
『人と人とをつなぐ、思いの伝え方』

兵庫県代協
阪神・神戸・姫路３支部合同セミナー開催

～お客様の心をワシづかみにしたナニワのカリスマ添乗員～

営業先や販売元には、必ずお客様がいらっしゃるはずです。
その中でも「ロイヤルカスタマー」と呼ばれるお客様を多数
作り出す事は、至難の業です。お客様に自分の企画を受け入れ
て頂くには、自分の思いをお伝えし納得して頂くには、どうすれば
よいのでしょうか？「お客様に喜んでもらう！」というポリシーを
根底に、相手との空気の和ませ方、心を掴むテクニックなど
多彩なアプローチ方法を持つナニワのカリスマ添乗員に
「人と人をつなぐ、思いの伝え方」を伝授して頂きます。
自分の提案がなぜ受け入れられないのか？なぜ売れないのか？
悩んでいる方は必聴です！

講師 平田 進也氏
〔浪花（なにわ、ナニワ）の

カリスマ添乗員〕
奈良県吉野市出身。奈良県在住。
『おはよう朝日です』『探偵！ナイト
スクープ」 などの番組に出演。
2000年代以降はメディア各種に
多数出演。各地で講演を行う。
現在は『こんちわコンちゃんお昼です
よ！』（MBSラジオ）に不定期で出演中。

10月9日（水） 15：30～17：30
※受付開始 15：00～

三井住友海上火災保険（株）
神戸支店 10階 大会議室 定員100名

※定員になり次第締切

会費 1,000円 17：30～19：00
※会費は当日、受付にてお支払いください。

お問合せ・お申込み

TEL 078-333-6547
E-MAIL info@hyogokendk.or.jp

一般社団法人兵庫県損害保険代理業協会
阪神支部 支部長 磯﨑 比呂志
神戸支部 支部長 村上 智史
姫路支部 支部長 久保井 茂雄

申込締切日 9月26日（木）

【セミナー参加費無料】

代協所属
支部名

連絡先

①

②

③

【フリー参加】

会　社　名 連絡先

①

②

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）

参加者名 懇親会

代理店名
又は保険会社名

□参加する　　□参加しない

□参加する　　□参加しない

□参加する　　□参加しない

参加者名 懇親会
□参加する　　□参加しない

□参加する　　□参加しない

開催場所

開催日時

懇 親 会

※懇親会の参加・不参加には必ずをお入れください。


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
(会社名) ダイ リ ミセ メイ カイシャメイ										支部名
(支店名) シブ メイ シテンメイ

				※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

				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										支部名 シブ メイ

				（会社名） カイシャメイ										（支店名） シテンメイ

				※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

				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 シャ メイ		①						⑥

						②						⑦

						③						⑧

						④						⑨

						⑤						⑩























2019.10.9

				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

				※懇親会の参加・不参加欄には必ずþを入れてください。 コンシン カイ サンカ フサンカ ラン カナラ イ



















2019.10.9 (2)

				「お客様への思いの伝え方」セミナー参加申込書（FAX　078-333-6590） キャクサマ オモ ツタ カタ 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												連絡先 レンラクサキ

				参加者名 サンカシャ メイ						（懇親会）　参加　不参加 コンシン カイ サンカ フサンカ

										（懇親会）　参加　不参加 コンシン カイ サンカ フサンカ

										（懇親会）　参加　不参加 コンシン カイ サンカ フサンカ






	スライド番号 1

