
『日本代協アカデミー』を
知っていただくWebセミナー

〈主催〉日本損害保険代理業協会 阪神ブロック協議会

～若手社員向け、中堅社員向け、経営者向けの学習コンテンツがあります～

「日本代協アカデミー」とは？
募集制度改革を乗り越え、消費者から選ばれる代理店となる
ために不可欠な3本柱からなる日本代協独自の研修制度です。
1.組織力強化研修（代理店経営の高度化に対応）
2.基礎力強化研修（募集人のレベルアップを図る）
3.実践的研修（収益向上）
本サイトは、ベストプラクティスの共有を実現する仕組みでもあり、
カリキュラムを受講した結果が、そのまま募集人ごとの教育の
エビデンスの整理に繋がり、当局のモニタリングのエビデンスと

してもご利用可能な仕組みです。

講師 石川幸英氏

お申込はこちらから

参加費無料

〈お問い合わせ・お申込み〉

一般社団法人和歌山県損害保険代理業協会

073-460-1562FAX

TEL

wakayamadaikyo@maia.eonet.ne.jpE-mail

073-460-4761

日　 　  時 2020年9月18日（金） 15：00～16：00
石川　英幸 氏（株式会社ミライト　代表取締役）

（一社）日本損害保険代理業協会　教育委員長

場　 　　所 オンラインセミナー（参加URLをご連絡いたします）

定　　 　員 150名（先着順 定員に達し次第、締切とさせて頂きます）

締 切 日 2020年9月11（金） 15時迄
右横QRコードまたは下記に必要事項をご記入の上

FAX・メールにて事務局へお申込みください

講　   　師

申 込 方 法

【代協会員の方】

会 社 名

参 加 者 名

ご連絡先電話番号 E-mail

【会員以外の方】

会 社 名

参 加 者 名

ご連絡先電話番号 E-mail

役 職

役 職


献血

		一般社団法人兵庫県損害保険代理業協会 イッパン シャダン ホウジン ヒョウゴケン ソンガイ ホケン ダイリ ギョウ キョウカイ										①ミント神戸15献血ルーム コウベ ケンケツ		0120-150-072

				会長 カイチョウ				塩谷　広志 シオタニ ヒロシ				②三宮センタープラザ献血ルーム サンノミヤ ケンケツ		078-391-7070

				CSR委員長 イインチョウ				壷内　栄之輔 ツボウチ エイノスケ				③明石運転免許試験場献血ルーム アカシ ウンテン メンキョ シケン バ ケンケツ		0120-078-192

				　副委員長 フクイインチョウ				中川　宏 ナカガワ ヒロシ				④新長田鉄人前献血ルーム シンナガタ テツジン マエ ケンケツ		0120-790-028

												⑤塚口さんさんタウン献血ルーム ツカグチ ケンケツ		0120-429-141

												⑥にしきた献血ルーム ケンケツ		0120-005-201

												⑦姫路みゆき通献血ルーム ヒメジ トオ ケンケツ		0120-160-489







































代理店賠責



				会社名　　　　代理店名 カイシャ メイ ダイリテン メイ						連絡先 レンラクサキ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ

				□代協会員（阪神 神戸 姫路）支部　□会員以外　□保険会社　□その他（　　  　　　　） ダイキョウ カイイン ハンシン コウベ ヒメジ シブ カイイン イガイ ホケン カイシャ タ

				代理店賠責に・・・　□加入している　　□加入していない　　□検討中 ダイリテン バイセキ カニュウ カニュウ ケントウチュウ

				※参加申込書に記入された情報は、注意を持って管理し講座の円滑な運営の為に利用します。 サンカ モウシコミショ キニュウ ジョウホウ チュウイ モ カンリ コウザ エンカツ ウンエイ タメ リヨウ





代理店賠責 (2)

				代協会員 ダイキョウ カイイン

				代理店名 ダイリテン メイ						所属支部 ショゾク シブ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ



				会員以外 カイイン イガイ

				会社名　　　　代理店名 カイシャ メイ ダイリテン メイ						連絡先 レンラクサキ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ



				◆下記にþをお願いいたします。 カキ ネガ

				『日本代協新プラン』に・・・　□加入している　□検討中　□加入していない ニホン ダイキョウ シン カニュウ ケントウチュウ カニュウ







神戸支部

				『先進医療で治療してみたら…』セミナー参加申込書　FAX078-333-6590 センシン イリョウ チリョウ サンカ モウシコミショ

				代理店名　　　　　又は保険会社名 ダイリテン メイ マタ ホケン カイシャ メイ						代協所属　　支部名 ダイキョウ ショゾク シブ メイ				連絡先 レンラクサキ

				参加者名 サンカシャ メイ		①						懇親会 コンシン カイ		□参加する　　□参加しない サンカ サンカ

						②								□参加する　　□参加しない サンカ サンカ

						③								□参加する　　□参加しない サンカ サンカ

				【フリー参加】 サンカ

				会　社　名 カイ シャ メイ								連絡先 レンラク サキ

				参加者名 サンカシャ メイ		①						懇親会 コンシン カイ		□参加する　　□参加しない サンカ サンカ

						②								□参加する　　□参加しない サンカ サンカ





















賀詞交歓会



						御社名 オンシャ メイ																												会員　支部名 カイイン シブ メイ

						支店名及び課支社名 シテン メイ オヨ カシシャ メイ																								連絡先 レンラクサキ

																																※（　　）内へ〇印をご記入ください ナイ シルシ キニュウ

						役  職 ヤク ショク										参加者名 サンカシャ メイ														（　　）記念講演 キネン コウエン								（　　）懇親会 コンシン カイ

						役  職 ヤク ショク										参加者名 サンカシャ メイ														（　　）記念講演 キネン コウエン								（　　）懇親会 コンシン カイ

						役  職 ヤク ショク										参加者名 サンカシャ メイ														（　　）記念講演 キネン コウエン								（　　）懇親会 コンシン カイ

						役  職 ヤク ショク										参加者名 サンカシャ メイ														（　　）記念講演 キネン コウエン								（　　）懇親会 コンシン カイ

						役  職 ヤク ショク										参加者名 サンカシャ メイ														（　　）記念講演 キネン コウエン								（　　）懇親会 コンシン カイ

						役  職 ヤク ショク										参加者名 サンカシャ メイ														（　　）記念講演 キネン コウエン								（　　）懇親会 コンシン カイ

						◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

						●フリー参加 サンカ

						御社名 オンシャ メイ																連絡先 レンラクサキ												紹介者 ショウカイシャ

						役  職 ヤク ショク										参加者名 サンカシャ メイ														（　　）記念講演 キネン コウエン								（　　）懇親会 コンシン カイ

						※懇親会を当日欠席された場合は後日会費を徴収いたします。 コンシン カイ トウジツ ケッセキ バアイ ゴジツ カイヒ チョウシュウ





コウノトリ等

				代理店名
(会社名) ダイリテン メイ カイシャメイ				支部名
(支店名) シブ メイ シテンメイ

				代表者氏名 ダイヒョウシャ シ ナ				連絡先 レンラクサキ

				※雨天中止の場合、代表者様にご連絡致しますので携帯番号又はメールアドレスをご記入ください。 ウテン チュウシ バアイ ダイヒョウシャ サマ レンラク イタ ケイタイ バンゴウ マタ キニュウ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ





姫路支部

				「目からウロコの防犯」セミナー参加申込書（FAX　078-333-6590） メ ボウハン サンカ モウシコミショ

				貴社名 キシャ メイ				連絡先 レンラクサキ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ





地震保険

														※参加場所にþを入れてください。 サンカ バショ イ

				参加場所 サンカ バショ						□①JR姫路駅前　　□②JR加古川駅前　　□③JR元町駅前 ヒメジ エキ マエ カコガワ エキマエ モトマチ エキ マエ

				各会場責任者 カクカイジョウ セキニンシャ						①姫路会場：久保井　茂雄　②加古川会場：塩谷　広志　③神戸会場：村上　智史 ヒメジ カイジョウ クボイ シゲオ カコガワ カイジョウ シオタニ ヒロシ コウベ カイジョウ ムラカミ サトシ

				代理店名　　　　又は保険会社名 ダイリテン メイ マタ ホケン カイシャ メイ										所属支部　　又は課支社 ショゾク シブ マタ カ シシャ

				※雨天中止の場合、代表者様にご連絡致しますので携帯番号又はメールアドレスを必ずご記入ください。 ウテン チュウシ バアイ ダイヒョウシャ サマ レンラク イタ ケイタイ バンゴウ マタ カナラ キニュウ

				代表者名 ダイヒョウシャ ナ										連絡先 レンラクサキ

				参加者名 サンカ メイ		①								⑥

						②								⑦

						③								⑧

						④								⑨

						⑤								⑩







無保険・盗難

				代理店名 ダイリテン メイ				支部名 シブ メイ

				（会社名） カイシャメイ				（支店名） シテンメイ



				①無保険車追放 ムホケン シャ ツイホウ

				代表者氏名 ダイヒョウシャ シ ナ				連絡先 レンラク サキ

				②盗難防止 トウナン ボウシ

				代表者氏名 ダイヒョウシャ シ ナ				連絡先 レンラク サキ

				※雨天中止の場合、代表者様にご連絡致しますので携帯番号又はメールアドレスをご記入ください。 ウテン チュウシ バアイ ダイヒョウシャ サマ レンラク イタ ケイタイ バンゴウ マタ キニュウ

				※ご参加頂けるキャンペーンに〇をお入れください。 サンカ イタダ イ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ				①無保険車追放　②盗難防止 ムホケン シャ ツイホウ トウナン ボウシ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ				①無保険車追放　②盗難防止 ムホケン シャ ツイホウ トウナン ボウシ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ				①無保険車追放　②盗難防止 ムホケン シャ ツイホウ トウナン ボウシ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ				①無保険車追放　②盗難防止 ムホケン シャ ツイホウ トウナン ボウシ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ				①無保険車追放　②盗難防止 ムホケン シャ ツイホウ トウナン ボウシ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ				①無保険車追放　②盗難防止 ムホケン シャ ツイホウ トウナン ボウシ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ				①無保険車追放　②盗難防止 ムホケン シャ ツイホウ トウナン ボウシ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ				①無保険車追放　②盗難防止 ムホケン シャ ツイホウ トウナン ボウシ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ				①無保険車追放　②盗難防止 ムホケン シャ ツイホウ トウナン ボウシ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ				①無保険車追放　②盗難防止 ムホケン シャ ツイホウ トウナン ボウシ





無保険・盗難 (2)

				代理店名 ダイリテン メイ										所属支部 ショゾク シブ

				又は保険会社名 マタ ホケン カイシャ メイ										又は課支社 マタ カ シシャ

				※雨天中止の場合、代表者様にご連絡致しますので携帯番号又はメールアドレスを必ずご記入ください。 ウテン チュウシ バアイ ダイヒョウシャ サマ レンラク イタ ケイタイ バンゴウ マタ カナラ キニュウ

				代　表　者　名 ダイ オモテ モノ ナ								連絡先 レンラクサキ

				参加者名 サンカ シャ メイ		①						⑥

						②						⑦

						③						⑧

						④						⑨

						⑤						⑩























美化キャンペーン

				代理店名 ダイリテン メイ										所属支部 ショゾク シブ

				又は保険会社名 マタ ホケン カイシャ メイ										又は課支社 マタ カ シシャ



				代　表　者　名 ダイ オモテ モノ ナ								連絡先 レンラクサキ

				参加者名 サンカ シャ メイ		①						⑥

						②						⑦

						③						⑧

						④						⑨

						⑤						⑩























六甲山

				代理店名 ダイリテン メイ										所属支部 ショゾク シブ

				又は保険会社名 マタ ホケン カイシャ メイ										又は課支社 マタ カ シシャ

				※雨天中止の場合、代表者様にご連絡致しますので携帯番号又はメールアドレスを必ずご記入ください。 ウテン チュウシ バアイ ダイヒョウシャ サマ レンラク イタ ケイタイ バンゴウ マタ カナラ キニュウ

				代　表　者　名 ダイ オモテ モノ ナ								連絡先 レンラクサキ

				参加者名 サンカ シャ メイ		①						③

						②						④























3支部合同

				カリスマ添乗員　平田　進也氏セミナー参加申込書（FAX　078-333-6590） テンジョウイン ヒラタ シンヤ シ サンカ モウシコミショ

				代理店名　　　　　又は保険会社名 ダイリテン メイ マタ ホケン カイシャ メイ						代協所属　　支部名 ダイキョウ ショゾク シブ メイ				連絡先 レンラクサキ

				参加者名 サンカシャ メイ		①						懇親会 コンシン カイ		□参加する　　□参加しない サンカ サンカ

						②								□参加する　　□参加しない サンカ サンカ

						③								□参加する　　□参加しない サンカ サンカ

				【フリー参加】 サンカ

				会　社　名 カイ シャ メイ								連絡先 レンラク サキ

				参加者名 サンカシャ メイ		①						懇親会 コンシン カイ		□参加する　　□参加しない サンカ サンカ

						②								□参加する　　□参加しない サンカ サンカ





















ｱｶﾃﾞﾐｰ

				【代協会員の方】 ダイキョウ カイイン カタ		代協名 ダイキョウ メイ										所属支部 ショゾク シブ

				会社名 カイシャ メイ

				参加者名 サンカ シャ メイ												役職 ヤクショク

				ご連絡先電話番号 レンラク サキ デンワ バンゴウ										E-mail

				【会員以外の方】 カイイン イガイ カタ

				会社名 カイシャ メイ

				参加者名 サンカ シャ メイ												役職 ヤクショク

				ご連絡先電話番号 レンラク サキ デンワ バンゴウ										E-mail





Sheet2



				日　 　  時 ヒ トキ				2020年9月18日（金） 15：00～16：00

				講　   　師 コウ シ				石川　英幸 氏（株式会社ミライト　代表取締役） イシカワ ヒデ ユキ シ カブシキ カイシャ ダイヒョウ トリシマリヤク

								（一社）日本損害保険代理業協会　教育委員長 イチ シャ ニホン ソンガイ ホケン ダイリ ギョウ キョウカイ キョウイク イインチョウ

				場　 　　所 バ ショ				オンラインセミナー（参加URLをご連絡いたします） サンカ レンラク

				定　　 　員 サダム イン				150名（先着順 定員に達し次第、締切とさせて頂きます） メイ センチャク ジュン テイイン タッ シダイ シメキリ イタダ

				締切日 シメ キリ ヒ				2020年9月11（金） 15時迄 ネン ツキ キン ジ マデ

				申込方法				右横QRコードまたは下記に必要事項をご記入の上 ミギ ヨコ カキ ヒツヨウ ジコウ キニュウ ウエ

								FAX・メールにて事務局へお申込みください ジムキョク モウシコ






献血

		一般社団法人兵庫県損害保険代理業協会 イッパン シャダン ホウジン ヒョウゴケン ソンガイ ホケン ダイリ ギョウ キョウカイ										①ミント神戸15献血ルーム コウベ ケンケツ		0120-150-072

				会長 カイチョウ				塩谷　広志 シオタニ ヒロシ				②三宮センタープラザ献血ルーム サンノミヤ ケンケツ		078-391-7070

				CSR委員長 イインチョウ				壷内　栄之輔 ツボウチ エイノスケ				③明石運転免許試験場献血ルーム アカシ ウンテン メンキョ シケン バ ケンケツ		0120-078-192

				　副委員長 フクイインチョウ				中川　宏 ナカガワ ヒロシ				④新長田鉄人前献血ルーム シンナガタ テツジン マエ ケンケツ		0120-790-028

												⑤塚口さんさんタウン献血ルーム ツカグチ ケンケツ		0120-429-141

												⑥にしきた献血ルーム ケンケツ		0120-005-201

												⑦姫路みゆき通献血ルーム ヒメジ トオ ケンケツ		0120-160-489







































代理店賠責



				会社名　　　　代理店名 カイシャ メイ ダイリテン メイ						連絡先 レンラクサキ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ

				□代協会員（阪神 神戸 姫路）支部　□会員以外　□保険会社　□その他（　　  　　　　） ダイキョウ カイイン ハンシン コウベ ヒメジ シブ カイイン イガイ ホケン カイシャ タ

				代理店賠責に・・・　□加入している　　□加入していない　　□検討中 ダイリテン バイセキ カニュウ カニュウ ケントウチュウ

				※参加申込書に記入された情報は、注意を持って管理し講座の円滑な運営の為に利用します。 サンカ モウシコミショ キニュウ ジョウホウ チュウイ モ カンリ コウザ エンカツ ウンエイ タメ リヨウ





代理店賠責 (2)

				代協会員 ダイキョウ カイイン

				代理店名 ダイリテン メイ						所属支部 ショゾク シブ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ



				会員以外 カイイン イガイ

				会社名　　　　代理店名 カイシャ メイ ダイリテン メイ						連絡先 レンラクサキ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ



				◆下記にþをお願いいたします。 カキ ネガ

				『日本代協新プラン』に・・・　□加入している　□検討中　□加入していない ニホン ダイキョウ シン カニュウ ケントウチュウ カニュウ







神戸支部

				『先進医療で治療してみたら…』セミナー参加申込書　FAX078-333-6590 センシン イリョウ チリョウ サンカ モウシコミショ

				代理店名　　　　　又は保険会社名 ダイリテン メイ マタ ホケン カイシャ メイ						代協所属　　支部名 ダイキョウ ショゾク シブ メイ				連絡先 レンラクサキ

				参加者名 サンカシャ メイ		①						懇親会 コンシン カイ		□参加する　　□参加しない サンカ サンカ

						②								□参加する　　□参加しない サンカ サンカ

						③								□参加する　　□参加しない サンカ サンカ

				【フリー参加】 サンカ

				会　社　名 カイ シャ メイ								連絡先 レンラク サキ

				参加者名 サンカシャ メイ		①						懇親会 コンシン カイ		□参加する　　□参加しない サンカ サンカ

						②								□参加する　　□参加しない サンカ サンカ





















賀詞交歓会



						御社名 オンシャ メイ																												会員　支部名 カイイン シブ メイ

						支店名及び課支社名 シテン メイ オヨ カシシャ メイ																								連絡先 レンラクサキ

																																※（　　）内へ〇印をご記入ください ナイ シルシ キニュウ

						役  職 ヤク ショク										参加者名 サンカシャ メイ														（　　）記念講演 キネン コウエン								（　　）懇親会 コンシン カイ

						役  職 ヤク ショク										参加者名 サンカシャ メイ														（　　）記念講演 キネン コウエン								（　　）懇親会 コンシン カイ

						役  職 ヤク ショク										参加者名 サンカシャ メイ														（　　）記念講演 キネン コウエン								（　　）懇親会 コンシン カイ

						役  職 ヤク ショク										参加者名 サンカシャ メイ														（　　）記念講演 キネン コウエン								（　　）懇親会 コンシン カイ

						役  職 ヤク ショク										参加者名 サンカシャ メイ														（　　）記念講演 キネン コウエン								（　　）懇親会 コンシン カイ

						役  職 ヤク ショク										参加者名 サンカシャ メイ														（　　）記念講演 キネン コウエン								（　　）懇親会 コンシン カイ

						◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

						●フリー参加 サンカ

						御社名 オンシャ メイ																連絡先 レンラクサキ												紹介者 ショウカイシャ

						役  職 ヤク ショク										参加者名 サンカシャ メイ														（　　）記念講演 キネン コウエン								（　　）懇親会 コンシン カイ

						※懇親会を当日欠席された場合は後日会費を徴収いたします。 コンシン カイ トウジツ ケッセキ バアイ ゴジツ カイヒ チョウシュウ





コウノトリ等

				代理店名
(会社名) ダイリテン メイ カイシャメイ				支部名
(支店名) シブ メイ シテンメイ

				代表者氏名 ダイヒョウシャ シ ナ				連絡先 レンラクサキ

				※雨天中止の場合、代表者様にご連絡致しますので携帯番号又はメールアドレスをご記入ください。 ウテン チュウシ バアイ ダイヒョウシャ サマ レンラク イタ ケイタイ バンゴウ マタ キニュウ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ





姫路支部

				「目からウロコの防犯」セミナー参加申込書（FAX　078-333-6590） メ ボウハン サンカ モウシコミショ

				貴社名 キシャ メイ				連絡先 レンラクサキ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ





地震保険

														※参加場所にþを入れてください。 サンカ バショ イ

				参加場所 サンカ バショ						□①JR姫路駅前　　□②JR加古川駅前　　□③JR元町駅前 ヒメジ エキ マエ カコガワ エキマエ モトマチ エキ マエ

				各会場責任者 カクカイジョウ セキニンシャ						①姫路会場：久保井　茂雄　②加古川会場：塩谷　広志　③神戸会場：村上　智史 ヒメジ カイジョウ クボイ シゲオ カコガワ カイジョウ シオタニ ヒロシ コウベ カイジョウ ムラカミ サトシ

				代理店名　　　　又は保険会社名 ダイリテン メイ マタ ホケン カイシャ メイ										所属支部　　又は課支社 ショゾク シブ マタ カ シシャ

				※雨天中止の場合、代表者様にご連絡致しますので携帯番号又はメールアドレスを必ずご記入ください。 ウテン チュウシ バアイ ダイヒョウシャ サマ レンラク イタ ケイタイ バンゴウ マタ カナラ キニュウ

				代表者名 ダイヒョウシャ ナ										連絡先 レンラクサキ

				参加者名 サンカ メイ		①								⑥

						②								⑦

						③								⑧

						④								⑨

						⑤								⑩







無保険・盗難

				代理店名 ダイリテン メイ				支部名 シブ メイ

				（会社名） カイシャメイ				（支店名） シテンメイ



				①無保険車追放 ムホケン シャ ツイホウ

				代表者氏名 ダイヒョウシャ シ ナ				連絡先 レンラク サキ

				②盗難防止 トウナン ボウシ

				代表者氏名 ダイヒョウシャ シ ナ				連絡先 レンラク サキ

				※雨天中止の場合、代表者様にご連絡致しますので携帯番号又はメールアドレスをご記入ください。 ウテン チュウシ バアイ ダイヒョウシャ サマ レンラク イタ ケイタイ バンゴウ マタ キニュウ

				※ご参加頂けるキャンペーンに〇をお入れください。 サンカ イタダ イ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ				①無保険車追放　②盗難防止 ムホケン シャ ツイホウ トウナン ボウシ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ				①無保険車追放　②盗難防止 ムホケン シャ ツイホウ トウナン ボウシ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ				①無保険車追放　②盗難防止 ムホケン シャ ツイホウ トウナン ボウシ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ				①無保険車追放　②盗難防止 ムホケン シャ ツイホウ トウナン ボウシ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ				①無保険車追放　②盗難防止 ムホケン シャ ツイホウ トウナン ボウシ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ				①無保険車追放　②盗難防止 ムホケン シャ ツイホウ トウナン ボウシ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ				①無保険車追放　②盗難防止 ムホケン シャ ツイホウ トウナン ボウシ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ				①無保険車追放　②盗難防止 ムホケン シャ ツイホウ トウナン ボウシ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ				①無保険車追放　②盗難防止 ムホケン シャ ツイホウ トウナン ボウシ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ				①無保険車追放　②盗難防止 ムホケン シャ ツイホウ トウナン ボウシ





無保険・盗難 (2)

				代理店名 ダイリテン メイ										所属支部 ショゾク シブ

				又は保険会社名 マタ ホケン カイシャ メイ										又は課支社 マタ カ シシャ

				※雨天中止の場合、代表者様にご連絡致しますので携帯番号又はメールアドレスを必ずご記入ください。 ウテン チュウシ バアイ ダイヒョウシャ サマ レンラク イタ ケイタイ バンゴウ マタ カナラ キニュウ

				代　表　者　名 ダイ オモテ モノ ナ								連絡先 レンラクサキ

				参加者名 サンカ シャ メイ		①						⑥

						②						⑦

						③						⑧

						④						⑨

						⑤						⑩























美化キャンペーン

				代理店名 ダイリテン メイ										所属支部 ショゾク シブ

				又は保険会社名 マタ ホケン カイシャ メイ										又は課支社 マタ カ シシャ



				代　表　者　名 ダイ オモテ モノ ナ								連絡先 レンラクサキ

				参加者名 サンカ シャ メイ		①						⑥

						②						⑦

						③						⑧

						④						⑨

						⑤						⑩























六甲山

				代理店名 ダイリテン メイ										所属支部 ショゾク シブ

				又は保険会社名 マタ ホケン カイシャ メイ										又は課支社 マタ カ シシャ

				※雨天中止の場合、代表者様にご連絡致しますので携帯番号又はメールアドレスを必ずご記入ください。 ウテン チュウシ バアイ ダイヒョウシャ サマ レンラク イタ ケイタイ バンゴウ マタ カナラ キニュウ

				代　表　者　名 ダイ オモテ モノ ナ								連絡先 レンラクサキ

				参加者名 サンカ シャ メイ		①						③

						②						④























3支部合同

				カリスマ添乗員　平田　進也氏セミナー参加申込書（FAX　078-333-6590） テンジョウイン ヒラタ シンヤ シ サンカ モウシコミショ

				代理店名　　　　　又は保険会社名 ダイリテン メイ マタ ホケン カイシャ メイ						代協所属　　支部名 ダイキョウ ショゾク シブ メイ				連絡先 レンラクサキ

				参加者名 サンカシャ メイ		①						懇親会 コンシン カイ		□参加する　　□参加しない サンカ サンカ

						②								□参加する　　□参加しない サンカ サンカ

						③								□参加する　　□参加しない サンカ サンカ

				【フリー参加】 サンカ

				会　社　名 カイ シャ メイ								連絡先 レンラク サキ

				参加者名 サンカシャ メイ		①						懇親会 コンシン カイ		□参加する　　□参加しない サンカ サンカ

						②								□参加する　　□参加しない サンカ サンカ





















ｱｶﾃﾞﾐｰ

				【代協会員の方】 ダイキョウ カイイン カタ

				会社名 カイシャ メイ

				参加者名 サンカ シャ メイ												役職 ヤクショク

				ご連絡先電話番号 レンラク サキ デンワ バンゴウ										E-mail

				【会員以外の方】 カイイン イガイ カタ

				会社名 カイシャ メイ

				参加者名 サンカ シャ メイ												役職 ヤクショク

				ご連絡先電話番号 レンラク サキ デンワ バンゴウ										E-mail
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				日　 　  時 ヒ トキ				2020年9月18日（金） 15：00～16：00

				講　   　師 コウ シ				石川　英幸 氏（株式会社ミライト　代表取締役） イシカワ ヒデ ユキ シ カブシキ カイシャ ダイヒョウ トリシマリヤク

								（一社）日本損害保険代理業協会　教育委員長 イチ シャ ニホン ソンガイ ホケン ダイリ ギョウ キョウカイ キョウイク イインチョウ

				場　 　　所 バ ショ				オンラインセミナー（参加URLをご連絡いたします） サンカ レンラク

				定　　 　員 サダム イン				150名（先着順 定員に達し次第、締切とさせて頂きます） メイ センチャク ジュン テイイン タッ シダイ シメキリ イタダ

				締切日 シメ キリ ヒ				2020年9月11（金） 15時迄 ネン ツキ キン ジ マデ

				申込方法				右横QRコードまたは下記に必要事項をご記入の上 ミギ ヨコ カキ ヒツヨウ ジコウ キニュウ ウエ

								FAX・メールにて事務局へお申込みください ジムキョク モウシコ
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