2020 年 8 月 吉日
一般社団法人 MDRT 日本会
代理店分会 会員各位
2020 年度 MDRT 代理店分会
会長 川村 忠

MDRT 代理店分会 秋の研修会のご案内


宿泊場所： 北海道 『JR タワーホテル日航札幌』
〒060-0005

北海道札幌市中央区北 5 条西 2 丁目 5 番地

URL https://www.jrhotels.co.jp/tower/

札幌駅直結の“シティリゾート”で快適なご宿泊を
便利さと寛ぎを満喫できる JR タワーホテル日航札幌
23 階～34 階に位置する客室、窓からは美しい札幌の風景が広がります



研修日程：

2020 年 10 月 20 日（火）～21 日（水）



集合時間：

2020 年 10 月 20 日 13:30



集合場所：

北海道『札幌ステラプレイス』9 階『ミクニサッポロ』

*お昼ご飯は各自でお済ませください。

北海道札幌市中央区北 5 条西 2 丁目 5 番地


参加費用：

20,000 円

TEL: 011-251-0392

/ 1 名様（交通費別）

＊ライブ配信も行います。ライブ配信の参加費用はかかりません。
＊配信についてのご案内は、別途させていただきます。


アクセス：

【札幌駅から】
■ＪＲ札幌駅東改札・南口より徒歩 3 分
地下鉄南北線 さっぽろ駅 徒歩 5 分
地下鉄東豊線 さっぽろ駅 徒歩 3 分
※ＪＲ札幌駅直結の抜群のアクセスです
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☆研修プログラム (予定)☆ ＊研修会のライブ配信も行います。
時間
10/20(火)

場所

内容

13:30～

受付・集合・手荷物預け
研修会

14:00～

★オリエンテーション

＊ライブ配信あり

★講演１ 「一流のおもてなし～料理人の哲学～
14:05～

札幌ステラプレイス 9Ｆ

15:30(85 分)

フレンチレストラン

（仮）」
・オテル・ドゥ・ミクニ オーナーシェフ

三國 清三氏
＊ライブ配信あり

「ミクニ サッポロ」
★ホテルからのご案内 チェックイン

15:30～

その後自由時間 ♨

18:00～

★夕食 → 三國シェフ監修のオリジナルメニューのお

20:00

食事を食べながら、会員同士の懇親を深めましょう。
JR タワーホテル日航札幌

20:30～

35F

★情報交換会

レストラン＆バー「SKY J」
10/21（水)

JR タワーホテル日航札幌
35F

6:30～
9:00

★朝食
■レストラン＆バー「SKY J」 6:30～9:00

レストラン＆バー「SKY J」
Or

和洋ブッフェ
■スカイレストラン「丹頂」 7:00～9:00

スカイレストラン「丹頂」

和定食 / 海鮮丼
★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

9:30～

★オリエンテーション

＊ライブ配信あり

★講演 2 「金融行政の方向性とコンサルティング型
9:30～
11:00(90 分)

営業のあり方」
JR タワーホテル日航札幌
スカイバンケットルーム

11:15～

「たいよう」

・FP アソシエイツ＆コンサルティング株式会社
代表取締役

神戸 孝氏

＊ライブ配信あり

★講演 3 パネルディスカッション

12:15(60 分)

「コロナ禍の営業実情（仮）」

＊ライブ配信あり

反省会・アンケート

12:15～

終了
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＊昼食の準備はございません

☆講師紹介☆

★三國 清三氏
オテル・ドゥ・ミクニ オーナーシェフ

1954 年北海道増毛町生まれ。
15 歳で料理人を志し、札幌グランドホテル、帝国ホテルにて修業。
1974 年駐スイス日本大使館の料理長に就任。
大使館勤務の傍ら、フレディ・ジラルデ氏に師事する。
その後も、トロワグロ、オーベルジュ・ドゥ・リル、ロアジス、アラン・シャペル等の三
つ星レストランで修業を重ねる。
1985 年東京・四ツ谷にオテル・ドゥ・ミクニをオープンする。
東日本大震災以降、被災地の小学校支援「子どもたちに笑顔を！」笑顔プ
ロジェクトに取り組む。
2013 年フランスの食文化への功績が認められ、フランス・トゥールにあるフラン
ソワ・ラブレー大学にて名誉博士号を授与される。
2015 年フランス共和国よりレジオン・ドヌール勲章シュヴァリエを受勲。この勲
章はナポレオン・ボナパルトにより 1802 年に創設されたフランスの最高勲章
で、日本の料理人へは初めての授与。
2019 年「JAPONISÉE Kiyomi Mikuni」を出版。映画でいう「オスカー賞」
と賞賛される、“グルマン世界料理大賞 2020”Hall of Fame 部門で唯一
入賞し、後世における規範となる傑作と評価される。
現在、子どもの食育活動や、江戸東京野菜の普及活動なども進めている。
公益財団法人ラグビーワールドカップ 2019 組織委員会顧問
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会顧問
一般社団法人国際食文化交流協会代表理事
日本遺産大使

★神戸 孝氏
FP アソシエイツ＆コンサルティング株式会社
代表取締役

㈱三菱銀行、日興證券㈱を経て、1999 年独立系 FP 会社の老舗的存在
といえる FP アソシエイツ＆コンサルティング㈱を設立。
自ら個人・法人等のコンサルティング、各種講演会・研修会の講師などを行う
傍ら、全国の独立系 FP のための支援ビジネスも展開している。
FP 歴は日興證券㈱勤務時代を含めると約 30 年、資産運用に強い FP の
第一人者として評価が高く、金融審議会専門委員や金融庁の「家計の安定
的な資産形成に関する有識者会議」委員、金融広報中央委員会（日本
銀行）の金融経済教育推進会議委員、日本 FP 協会理事などを歴任して
いる。
CFPⓇ（ｻｰﾃｨﾌｧｲﾄﾞ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾌﾟﾗﾝﾅｰ）
早稲田大学ビジネス情報アカデミー講師、日本 FP 学会会員
日本 FP 協会理事、金融庁金融経済教育懇談会委員、同金融経済教育
研究会メンバー、同金融審議会専門委員、同「家計の安定的な資産形成
に関する有識者会議」委員、
金融広報中央委員会金融経済教育推進会議委員などを歴任
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☆参加申し込み方法・注意事項☆
参加希望の方は…
① 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 20,000 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 20 日(木)～ 9 月３日(木) 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：50 名（先着順：正式な受付ができた順となります）

➢
➢
➢

＊ソーシャルディスタンスの関係上、通常より定員を抑えております。
＊研修会会場および懇親会会場では、検温・消毒液等の感染防止対策を完備しております。
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。

➢

ライブ配信も行います。ライブ配信の参加費用はかかりません。お申込みも必要ございません。

■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・小川

〒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 10:30～16:00（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 長野・小川行

03-3225-1005
受付期間：8/20 日(木) ～ 9/3 日(木) 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（10/20~10/21）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。
■部屋はすべてツインのシングルユース、禁煙ルームとなります。

フリガナ
氏名

回

登録回数
性別

□ 男性

･

□ 女性

会社名

会社住所

連絡先電話番号
振込予定日

月

5

日

