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ご記入頂いたデータは、参加申込手続処理、当協会関連のセミナー・講座のご案内

氏名 

住所 

Ｅ－ｍａｉｌ 

NPO 法人日本リスクマネジャー＆コンサルタント協会（

保険
「保険
～顧客本位の業務運営と法人マーケットでの強み構築のために

RMCA では、

界の皆様が

安全な経営・生活

になります。

お申込・お問合せ

〒150-0001 

第 1 部：

（法人マーケット開拓のために）
□RM による

□独自の経営資源による差別化

 

NPO

    

 MBA

ARICE

  

講師 

イントロダクション：
□競争環境の激化・マーケットの縮小

□在り方の変化と保険料・手数料の縮小

 

第 3 部：
□保険 RM

◇日時：2018

◇会場：難波御堂筋ホール

〒542

◇料金：無料

ＦＡＸ：０３－６７００－０９６６（

データは、参加申込手続処理、当協会関連のセミナー・講座のご案内

 

法人日本リスクマネジャー＆コンサルタント協会（

保険業界向けリスクマネジメントセミナー
保険業界におけるリスクマネジメントの必要性

顧客本位の業務運営と法人マーケットでの強み構築のために

では、2017 年より保険業界向けの取組を強化しております。具体的には、保険業

がリスクマネジメントの考え方やノウハウを

経営・生活及び

。今回は大阪

お申込・お問合せ ●ＲＭＣＡ

 東京都渋谷区神宮前

部：RM による法人開拓

（法人マーケット開拓のために）
による法人への最適提案

□独自の経営資源による差別化

NPO 法人日本

      

MBA（経営管理修士）、上級リスク診断士、社会保険労務士

ARICE ホールディングス

   

イントロダクション：
□競争環境の激化・マーケットの縮小

□在り方の変化と保険料・手数料の縮小

部：RMCA の保険代理店
RM 研究会のサービス

2018年12

難波御堂筋ホール

542-0076 

無料 （限定
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データは、参加申込手続処理、当協会関連のセミナー・講座のご案内

 

 

法人日本リスクマネジャー＆コンサルタント協会（

業界向けリスクマネジメントセミナー
におけるリスクマネジメントの必要性

顧客本位の業務運営と法人マーケットでの強み構築のために

年より保険業界向けの取組を強化しております。具体的には、保険業

リスクマネジメントの考え方やノウハウを

及び保険業界のレベルとステイタスの

大阪でセミナーを開催致しますので

●ＲＭＣＡ 事務局

東京都渋谷区神宮前 6

による法人開拓

（法人マーケット開拓のために）
法人への最適提案 

□独自の経営資源による差別化

法人日本リスクマネジャー

  （RMCA 保険リスクマネジメント研究会

（経営管理修士）、上級リスク診断士、社会保険労務士

ホールディングス

イントロダクション：想定される業界の変化
□競争環境の激化・マーケットの縮小

□在り方の変化と保険料・手数料の縮小

の保険代理店
研究会のサービス   

2月18日（

難波御堂筋ホール   

0076 大阪市中央区難波

（限定 30 名様の無料セミナーです。）

ＦＡＸ：０３－６７００－０９６６（

データは、参加申込手続処理、当協会関連のセミナー・講座のご案内

法人日本リスクマネジャー＆コンサルタント協会（

業界向けリスクマネジメントセミナー
におけるリスクマネジメントの必要性

顧客本位の業務運営と法人マーケットでの強み構築のために

年より保険業界向けの取組を強化しております。具体的には、保険業

リスクマネジメントの考え方やノウハウを

保険業界のレベルとステイタスの

セミナーを開催致しますので

事務局   TEL:03-

6-28-9 東武ビル

による法人開拓 

（法人マーケット開拓のために） 
  

□独自の経営資源による差別化 

リスクマネジャー＆コンサルタント協会

保険リスクマネジメント研究会

（経営管理修士）、上級リスク診断士、社会保険労務士

ホールディングス(株) 

想定される業界の変化
□競争環境の激化・マーケットの縮小  

□在り方の変化と保険料・手数料の縮小

の保険代理店支援について
    □教育・研修・

日（火） 14:00

   TEL 06

大阪市中央区難波

名様の無料セミナーです。）
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データは、参加申込手続処理、当協会関連のセミナー・講座のご案内

会社名

懇親会

法人日本リスクマネジャー＆コンサルタント協会（

業界向けリスクマネジメントセミナー
におけるリスクマネジメントの必要性

顧客本位の業務運営と法人マーケットでの強み構築のために

年より保険業界向けの取組を強化しております。具体的には、保険業

リスクマネジメントの考え方やノウハウを

保険業界のレベルとステイタスの

セミナーを開催致しますので

-6892-4106  FAX:03

東武ビル 6F E

 

＆コンサルタント協会

保険リスクマネジメント研究会

（経営管理修士）、上級リスク診断士、社会保険労務士

 代表取締役

想定される業界の変化
  ⇒ マーケットチェンジ・独自の付加価値

□在り方の変化と保険料・手数料の縮小 ⇒ 存在意義の変革・組織化・金融機関化

第

（組織化・企業化・金融機関化の実現）
□組織としてのマネジメントの仕組

□金融機関としてのガバナンス態勢

支援について 
教育・研修・

14:00～17

06－6631

大阪市中央区難波4-2-1難波御堂筋ビルディング

名様の無料セミナーです。）

ＦＡＸ：０３－６７００－０９６６（RMCA

データは、参加申込手続処理、当協会関連のセミナー・講座のご案内

会社名 

TEL

懇親会 

法人日本リスクマネジャー＆コンサルタント協会（

業界向けリスクマネジメントセミナー
におけるリスクマネジメントの必要性

顧客本位の業務運営と法人マーケットでの強み構築のために

年より保険業界向けの取組を強化しております。具体的には、保険業

リスクマネジメントの考え方やノウハウを習得・活用

保険業界のレベルとステイタスの向上

セミナーを開催致しますので、是非

4106  FAX:03-6700

E-mail:info@rmcaj.net

＆コンサルタント協会

保険リスクマネジメント研究会

（経営管理修士）、上級リスク診断士、社会保険労務士

代表取締役（その他複数の組織に関与）

想定される業界の変化とリスクマネジメントの必要性
マーケットチェンジ・独自の付加価値

存在意義の変革・組織化・金融機関化

第 2 部：RM

（組織化・企業化・金融機関化の実現）
□組織としてのマネジメントの仕組

□金融機関としてのガバナンス態勢

教育・研修・コンテンツ提供及び営業支援

17：00 （

6631-8301 

難波御堂筋ビルディング

名様の無料セミナーです。） 

RMCA 事務局行）

データは、参加申込手続処理、当協会関連のセミナー・講座のご案内、RM 情報提供のために使用いたします。

TEL  

参加

法人日本リスクマネジャー＆コンサルタント協会（

業界向けリスクマネジメントセミナー
におけるリスクマネジメントの必要性

顧客本位の業務運営と法人マーケットでの強み構築のために

年より保険業界向けの取組を強化しております。具体的には、保険業

活用する事で、お客様の

向上を実現

是非ともご参加下さい。

6700-0966 相馬宛

mail:info@rmcaj.net 

＆コンサルタント協会 副理事長

保険リスクマネジメント研究会 会長）

（経営管理修士）、上級リスク診断士、社会保険労務士 

（その他複数の組織に関与）

リスクマネジメントの必要性
マーケットチェンジ・独自の付加価値

存在意義の変革・組織化・金融機関化

RM による代理店経営

（組織化・企業化・金融機関化の実現）
□組織としてのマネジメントの仕組

□金融機関としてのガバナンス態勢

コンテンツ提供及び営業支援

（17:30～

 

難波御堂筋ビルディング

事務局行）

情報提供のために使用いたします。

 

参加 ・ 不参加

法人日本リスクマネジャー＆コンサルタント協会（RMCA

業界向けリスクマネジメントセミナー
におけるリスクマネジメントの必要性と対応

顧客本位の業務運営と法人マーケットでの強み構築のために

年より保険業界向けの取組を強化しております。具体的には、保険業

する事で、お客様の

実現するための

ご参加下さい。

相馬宛 

 http://www.rmcaj.net/

副理事長 松本一成

） 

（その他複数の組織に関与）

リスクマネジメントの必要性
マーケットチェンジ・独自の付加価値

存在意義の変革・組織化・金融機関化

による代理店経営

（組織化・企業化・金融機関化の実現）
□組織としてのマネジメントの仕組

□金融機関としてのガバナンス態勢

コンテンツ提供及び営業支援

～ 近隣にて懇親会）

難波御堂筋ビルディング9F   

事務局行） 

情報提供のために使用いたします。

不参加 

RMCA）主催 

業界向けリスクマネジメントセミナー 
と対応」 

顧客本位の業務運営と法人マーケットでの強み構築のために～ 

年より保険業界向けの取組を強化しております。具体的には、保険業

する事で、お客様の安心・

するための支援活動

ご参加下さい。 

http://www.rmcaj.net/

松本一成 

（その他複数の組織に関与） 

リスクマネジメントの必要性         
マーケットチェンジ・独自の付加価値 

存在意義の変革・組織化・金融機関化 

による代理店経営  

（組織化・企業化・金融機関化の実現）
□組織としてのマネジメントの仕組   

□金融機関としてのガバナンス態勢 

コンテンツ提供及び営業支援活動 

近隣にて懇親会）

    

情報提供のために使用いたします。 

年より保険業界向けの取組を強化しております。具体的には、保険業

安心・

活動

http://www.rmcaj.net/ 

         

（組織化・企業化・金融機関化の実現） 
   

近隣にて懇親会）  


