2019 年 8 月吉日
一般社団法人 MDRT 日本会
代理店分会 会員各位
2019 年度 MDRT 代理店分会
会長 岡田 裕明

MDRT 代理店分会 秋の研修会のご案内


宿泊場所： 三重県 『エクシブ鳥羽別邸』
〒517-0021

三重県鳥羽市安楽島町字ニエ 212-8

TEL: 0599-26-4852

URL https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/toba_bettei/

凛とした日本の伝統美に、強く心を動かされる
エクシブシリーズで初めて、本格的に和をとり入れた「エクシブ鳥羽別邸」
。
日本の心に満ちたこの場所を、“本物”を知る皆様に贈ります。



研修日程：

2019 年 10 月 29 日（火）～30 日（水）



ゴ ル フ：

2019 年 10 月 29 日（火）*詳細は 6 ページのゴルフ部からのお知らせをご覧ください。
*研修会とは別にお申込みが必要になります。参加費用は別途かかります。



集合時間：

2019 年 10 月 29 日 14:30

*お昼ご飯は各自でお済ませください。



集合場所：

三重県『エクシブ鳥羽（本館）
』1 階 ロビー
三重県鳥羽市安楽島町字ニエ 212-1



参加費用：

25,000 円

/ 1 名様（交通費別）*ゴルフは含まれません。

*エクシブ会員の方へ


アクセス：

TEL: 0599-26-4852

団体扱いのため、ポイントは付きませんのでご了承ください。

【鳥羽駅から】
■エクシブのシャトルバス利用で約 13 分
＊鳥羽駅(1 番出口)発

13：35 から 30 分おきに運行

■タクシーで約 10 分
＊タクシーはつかまりにくいので、あらかじめ予約をする等ご注意ください。
《近鉄タクシー》☎0599-25-2538
《名鉄タクシー》☎0599-25-2468
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☆研修プログラム (予定)☆
時間
10/29（火)

場所

13:35 発
14:05 発
14:30～

内容
★送迎バスはありません。

鳥羽駅

鳥羽駅よりエクシブのシャトルバスが運行されています。
受付・集合

エクシブ鳥羽(本館)1 階

手荷物預け
研修会

15:00～
15:15～
16:45
(90 分)

★オリエンテーション
★講演１ 「突き抜けて結果を出し続ける人の大原則」

エクシブ鳥羽(本館)

・講演家

B1 階 「シーポート」

★ホテルからのご案内 チェックイン

16:45～
19:00～
21:00

10/30（水)

その後自由時間 ♨
エクシブ鳥羽アネックス

★夕食 → 美味しいお食事を食べながら、会員同士の懇

1 階 「マリンポート」

親を深めましょう。

21:30～

エクシブ鳥羽別邸

7:30～

エクシブ鳥羽別邸

★情報交換会
宿泊棟にて
★朝食

8:30 1 階 「華暦」

※宿泊棟 1 階の日本料理レストランです
★朝食後自由時間

↓

★各自 チェックアウト（個人精算・鍵の返却）
研修会

9:00～

★オリエンテーション

9:15～

★講演 2 「五感を使った話し方（仮）」

10:45

・プロ司会者

（90 分）

杉山 永里子氏

★講演 3 パネルディスカッション

エクシブ鳥羽(本館)
11:00～

増田 真一氏

「私がお客様から選ばれ続ける理由」

B1 階 「シーポート」

・株式会社プログレス 代表取締役社長 木場 安弘会員

12:30

・株式会社 JUST FOR YOU

(120 分)

谷 敦会員

・株式会社ライフプラザパートナーズ

小林 晶秀会員

反省会・アンケート

12:30～

終了

＊昼食の準備はございません

★送迎バス出発
13：00

※希望者のみ、伊勢神宮までシャトルバスでお送りします。

エクシブ鳥羽発

（定員あり）
ご希望の方は 4 ページの申込書にご記入ください。
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☆講師紹介☆
★増田 真一氏
講演家
有限会社特進グループ 代表取締役

KIZUKI 塾 代表
日本 V ネック協会会長
熊本城稲荷神社 17 代福男
「非常識なコーチング(PHP 研究所)」
著者

★杉山 永里子氏
プロ司会者

★木場 安弘 会員
株式会社プログレス
代表取締役社長
MDRT 登録 22 回
うち COT3 回、TOT17 回

★谷 敦 会員
株式会社 JUST FOR YOU
代表取締役社長
NPO 法人役立つ税理士協議会
理事長
MDRT 登録 17 回
うち COT4 回、TOT10 回

★小林 晶秀 会員
株式会社ライフプラザパートナーズ
甲府 FA 営業部
エグゼクティブファイナンシャルアドバイザー
MDRT 登録 5 回
うち COT3 回

17 歳でホームレスになるが 21 歳で起業し 28 年。
居酒屋甲子園では、居酒屋をコーチングし日本一に。
エステグランプリでは全日本準優勝に導く。
大企業の経営者からも助言を求められるメンタルコーチ。
サッカーなどのスポーツの分野でも全国大会出場などの貢献。
2016 年はアメリカでの講演も実現、全国各地の講演会では３万人以上を動
員し、多くの成功者を生み出している。
趣味は、ドラムとお好み焼き作り。
司会者として今年で 23 年目を迎え、ブライダルでは 3200 組以上を担当。司
会者としてデビューした頃、若いという理由で罵倒され、いじめられたこともあり、心
を閉ざし「ミスしなければいい」という考えで、周りとコミュニケーションを取らずに司会
をする時代を過ごすも、結果は…思うような仕事ができず惨敗。やはり、コミュニケ
ーション能力を磨くことが必要と痛感し、苦手だったからこそ苦しむ人の力になれる
と確信し、コミュニケーションを伝える講師へ。
また、米国認定 NLP マスタープラクティショナーを取得し、感情を動かすコミュニケ
ーション講座を展開中。
1961 年生れ 鹿児島県
1982 年損害保険の営業開始。
1996 年生命保険の営業開始。
2000 年証券取引、IFA として九州財務局に登録、営業開始。
既契約は法人契約、現在 108 社と取引。
提案としては、事業承継。退職金手当て（理事長・職員）。M&A。清算。
個人では資産運用、相続対策など。
15 年間大手生命保険会社にて生命保険募集に従事。
1 社専属で顧客ニーズに応えることに限界を感じ、よりよいコンサルティング・アドバ
イスをするため、平成 16 年にプロの生命保険代理店㈱JUST FOR YOU 設
立。中小企業経営者、病院の院長先生、資産家の財を守る事を使命とし、全
国各地で相続・事業承継を題材としたセミナーを 300 回以上講演。
平成 21 年に NPO 法人役立つ税理士協議会を設立し、そこで登録している税
理士と共にお客様の問題解決に日々取り組んでいる。
平成 25 年より日本経済新聞主催の事業承継セミナーに講演依頼を受け登
壇、週刊ダイヤモンドやプレジデントにも記事を執筆。
現在はラジオ大阪「谷敦の人、魅力、発見」を通じて関西を活性化する活動も
行っている。
学業卒業後テレビ番組の制作会社に就職。簿記の資格を活かし、各番組の収
支をコントロールする。その後、ファイナンシャルプランナーとして独立。
個人の家計収支改善や保障の見直しを得意とするコンサルティングに従事する。
若い世代にとどまらず、働く女性、子育て世代に向け、適切なライフプランを構築
するとともに、情報誌や新聞などメディアを通じて『ライフプラン』『自分年金の作り
方』『資産運用・資産形成』『賢い住宅取得』の必要性を伝えている。
2018 年セミナー回数 108 回・個別相談 1207 件
2019 年セミナー回数 98 回・個別相談 730 件(８月 10 日現在)
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☆参加申し込み方法・注意事項☆
参加希望の方は…
② 参加申込書を 株式会社日本旅行 新宿法人営業部 宛に FAX して下さい。

②参加費用 25,000 円を 株式会社日本旅行(下記口座) にお振込みをお願いいたします。
振込口座：みずほ銀行（0001）十五号支店（153）
口座番号：普通 3108271
口座名義：株式会社日本旅行 ※振込手数料はご負担願います。

➢

参加申し込み受付期間： 8 月 28 日(水)～ 9 月 11 日(水) 17:00

➢

参加申し込み受付期間内に、①参加申込書 FAX 到着と②入金確認ができた時点で正式な受付とさせていた
だきます。

➢

定員：80 名（先着順：正式な受付ができた順となります）

➢
➢

受付をさせていただいた方（参加者）には、後日詳細についてご案内いたします。
交通手配・レンタカー手配については、日本旅行で承ることもできますので、ご希望の方は、日本旅行へ FAX また
はメールでご連絡ください。
申し込み後キャンセルをされますと取消料が発生することがありますので、ご注意ください。
スパは別棟になります（お風呂は宿泊棟にもあります）。お部屋に備え付けの部屋着・スリッパでの外出は禁止で
すので、ラフな服装をご用意ください。
リゾート全体でいろいろな設備がございます。ご興味がある方は、ご自身で HP 等を確認し、必要な物をご用意くだ
さい。
タクシーはつかまりにくいので、あらかじめ予約をする等ご注意ください。
ゴルフのお申込みをされた方には、詳細について別途担当者よりご連絡させていただきます。

➢





■研修会のお申込・お問合せ■

■旅行事務代行■

一般社団法人 MDRT 日本会 事務局

株式会社日本旅行 新宿法人営業部

代理店担当：渡辺

担当：長野・三宅

〒101-0047 東京都千代田区内神田 2-6-8

〒160-0017 東京都新宿区左門町 16-1

内神田クレストビル 4 階

四谷 TN ビル３階

電話:03-5577-5121 FAX:03-3251-3902

電話：03-5369-3922 FAX:03-3225-1005

メール: dairiten@mdrt.jp

メール：mdrt@nta.co.jp

MDRT 日本会ウェブサイト: www.mdrt.jp

営業時間 9:30～17:30（土日祝は休業）
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FAX
株式会社日本旅行 新宿法人営業部 畠中・三宅行

03-3225-1005
受付期間：8/28 日(水) ～ 9/11 日(水) 17:00

MDRT 代理店分会 秋の研修会 参加申込書
★MDRT 代理店分会秋の研修会（10/29~10/30）に参加します★
申込について下記の件、確認いたしました。
■受付は、申込受付日以降に FAX と入金確認できた順になること。
■部屋はすべて禁煙ルームとなります。
■2 人～3 人一部屋となります。先着順で事務局にて振り分けさせていただきます。
フリガナ

登録回数

氏名

回
□ 男性

性別

□ 女性

会社名
会社住所
連絡先電話番号

振込予定日

月

日

同部屋希望の方がいれば
お名前をご記入ください

エクシブの会員でいらっしゃいますか？

□ はい

□ いいえ

※今回は団体扱いのため、ポイントは付きませんのでご了承ください。

※代理店分会にて≪送迎バス≫を手配いたします。下記回答にご協力をお願いいたします。
★10/30（水）研修会終了後、エクシブ鳥羽から伊勢神宮までの送迎バスをご利用されますか？
⇒ □ 利用する

□ 利用しない

□ 未定

※ご用意は行きのみです。お帰りは自己手配となります。
★研修会にお車で参加しますか？ ⇒ □ はい

□ いいえ

5

□ 未定

《MDRT 代理店分会 ゴルフ部からのお知らせ》
2019 年度 MDRT 代理店分会 「秋の親睦ゴルフコンペ」
今年度は秋の研修会（10/29～30）の初日の朝にゴルフコンペを企画しました。
三重県でも名門の「近鉄賢島カンツリークラブ」で楽しいプレーと会員同士の交流をお楽しみ下さい。
尚、研修会へ参加する会員限定の企画ですので、合わせて必ず研修会にもお申込みをお願いします。
①日時：2019 年 10 月 29 日（火）
②場所：近鉄賢島カンツリークラブ
〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方 3620-5

TEL.0599-43-1082

電車：最寄駅（近鉄電車：鵜方駅）よりタクシーで約 5 分
車：最寄 IC より 25 分（第二伊勢道路）・40 分（伊勢自動車道）
③集合：AM 6:45 ゴルフ場集合でお願いします
AM 7:00 キャディーマスター室前に集合

AM 7:30 OUT スタート予定
④費用：17,900～19,000 円 （昼食付き。それ以外の茶店、売店等は各自個人精算となります)
⑤申込締切：2019 年 9 月 11 日（水）（先着順で 20 名定員になり次第、締め切らせて頂きます）
⑥その他：ゴルフ前日懇親会を松阪市の『海津 本店（すき焼き）』で 20 名限定で行いますので、
参加ご希望の方は合わせて下記からお申込み下さい。(お一人 10,000～15,000 円）
海津（かいづ）本店

三重県松阪市市場庄町 1340 TEL. 0598-56-3000

前泊される方で研修会会場のエクシブ鳥羽に宿泊ご希望の方はこちらで手配いたします。
（2～5 人部屋：お一人一泊朝食なし 8,000 円前後）
※同部屋希望の方がいる場合はお申込みフォームに必ずお名前をご入力ください。

申込方法：下記 QR コードもしくは URL からのお申込みのみとさせて頂きます。
QR コード（スマホ推奨）

URL: https://www.secure-cloud.jp/sf/business/1565163842deUFnieu
(パソコン推奨)
お問合せ先：E-mail にて幹事 砂田 全士まで
E-mail: itcs.sunada@gmail.com
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