理には時間がかかります。速やかに日本
会事務局までご連絡いただけましたら、お手続きのご案内をいたします。
米国本部年会費の返金
米国本部で会員と承認されてからの返金は一切できません。
個別に問い合わせる
本部の Membership Department （アドレスは membership@mdrt.org ） へ E-mail でお問い合
わせください。必ず ID 番号とアルファベットでのフルネームを記載してください。ID 番号は保
険の証券番号と同じように、検索する際に不可欠な情報です。米国本部では、2 月末日まで申込
書の発送業務を優先します。3 月からは承認プロセスを優先します。世界中から 3 万人以上の
｢個人｣が会員登録をしていますので、回答にお時間をいただくことをご了承ください。
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9.

本部ウェブサイトの Company Section
各社の事務ご担当者の皆様のために、MDRT のウェブサイト（ホームページ）に会社向けのセク
ションを設けてあります。MDRT のホームページ（ 画面の下部 ）の Companies をご参照くだ
さい。https://www.mdrt.org/companies/です。内容は以下のとおりです。
注：アカウントを作成してログインする必要があります。

なぜ推奨するのか？
会員ベネフィット
メンタリングのチラシ
参加、出席、成長

内容
MDRT ポッドキャスト
MDRT Presents
ラウンド･ザ･テーブル誌
MDRT Resource Zone
MDRT Blog

認知度を高める
MDRT と御社：会員の採用、支援、維持のアイディア
M 会員ベネフィットのチラシ
保険会社でご利用いただくための MDRT プランディング・ガイドライン
プロモーション・カレンダー
MDRT のロゴをダウンロード

今後の大会日程
2019 年トップ・オブ・ザ・テーブル会議
2019 年グローバル・コンファレンス大会
2019 年アニュアル･ミーティング
MDRT 機関長・マネージャー・プログラム

会員検索
ログインが必要です。

2019 年度会社別ランキング
Top 100 社 会員数
Top 10 社 アメリカの会社
Top 10 社 アメリカ以外の会社
Top 10 社 会社別会員数
Top 10 社 多国籍保険会社
Top 25 社 女性会員数の多い会社
Top 25 社 機関長、マネージャー参加の多い会社
Top 25 社 COT 会員の多い会社
Top 25 社 TOT 会員の多い会社
Top 25 社 ブローカーディーラー
Top 25 社 COT 会員の多いブローカーディーラー
Top 25 社 TOT 会員の多いブローカーディーラー
統計のアーカイブ
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事務担当者および成績を証明する役員
入会基準に関する情報
入会基準
登録プロセス
紙の会員登録プロセス
よく頂く質問
2019 年度会員登録書類/ＩＤリクエストフォーム
会社情報
会社情報のアップデート
MDRT 計上成績
2019 年度成績証明書
成績証明書の自動発行のインストラクション
成績証明書の個別発行のインストラクション
カバーレターのサンプル
支払い
お支払い情報
まとめて銀行送金
銀行送金等のチェックリスト
10. 専門家組織
入会の要件のひとつは専門家組織（申込書の問 2）の会員であることです。資格獲得ではなく、
MDRT 登録時点で正規の「会員であること」が条件です。本部の条件を満たす日本の専門家組織
は、以下のとおりです。
生命保険ファイナンシャル・アドバイザー協
会
生命保険修士会
TLC トータル･ライフ･コンサルタント会
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

Japan Association of Insurance and Financial
Advisors
Senior of Life Underwriters Association
Association of Total Life Consultants
Japan Association for Financial Planners

※但し、終身会員かつ 65 歳以上の割引の会員の方に限り上記は免除されます。
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登録書類

【会員申込書】

②
③
①
④
⑤
⑥
⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫
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備考
⑧ 年会費が割り引かれる終身会員
以下の 3 つの条件をすべて満たしている方の年
会費は$185（3 月 2 日以降は$385）です。
1. 終身会員（成績を計上しない）として申込む
方、かつ
2. これまでに成績資格を通算 20 年以上続け
たか、通算 25 回以上会員であった、かつ
3. 2018 年 12 月 31 日現在で満 65 歳以上の
方。
従って、65 歳以上で、21 回目以降もしくは 26
回目以降から有効な特権です。
⑨ 終身資格を復活する場合
⑩ 申込みが 3 月 2 日以降の場合は年会費に$200 を
加算してください。オンラインを利用し、クレジ
ット・カードで年会費を支払う場合は、支払い証
明の番号を記載し、印刷の上、添付してください。
オンラインの場合はカード情報を記載しないで
ください。
⑪ オンラインを利用しない場合は、カード情報を
記載してください。
⑫ 署名は英語でも日本語でも結構です。

① 申込書は日本語になりましたが、記入はアルフ
ァベットでお願いします。
 苗字に下線をつけてください。
 訂正事項は、線で消して、赤で訂正してくだ
さい（塗りつぶさない）。お名前が変わって
も同一人物ならば ID ナンバーは変わりませ
ん。
 肩書は名前の後ろに TLC, CFP, AFP などの
内、2 つまでつけることができます。
 名前のスペルは毎年同じにしてください。例
えば、Sato, Satoh, Satou は、それぞれ別人
として登録されてしまいます。記録が重複し
ているケースがありましたら、事務局にご連
絡ください。原則はパスポートに記載されて
いるスペルを使用してください。
 漢字では違う名前でも、アルファベットにす
ると同姓同名は思いのほか多いので、生年月
日もチェックしてください。
 ここに記載の住所に郵便物が届きます。本社
住所にする場合、会社単位で表記を統一して
ください。
② バーコードは ID 番号で、会員のデータを管理す
るための「証券番号」のようなものです。申込み
書類が米国本部に到着した段階でスキャンする
ことにより、書類の到着を記録しています。
③ 所属保険会社は、会員数の統計などに利用しま
す。代理店分会の方は Not Identified とご記入く
ださい。
④ 電話や Fax 番号は日本の国番号 81 の次に、市
外局番から 0 を除いた番号を続けてください。
⑤ 生年月日は西暦でご記入ください。
⑥ E メールアドレスは必ずご記入ください。不備
等の連絡は、このアドレスに送付されます。
⑦ 申込書の質問 1.の、「告訴されていますか？」
の Yes/No の記入漏れのないように。
未記入は不
備となります。通常 No になります。
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会員申込書裏面

備考
① 成績証明書の内容がご本人のみの場合は、ワークシートの記入は不要です。
② 成績証明書に他の方の成績が含まれている場合は、総額を「記載額」に記入し、申込む方の成績を「計
上額」に記載してください。
③ 手数料ベースと保険料ベースはどちらか一方を選んでください。両方を混ぜることはできません。
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手数料、保険料ベース成績証明書

備考 （保険会社が記入する用紙）
① すでに 10 回会員資格を得ていて、｢終身｣の資格のある方は 11 回目以降、成績証明書は不要です。
② エクセルで成績証明をした場合は省略できます。
③ COT や TOT についても最初の 10 回は成績証明書が必要ですが、11 回目からは不要です。
④ 記入は線上に。申込書の氏名と同じスペルで記入し、苗字に下線をつけてください。
⑤ コア商品が入会基準の 50%以上必要というのは会員単位での要件ですので、成績を証明する会社としては
計上できる成績をすべて報告してください。１ドル未満は四捨五入。消費税は含みません。
⑥ 電話や Fax 番号は日本の国番号 81 の次に、市外局番から 0 を除いた番号を続けてください。
⑦ サインは線上にしてください。ゴム印によるサインは無効です。（事前に本部に登録する自動発行の場合
はゴム印やデジタル署名可）
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収入申告書（会員記入）

備考 （会員が記入する用紙）
① 初めて MDRT に会員登録する方は収入ベースでの登録はできません。
手数料ベースもしくは保険料ベースをご利用ください。
② 原則的にご本人にご記入いただきます。
③ 必ず根拠となる証明書（確定申告の控え、保険会社等の発行する証明書など）を添付してください。
④ すでに 10 回会員資格を得ていて、｢終身｣の資格のある方は 11 回目以降、成績証明書は不要です。
⑤ COT や TOT についてもそれぞれ 10 回までは成績証明書が必要ですが、11 回目から不要です。
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本部とのコミュニケーション
1.

米国本部からの郵便物
会社あての郵便物はすべて、事務担当者様( Company Contact )宛てに送付されます。会員と承認された
方々のリスト等、大切な書類が多いので、MDRT からの郵便物の扱いにつきましては、社内での流れを
ご確認ください。
会員あての手紙や書類は、申込書に記載した住所に送られます。
【住所変更】
会社単位での変更の場合は日本会事務局、もしくは本部にご連絡ください。当年度の会員はまとめて変
更ができます。アルファベットの氏名と ID 番号のリストを添えてお知らせください。
会員あての書類としては、下記が主なものです。
5月
アニュアル・ミーティング前の案内等
奇数月（原則）に日本語版*ラウンド・ザ・テーブル誌
PDF 版は本部のサイトからもダウンロードできるようになります。
6月
トップ・オブ・ザ・テーブル会員あてに 10 月の TOT 会議の案内
11 月
当年度と前年度の会員に翌年の会員申込書
年末
アニュアル・ミーティングの講演記録。CD 版
*ラウンド・ザ・テーブル誌の英語版をお読みになりたい方は、米国本部ウェブサイトで電子版を閲覧ま
たはダウンロードすることができます。
大事なお知らせは訳文をできるだけご用意しご連絡しますが、米国から来るすべての書類を訳すことは
できません。ご不明の点は日本会事務局にお問い合わせください。

2.

これからの課題・検討事項
オンライン登録
MDRT はオンライン登録を推奨しています。そのためにも計上成績をエクセルでご報告くださること
にご協力ください。
複数登録の代理店
独立代理店の会員が急増しています。ついては成績証明書の発行だけを依頼されるケースも増えると
思います。その場合、申込書の取り寄せは不要です。登録作業を事務ご担当者に委託せずに、基本的
にご自身で会員登録を行っていただきます。
乗り換え契約
他社からの乗り換え契約はもちろん、取扱者が別人の場合も終身型から終身型への変更は乗り換えと
みなします。定期型から終身型への変更は乗り換えではありません。できるだけ正確にご報告いただ
けますよう、ご協力をお願いいたします。

3.

会員証明書および、承認の手紙をダウンロードすることができます。
米国本部のウェブサイトから会員でログインをして、Member Only（会員サイト）を選択し、Member
Certificate をクリックすると、ダウンロードを希望する年度を選ぶことができます。
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米国本部
1.

アニュアル・ミーティング
アニュアル・ミーティング（世界大会）は毎年 6 月に開催され、世界各国から 10,000 人以上の会員が
参加します。開催予定地は下記の通りです。
2019 年 6 月 9-12 日 マイアミ（アメリカ、フロリダ州）
アニュアル・ミーティングの講演記録（同時通訳のついたメイン・プラットフォームおよび分科会）の
日本語版は CD-ROM で年末に配布します。
会員以外の方のご出席については、以下の特例があります。
1) 会員数が Non-US のトップ 5 社の社長はスペシャル・ゲストとして、および社長からスペシャル・
ゲストの権利を譲渡された役員
2) 管下の MDRT 会員が 5 人以上アニュアル・ミーティングに出席する機関長、支部長、支社長、エイ
ジェンシー・マネージャー等 （会議登録費をご負担いただきます）
3) メンタリング・プログラムに登録したアスピラント（MDRT 入会を目指している方）で、MDRT 入
会基準の 50%以上を達成した方（2 年目の場合は 75%以上）は、メンター（会員）の会議登録と同
伴を条件に会議登録（有料）をすることができます。ただし、3 月 1 日までに米国本部に成績証明
書を提出している必要があります。尚、席が空いている場合のみ、参加することが可能となりま
す。
トップ・オブ・ザ・テーブル会議
トップ・オブ・ザ・テーブル会議 2019 年 9 月 25-28 日 オースティン（アメリカ、テキサス州）
グローバル・コンファレンス シドニー
グローバル・コンファレンス 2019 年 9 月 1-4 日 シドニー（オーストラリア、サウスウェールズ州）

2.

MDRT 基金（米国本部）
アメリカの MDRT 基金は、会員から寄付をつのり、さまざまな慈善団体に寄付を続けるとともに、会員
のボランティア活動の後援をしています。寄付金の累計額により、騎士の称号が与えられます。
ロイヤル・オーダー
$250,000 以上
リジョン・オブ・オナー
$100,000 以上
$50,000 以上はエクスカリバー・ソサエティ
エクスカリバー・ナイト
$50,000 以上
プラチナ・ナイト
$25,000 以上
ダイアモンド・ナイト
$10,000 以上
ゴールド・ナイト
$5,000 以上
シルバー・ナイト
$3,000 以上
ブロンズ・ナイト
$2,000 以上
単年度
インナー・サークル・ソサエティ当年度

$5,000 以上

一般的に欧米では、会員が集まってボランティア活動をすることはあまりなく、各会員がそれぞれ個別
にチャリティ活動を支援しています。MDRT 基金は会員のボランティア活動を支援するために、福祉に
貢献している会員に対して「クォリティ・オブ・ライフ･グラント（QOL）
」を贈っています。グラント
（寄付金）$5,000 を最高 24 人、$10,000 を 3 人、$25,000 を 2 人、$50,000 を 1 人に提供していま
す。そのグラントは、受賞した会員から貢献している団体に寄付されます。グラントへの申込みは、毎
年 9 月 1 日締切りで、MDRT 基金指定の申込書に記入して提出します。受賞者は毎年アニュアル・ミー
ティングなどで発表されます。
毎年定額の寄付を続けている会員も多くいらっしゃいます。また、MDRT 基金を受取人とし、会員自身
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が被保険者となり終身保険に加入する運動も盛んです。クレジット・カードで寄付することもできま
す。
2009 年には MDRT 基金日本支部として MDRT Foundation-Japan が活動を開始しています。会員の方が
アニュアル・ミーティングや MDRT 日本会大会などで行った寄付については、合算して騎士（knight）
の称号が与えられます。MDRT Foundation-Japan では、社会貢献活動を行っている MDRT 会員にフォ
ーカスし、QOL（助成金）を贈り、慈善団体への資金援助と会員のボランティア活動推進を図っていま
す。
3.

MDRT メンター制度
MDRT 会員がメンターとなり、入会を目指す方（アスピラント）とペアを組んで指導するというプログ
ラムです。本部のサイトから登録（無料）していただきます。詳しくは、日本会のホームページをご参
照ください。
ペアとして登録した初年度に、MDRT の入会基準の 50％を超えたアスピラントは、メンターの会議登録
と同伴を条件に、アニュアル・ミーティングに出席することができます（有料）
。登録 2 年目からは入会
基準の 80%達成が、アスピラントがメンターと一緒にアニュアル・ミーティングに出席する際の条件と
なります。但し、席に空きがある場合に限ります。
登録は 3 月 1 日締め切りとさせていただきます。また、アスピラントに登録した方は、3 月 1 日までに
会員と同じフォームで成績証明書を米国本部にご提出いただく必要があります。
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MDRT 日本会

会員登録、総会準備などの時期（1 月～4 月半ば）は、短期間に多くの事を処理することになりま
す。事務も繁雑になり、事務ご担当の方々に大変ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願い申
し上げます。
1． 日本会年会費
2019 年度の日本会の年会費は￥60,000 です。下記口座にまでに、会社ごとに一括してお振込みくださ
い。お振込後、人数・氏名・金額・振込日を MDRT 日本会事務局宛てに FAX (03-3251-3902) でご連
絡ください。
年会費振込先:

2.

銀行名：三菱 UFJ 銀行 神田駅前支店
口座番号：普通
0717611
口座名義：一般社団法人 MDRT 日本会 会長 内川 裕治
シャ)エムディーアールティーニホンカイ カイチョウ ウチカワ ユウジ

MDRT 日本会大会
第 49 回 MDRT 日本会大会は神戸で開催します。大会の案内から申込みまでは下記のような流れで行う
予定です。基本的に「個人申し込み」となります。
① 各会員への大会案内の配布は従来通り事務ご担当の方にお願いする予定です。
② 大会への参加申込・総会への出欠等は各会員から直接、日本会大会の申込みを取扱っている会社
(MDRT 日本会指定の旅行社)に連絡します。
③ 参加費用その他については各会員より直接、取扱旅行会社に振り込みます。
 会員関係
3 月中旬
「総会用議案書の抜粋（事前議案書）
」を事務局より一括して事務ご担当の方へ送付します。総会を
円滑に行うための重要な資料ですので速やかに各会員へ配布をお願いします。
 来賓関係
研修会･懇親会の詳細につきましてはわかり次第ご連絡させていただきます。

上記内容の一部については、事務ご担当者ではなく分会事務局で行う場合もあります。
3.

事務ご担当者の変更
MDRT 関係事務のご担当の方が変わる場合は、お手数ですが日本会事務局までご連絡ください。必要な
情報は、新担当者氏名、役職名、部署名、電話番号、ファックス番号、e-mail アドレス、変更日です。
日本会事務局

4.

TEL:
FAX:
E-mail:

03-3251-3901
03-3251-3902
jimukyoku@mdrt.jp

名刺
MDRT のロゴ入り名刺の台紙は日本会事務局で管理しています。
ロゴ入りの名刺の使用はその年に会員資格を有する者に限られております。
ご希望の場合は、電話または FAX で事務局にお申込みください。
名刺台紙 (1 箱 100 枚入) 400 円 （送料・振込手数料は実費をご負担いただきます）
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