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講師プロフィール

大田 勉（おおた つとむ）
ニッケイ・グローバル株式会社 代表取締役
1963年大阪府生まれ。関西学院大学法学部卒業。近畿日本ツーリストで10年、海外旅行営業を経
験。大手生命保険、総合保険代理店として、保険営業界の最高峰ＭＤＲＴの終身会員、ＴＯＴ資格
１回、次のランクＣＯＴ資格４回を獲得。その後、上場コンサルティング会社と提携し、財務・相
続対策のファイナンシャルプランナーとして活動。会社と社長ファミリーを守る55連発を駆使。
現在は「円満相続」「社長の可処分所得をトコトン増やす具体策」「負けにくい投資７つの原則」
講演講師、ＦＰ・士業向け研修講師として全国で活動。国内外の金融商品活用を通じてトコトンお
金・資産を「守る」具体策のアドバイスが真骨頂。
ファイナンシャルプランナーＡＦＰ（日本ＦＰ協会会長）
トータルライフコンサルタント（生命保険協会認定）
中小企業組合士（全国中小企業団体中央会認定）
全日本保険ＦＰ協会 財務ＦＰ補
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※お客様のお名前・ご住所などの情報は、商品のお届けや各種ご案内に限って使用させていただきます。 ご本人様の承諾を得た場合を除き、第三者への提供、開示等は致しません。
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〒550-0004

大阪市西区靱本町1-5-15
（06）6225-0550（代表）
（06）6225-0551
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どちらかに○を
つけてください。

自宅送付

）

会社送付

（

■代金払い込み方法

個

ホームページからお申し込みいただけます。

上記ＱＲコードでも
アクセスできます。
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■申し込み方法

※送料実費

法人マーケット開拓
生命保険販売

商売繁盛ＤＶＤシリーズ№90

社長のハートをがっちりつかむ保険アプローチ法

勉
講師 ニッケイ・グローバル株式会社 代表取締役 大田
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●送付先

●ＦＡＸ

●ＴＥＬ

■申し込み先

●担当者名

●機関名

着荷後、同封の振替用紙をご利用のうえ、お払い込みください。

●支社名

●会社名

ＦＡＸでのお申し込みは左のＦＡＸ送信票をご利用ください。

社長のハートをがっちりつかむ保険アプローチ法

https://www.shinnihon-ins.co.jp/

50590

No.90

商売繁盛ＤＶＤシリーズ
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送信先

ＦＡＸ専用申込書
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定価 10,584円（消費税込み)

はじめに 〜法人生保はまだまだチャンスです〜
① 個人保険と法人保険の決定的な違いとは？
② オーナー社長が日々忘れることのない関心ごとは？
③ オーナー社長が前のめりになるアプローチ法とは？
④ オーナー社長のライフプランニングからの保険のアプローチ法とは？
⑤ オーナー社長の資産３分法のツボがわかれば保険が売れる！
⑥ オーナー社長が食いつく保険等活用法５連発！
⑥-１ 役員報酬を調整して手取り収入を増やす方法とは？
⑥-２ 全額損金化して同額（100％）会社に残す方法とは？
⑥-３ 社長が自己破産しても取られない資金を確保する方法とは？
⑥-４ 非課税メリットを最大限享受する方法とは？
⑥-５ 社長（50歳）が１億円の終身保険に個人加入と比べ、資金効率が１億
円以上違ってくる方法とは？

ＤＶＤ 収録時間合計約158分
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「マイナス金利」
「個人課税増税」
「法人課税減税」時代の
法人生保の販売方法

法人保険初心者でもできる！
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