2022 年 3 月 吉日
一般社団法人 MDRT 日本会 代理店分会からのお知らせ
2021 年度 MDRT 代理店分会
会長 川村 忠

拝啓 早春の候、貴方ますますご清勝のこととお慶び申し上げます。
この度は 2022 年度 MDRT 基準達成、誠におめでとうございます。2022 年度 MDRT 日本会及び代
理店分会の会員受付をさせていただきました。
4 月に予定されております「第 52 回 MDRT 日本会大会」については日本会事務局からメールにてご
案内があったと思いますが、代理店分会では「日本会大会」終了後、「2022 年度 MDRT 代理店分会
総会・研修会」を開催致します。参加希望の方は、3 月 28 日（月）17:00 までに「申込専用サイト」
からお申込み、決済手続きをお願い致します。
（日本会大会：ハイブリッド開催 4/14（木）～4/15（金）終了は 13:00 頃を予定
日本会大会の詳細お問合せは、日本会事務局 03-3251-3901 へお願いします）
敬具

■ 総会･研修会のお申込のお問合せ ■
株式会社日本旅行 新宿法人営業部
担当: 長野 ・ 小川
〒160-0017 東京都新宿区左門町 16-1 四谷 TN ビル３階
（TEL）03-5369-3901 （FAX）03-3225-1005
（Mail）mdrt@nta.co.jp
営業時間： 10:30～16:00（平日のみ）

■ 総会・研修会の内容に関するお問合せ ■
MDRT 代理店分会 事務局
MDRT 日本会事務局内 担当：鈴木 ・ 渡辺
〒101-0047 東京都千代田区内神田 2-6-8
内神田クレストビル 4F
（TEL）03-5577-5121
（Mail）dairiten@mdrt.jp
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代理店分会総会･研修会について
2022 年度 第 24 回代理店分会総会・研修会 は、下記の通り開催いたします。
極力 3 密を避けるため、定員を抑えての開催となることをご了承ください。

≪2022 年 4 月 15 日（金）≫ 日本会大会終了後
【開催場所】 幕張メッセ 国際会議場 2F 国際会議室
住所：〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1 TEL：043-296-0001
（海浜幕張駅（東京駅から約 30 分、蘇我駅から約 12 分）から徒歩約 5 分
幕張本郷駅（秋葉原駅から約 40 分）から「幕張メッセ中央」行きバスで、約 17 分）
https://www.m-messe.co.jp/
【懇親会】 東京アメリカンクラブ ニューヨークボールルーム
→ 日本会大会会場より代理店分会専用貸切バスで移動
住所：〒106-8649 東京都港区麻布台 2-1-2 TEL：03-4588-0381
（日比谷線神谷町駅（2 番出口）より徒歩 10 分 / 大江戸線赤羽橋駅（中之橋口）より徒歩 9 分
南北線（3 番出口）または大江戸線（6 番出口）の麻布十番駅より徒歩 8 分）
https://www.tokyoamericanclub.org/index.php/en/

≪2022 年 4 月 16 日（土）≫
【開催場所】 東京アメリカンクラブ ニューヨークボールルーム
住所：〒106-8649 東京都港区麻布台 2-1-2 TEL：03-4588-0381
（日比谷線神谷町駅（2 番出口）より徒歩 10 分 / 大江戸線赤羽橋駅（中之橋口）より徒歩 9 分
南北線（3 番出口）または大江戸線（6 番出口）の麻布十番駅より徒歩 8 分）
https://www.tokyoamericanclub.org/index.php/en/
【プログラム】

（4 ﾍﾟｰｼﾞ参照）

【参 加 費】

総会・研修会・懇親会
総会・研修会のみ

15,000 円
2,000 円

※web サイトからの申込、クレジットカード決済のみとなります。
【定 員】

150 名（先着順：正式な受付ができた順となります）

＊新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、ソーシャルディスタンスをとり、定員を抑えております。
＊研修会会場では、検温・消毒液等の感染防止対策を完備しております。

【キャンセル】

3 月 26 日（土）以降のキャンセルについてはキャンセル料が発生いたしますので
ご注意ください。

【その他】
※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。
ライブ配信は、当日の代理店分会ページから視聴可能となります。
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☆参加申し込み方法・注意事項☆
今回のお申込みは、web サイトからの申込、クレジットカード決済のみとなります。
参加希望の方は…
① 下記サイトより、お申込みをお願いします。

② お支払いはクレジットカードのみとなりますので 15,000 円、もしくは 2,000 円の決済までを
完了させてください。

【お申込みサイト】

https://va.apollon.nta.co.jp/mdrt_spring2022/joho
※登録方法は、サイト内のマニュアルをご確認ください。

➢

参加申し込み受付期間： ３月 11 日(金)～ ３月 28 日(月) 17:00

➢

参加申し込み受付期間内に、①参加登録と②決済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：150 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
行へメールでご連絡ください。
3 月 26 日(土)以降にキャンセルをされますと取消料が発生いたします。詳細はお申込みサイト内の
案内をご覧ください。
発熱のある方や咳の症状が続く方等、体調のすぐれない方は、当日のご参加をお控えいただくようお
願いします。

➢

状況によっては予告なくプログラムの変更を行うことがございます。

➢

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。

-3-

第 24 回 MDRT 代理店分会総会・研修会 プログラム（予定）
日時 ： 2022 年 4 月 15 日(金) 場所 ： 幕張メッセ 国際会議場 2F 国際会議室
2022 年 4 月 16 日(土) 場所 ： 東京アメリカンクラブ
懇親会： 2022 年 4 月 15 日(金) 場所 ： 東京アメリカンクラブ
日時

場所

13:00
13:40
13:45
14:00
幕張メッセ
国際会議場 2F
国際会議室
15:40
15 日
(金)

18:30
東京アメリカンクラブ
ニューヨークボールルーム

8:45
9:15
東京アメリカンクラブ
ニューヨークボールルーム

16 日
(土)

11:00

12:20
12:30

受付開始
＊軽食を準備しております
★会長挨拶・事務局連絡事項
★【総会】 第 24 回代理店分会定時総会
休憩
★【講演①】
RML 株式会社
代表取締役 清水 英孝会員
「法人税の節税から所得税の節税へ
経営者の実利を作り出す所得税効果に主眼を置いた保
険コンサルとは」
休憩
★【講演②】
合同会社 Un-Limited School
代表 木下 山多氏
「オンラインでも売れ続ける心理行動学『売上向上術』を保
険営業に取り入れよう！」
★連絡事項
懇親会会場へ移動⇒専用バスにて各自荷物を持参の上、移
動

17:00 ごろ

20:30 ごろ

内容

★【懇親会】（会場）東京アメリカンクラブ
港区麻布台にある、90 年以上の歴史を持つ会員制国際
クラブで、会員同士の懇親を深めましょう。
集合
★【講演③】
株式会社吉澤相続事務所
代表取締役 吉澤 諭氏
「事例で学ぶ、知らなきゃ損する⁉相続対策の落とし穴」
～トラブルを未然に防ぐ実務ポイント、教えます！～
休憩
★【パネルディスカッション】
「逆境にも負けない私のマーケティング」
パネラー：齋藤 由美会員・岡田 裕明会員・
伊藤 理沙会員
コーディネーター：砂田 全士会員
反省会・アンケート
終了
＊昼食の準備はございません
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☆講師紹介☆
★ 清水 英孝会員
RML 株式会社
代表取締役

★ 木下 山多氏
合同会社 Un-Limited School
代表

★ 吉澤 諭氏
株式会社吉澤相続事務所
代表取締役

RML㈱ 資本金：1 億 8,935 万円、 RML グループ社員数：約 140 名
＊平成７年、金融機関から独立した立場で、お客様に合った保険・証券を
プロの目で選択、販売すること（購買代理）を標榜し、代理店を設立。
日本初のアメリカ型ＩＦＡビジネスの確立を目指す
＊ドクター・企業に対するコンサルティング営業を目的とし、医師会・上場企
業・大型会計事務所とのアライアンスを全国規模で展開する。60 の医師会・
歯科医師会の公認コンサルタント
＊日本証券アナリスト協会 プライベートバンカー資格 教育委員
＊日本損害保険協会 損保大学課程 研修講師
＊教育プラン診断士協会理事
＊主催セミナー
個人向け保険販売研修 サバイバルトレーニングセミナー
法人向け保険販売セミナー ステップアップセミナー
1968 年京都生まれ。三井物産(株)入社。
インドネシアへ 2 年間の社内留学を経験後世界中を訪問。
「よのなか」を変えることを決意し、2004 年 3 月に退職し、私立中学校の教師
に転職。中学校の英語教師を務める傍ら、脳科学に基づく実践心理学 NLP
を活用しての研修、セミナー、カウンセリングやセラピーを実施する等 国内及
び中国、インドネシア、マレーシアで幅広く活躍。2015 年 4 月に独立。
講演・研修を各地で展開。恐怖症、トラウマ、過敏性腸症候群、パニック
症、鬱等の解消も行なう。
「心理行動学」ニュートラルベース NLP®開発者＆マスタートレーナー
【著書】 『サンタが贈るお母さんの教科書』(こう書房)、『今日から子どもと心が
かよう魔法のことば』(明日香出版社)、『元商社マン教師の学級経営革命
～人を育てる究極のリーダーシップ』(さくら社)がある。
1966 年生まれ、東京都出身。
住友信託銀行、独立系コンサルティング会社、あおぞら銀行で相続対策・事
業承継・遺言・不動産等の業務に従事し、2014 年 4 月株式会社吉澤相続
事務所設立。現在までに講師を務めたセミナー・研修は 1,400 回超、出席
者は延べ 26,000 名超。
携わった個別相談件数は 4,200 件を超え、「答えを出す」をモットーに、現在
も数多くの相続・事業承継案件に携わっている。
著書に『34 の発言から問題をキャッチ！トラブルの芽を摘む相続対策』、『トラ
ブル事例で学ぶ 失敗しない相続対策』（共に近代セールス社）がある。
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