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★★★

〜1⽇⽬〜
事前に決算書の⾒⽅CDを送っていただいたおかげで、
研修前の商談でも、社⻑に「へぇー、もっと教えて」と
⾔ってもらう事ができた事に加え、決算書（B／S と P／
L）を⾒て頂き、次回⾯談時のロープレをして頂くなど、
本当に嬉しかったです。

更に、税理⼠さんに対してのトーク、
第⼀⾯談時のシンプルで解りやすい話のすすめ⽅は、
社⻑に対して”経営を⼀緒に考える”というスタンスの受け
⼊れやすい内容でした。
 
研修の中で、⾒込み客が次々と頭に浮かび、
まだアプローチしていないお客様に会う事がわくわくし
てくるものでした。
本当に勉強になりました。
〜2⽇⽬〜
名義変更プランという⾔葉は知っていましたが、
具体的にどんなアプローチから⼊っていくのか知らな
かったので、まさに”⽬からウロコ”でした。
社⻑との⾯談の中で「他社ではこんなプランを提案され
ているが・・・。」と
⾔われていた事が、ようやく理解できた事が、参加して
本当に良かったと
思えた瞬間でした。
 
その後の反対処理トークやロープレでは、資⾦繰りをよ
くする為に役員報酬から⼊っていった事も、驚きでした
し、⾃分も何度も練習して、
”社⻑のお役に⽴てる” ”社会に貢献していける”と⾃信も
持てたので、早速実践します。
本当にありがとうございました。 ジブラルタ⽣命 ⽯川

★★★

〜1⽇⽬〜
⾃分が考えていた様なセミナーと違っていい意味で期待
を裏切られた。
⾒込み客のとらえ⽅が変わった。
⾃分がどう捉えているか次第だと感じた。
練習すべき事・考え⽅を教わった。
”法⼈保険とは経営者にとって、どう役に⽴つのか︖”
その根本を教えてもらった。
もっと勉強し、牧野先⽣の⾔う圧倒的な知識を⾝につけ
ないといけないと感じた。 ソニー⽣命 T・D
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★★★

1⽇⽬︓すべて聞いたうえでの説明になりますので､スト
レスなく法⼈にアプローチできるようになると思いま
す。社⻑のところへ堂々と⾏けるようになりました｡⾒込
客をさがすということに努⼒した⽅がいいということも
気づきました｡

2⽇⽬︓お話をきくということの⼤切さを学びましたの
で､お話をこくことを実践いたします｡
また､毎⽇ハガキを２枚出します｡
今年度ＭＤＲＴ⼊会､ＭＶＰ⼊賞します｡

メットライフ
アリコ 吉原 ⼤介

★★★

1⽇⽬︓楽しく勉強になる⼀⽇､ありがとうございました｡
次々牧野先⽣から出てくる“新たな切り⼝”､もっと話しを
聴きたい︕そう思い､私も⾝をのり出していました｡
緊張の中にも笑顔になれる研修､ありがとうございまし
た｡

2⽇⽬︓最⾼に勉強になり楽しい研修ありがとうございま
した。今から夢を予定に変えて実践します｡
⾏動する事によって達成し､⼈⽣を豊かにします以上の達
成⽅法は牧野さんの研修でお教え頂いた事を､素直に実践
すれば達成すると確信しました｡
２⽇間の研修本当にありがとうございました｡

⾹川興産
株式会社 三好 仁

★★★

1⽇⽬︓法⼈には保険が⼤変役に⽴つことが分かったの
で､法⼈マーケットに積極的にアプローチしたい気持ちに
なりました。なにせ､私には１００万社の⾒込対象がいま
すので｡後半消化しきれなかった部分は何度でも復習して
実践してみがきます｡ありがとうございました｡

2⽇⽬︓経営者の⼼をつかむには､⾃分も経営者の⽬線を
持つことが⼤切だと分かりましたので持ちます｡それか
ら､保険営業マンとしての理念､⼈⽣の上での理念を持ち
ます｡
とにかく､今回学んだことを実践します｡その上で壁にぶ
ち当たったら牧野さんに相談するのでよろしくお願いし
ます｡
ありがとうございました｡

メットライフ
アリコ 村⼭ 泰崇
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★★★

1⽇⽬︓学びが盛り沢⼭で､今⽇１⽇をＤＶＤに記録して
おきたいくらい｡
何度も何度も復習 → 実践していきたい｡
法⼈保険を売れるようになるための流れをチャート化し
ていただくと､とっても参考になります｡
テクニカルな商品知識（変換制度等）も必要になるので､
最初に､「ココもこれだけ勉強しておけ︕」と分かれば安
⼼できるので…｡
あとは実践あるのみ｡
帰って､やります｡
2⽇⽬︓モチベーションがめちゃくちゃあがりました︕
早速､「予定」をクリアします｡
「予定」を明確にし､毎⽇毎⽇⾏動します｡

(有)
Ｌ．ファイン 森下 真匡

★★★

1⽇⽬︓社⻑に会いにいくための切り⼝がたくさん得られ
ました｡切り⼝以外にもパワーがアップしたように思いま
す｡⾃分の知識の少なさと､⾃社の制度の活⽤の⽅法を知
らなさすぎてものすごくもったいないと気づきました｡
他社が商品をどう活⽤して販売しているのか､それをどう
⽴ちむかうのかわかりました｡
（知識はまだまだですが…）

2⽇⽬︓⼩⼿先のテクニックではなく､正々堂々と話しを
することができるようになる予定です｡
⽬先の損得ではなく､保険を使うことによって会社がどの
ように守れるのか伝えていきます｡

東京海上⽇動
あんしん⽣命 ⽔杉 哲郎

★★★

2⽇⽬︓本当になりたい⾃分が⾒えました｡
後は､結果がすべてです｡
その為のエッセンスがこの研修にありました｡
感謝です｡
挑戦して達成します｡
ありがとうございました｡

東京海上⽇動
あんしん⽣命

F・P・S ⼤塚 ⽇出夫

★★★

2⽇⽬︓今⽇はより具体的な内容で､⼤変参考になりまし
た｡来週⽉曜⽇の午前のアポイントで､早速､牧野さんの話
法をそのまま真似をして話します｡
チャレンジが恐くなくなりました｡
たくさん失敗します｡
そして､成功します｡

メットライフ
アリコ I.H
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★★★

2⽇⽬︓今⽇も⼀⽇いっぱいの気付きがありました｡
ありがとうございます｡
⾃分の⼼にあるものを書き出したことで､気持ちの整理が
かなり進みました｡
参加する前に考えていた⾃分の今後の予定を⾒直し､今後
の⽅向性がより明確になってきました｡
２⽇間に教わったことを⽉曜⽇から即実⾏していきます｡
法⼈に対する根本的なトークの誤りに気付きましたので､
教わった事を練習して実践します｡
顧客創造研修にも是⾮参加したいと思いますので宜しく
お願いします｡
最後にお願いですが､受講⽣間での交流が少なかったのが
残念です｡
もう少し､⾊々な⼈とお話がしたかったです｡テーブルの
席替がもう少しあってもいいかと思いました｡

オリックス
株式会社 澁川 周平
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★★★

1⽇⽬︓本⽇は､ありがとうございました｡
在職⽼齢年⾦､話法は勉強します｡
地主､家主の法⼈化は､話してみます｡
保険契約者保護制度のパンフレットは使います｡
⽇々の⾏動の再確認ができました｡
⾚字法⼈の件はもっと勉強します｡
いつも､ありがとうございます｡

2⽇⽬︓今⽇もありがとうございました｡
今回も本当にたくさんのアイテム､ヒントを頂きました｡
⼀⽇も早く､それらをお客様のお役に⽴てる武器にしてい
きます｡
また､笑顔でポジティブな仲間つくりをしていきます｡
本当にいつも､たくさんの気付きを頂き､
ありがとうございます｡ ㈱ＴＡＣＴ 児島 伸明

★★★

1⽇⽬︓⾚字法⼈の攻略のロープレは､
流れがわかりやすく､すぐ実⾏したい事です｡
牧野先⽣から個⼈マーケットを活動している合間に２〜
３年かけて社⻑と⼈間関係をつくる｡
その後ブレイクするイメージと
お聴きして安⼼しました｡

2⽇⽬︓あなたの保険営業マンとしての存在理由は︖
あなたが保険営業として⽬指していることは何ですか︖
そのためにあなたが毎⽇することは何ですか︖
この⼆⽇間で私も経営者､社⻑である⾃覚を
もっと⾼めていきたいと思いました｡
「経営理念」を明確にしていきます｡ ソニー⽣命 植草 善徳
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★★★

1⽇⽬︓ ○ 早く社⻑さんに「伝えたい︕」
という想いが強くなったのが感想です｡

○ ⼼の中でワクワク︕今年から今まで以上の
実績を上げる⾃信がめちゃくちゃあります｡
研修会に参加して良かったです︕
※ 受講者と牧野さんのマンツーマンのロープレが
あっても良いかなと思いました｡

2⽇⽬︓２⽇間 最⾼のセミナーでした｡
今から､即 ⾏動に移し､これから出会う⼈たち､今まで出
会った⼈たちに もう⼀度話をしたいと思いました｡
たくさんの⼈に､いっぱい役⽴つ⾃信がすごくできまし
た｡ あんしん⽣命 徳原 俊浩

★★★

1⽇⽬︓○ 牧野さんの研修 初参加でした｡
本当に最⾼です︕
もっと早くから参加していればと思うと､くやしいです｡

○ １⽇⽬ もっとお願いとしては⾒本ロープレを
いろいろなバージョンで⾒せてほしかったです｡

今⽇は⼤変勉強になりました｡
ありがとうございました｡

明⽇はもっと楽しみにしています｡

2⽇⽬︓○ 内容もりだくさんで､⾮常に充実している研修
でした｡
本当にありがとうございました｡

○ ロープレで牧野さんの相⼿役をさせて頂き､いかに牧野
さんの受け答えが⽬的に向って積み上っていっているの
か実体験できました｡

質問に対しての返答､それからの話題､興味がどんどんわ
いてきて楽しかったです｡

○ 本当にありがとうございました｡

⾹川興産
株式会社 三好 仁
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★★★

1⽇⽬︓ 本⽇の研修を受けて､社⻑様に興味を持っていた
だくためのトーク（話法例）を学ぶことができ良かった
です｡
また決算書を⾒て､わかることによって､より提案できる
幅も広がりますし､決算書を⾒るポイントを学べたこと
は､これからの法⼈アプローチで有効に活かしていけると
思いました｡
要望としましては､決算書もいくつかの例を⽤意していた
だけると尚プラスになると思います｡
牧野さんのロープレも､もう少し⾒たいです｡

2⽇⽬︓ 社⻑にお話しする切り⼝は⾊々あるということ
をこの研修で学びました｡
また､そのために､社⻑や⼠業の⽅たちとの関係作りが⼤
切だと感じました｡
研修を終えて､⾃分⾃⾝の知識レベルが低いことも感じま
したので､⽇々お客様のために勉強していく必要があると
思いました｡ ソニー⽣命 嶋⽥ 稔

★★★

1⽇⽬︓ 法⼈の切り⼝をすぐに使える話法なので､とても
よかったです｡
ロープレもやるので研修で習った事が整理された｡
マナー研修も取り⼊れて頂き､初めてだったのでよかった
です｡第⼀印象の⼤切さが再確認できた｡

2⽇⽬︓ 在職⽼齢年⾦のロープレは､⾮常によかったで
す｡
早速､社⻑に伝えに⾏きます｡
⼠業開拓ノウハウも教えて頂き､ありがとうございまし
た｡
社⻑が即決しない５つの理由を頭に⼊れ､⽇々社⻑に伝え
ていきます｡

エジソン⽣命
F・P・S M. Y
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★★★

1⽇⽬︓ 法⼈相⼿に保険を販売しているにもかかわらず
知らなかったのが､はずかしいくらいです｡
でも､とてもすごい発⾒になりました｡
保険のにおいをさせないのに､勝⼿に保険がうれてしまう
とは､こうなのか…と､改めて､考えさせられました｡
保険販売を難しくしているのは､⾃分なんじゃないか…と
思いました｡
決算書を使ってのアプローチは､次､営業する時に必ずや
ろうと思います｡
利益剰余⾦と含み益のちがいがはっきりわかり､アプロー
チしやすいです｡
社⻑の顔が､どう変わるか､楽しみです｡

2⽇⽬︓ ２５､２６⽇の２⽇間､沢⼭の知識（財産）を分
けていただきありがとうございました｡
すごく楽しかったです｡
楽しかったから､あっという間でした｡
今回分けていただいた知識（財産）をフル活⽤できるよ
うに､沢⼭の企業訪問をし､社⻑に会い､沢⼭決算書を⾒
て､成功､失敗をくりかえして､⾃分のものにしていきます
ね｡
また､今よりも成⻑した状態にできることを願っていま
す｡
感謝しています｡

⼤同⽣命
保険株式会社 T. S
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★★★

1⽇⽬︓ 法⼈保険の販売に対するツボが知りたく受講さ
せていただきましたが､正直､受けるまでは､⼀般的にあり
がちな研修だと思っていました｡ただ､⼀⽇⽬にして考え
⽅が間違っておりました｡
直販に所属していたころには絶対気づかない点や内容に
ただただうなずくだけです｡
⾮常に⾯⽩い内容､かつ､即､実戦にて失敗込みで経験して
みたくなる内容でした｡
２⽇⽬が⾮常に楽しみです｡

2⽇⽬︓ この２⽇間､本当にありがとうございました｡
今まで受けてきた研修の中で最強だと思います｡
また､常に驚きとヤル気が繰り返す内容で､明⽇から外に
出るのが楽しみで仕⽅ありません｡
たった２⽇間ですが､とても短い気がして､もっと⾊々な
ことを聞きたい︕学びたい︕と本当に思いました｡まさに
これが､牧野先⽣がお客様に接っていられる状況なのです
ね｡
全⾯降伏します｡（笑）
また､２回⽬も参加したいと思います｡
２⽇間、本当にありがとうございました。 ㈱ＭＹＰ M. M

★★★

1⽇⽬︓ 話を聞いている時はわかったつもり､理解してい
るつもりになっているが､実際にロールプレイでやってみ
ると話ができなかった｡
うまく伝えて相⼿の興味を引くためには､失敗しながらも
数多くトレーニングするしかないと感じた｡
知識として知っていることも実践で使えるレベルになる
には､何度か再受講をしなければならないと感じました｡

2⽇⽬︓ ⽬標が明確になり､⾃分が⾏動に移しさえすれば
必ず⽬標が達成できると思えています｡
⼸から放たれた⽮が的にまっずぐに向うように､明確に⽬
標に向う決意ができました｡
何度失敗しても最後は､必ず⽬標達成します｡
本当に⽬標を明確にしていただき､⾏動に移す勇気をいた
だきました｡
ありがとうございました｡

Ｓ⽣命 K. I
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★★★

1⽇⽬︓○ 法⼈保険を取り扱ったことがなく､どのように
話しをしてよいかわからない状況の中で､アプローチの⽅
法が明確になった｡
○ 牧野さんのロープレを社⻑の気持ちで聞いていたので
すが､スピードが早く､私の知識不⾜もあり､吸収できませ
んでした｡
社⻑もあまり知識をもっていないとすると､メリットがあ
りそうとは感じると思いますが､内容はよくわからないの
では…

2⽇⽬︓ 失敗をしてもよいので､法⼈保険にチャレンジし
てみようという気持ちになりました｡
また､現時点の課題もよくわかったので､勉強を継続して
いきたいと思います｡
お世話になり､ありがとうございました｡ Ａ⽣保 SN
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★★★

1⽇⽬︓タイムテーブルを⾒た時、今までに聞いた事のあ
る内容だなと感じましたが、必ず得るものはあるだろう
と思い、ウキウキした気分で参加しました。
この研修資料をいただける事にも驚きましたが、「社⻑
さん、会社を守る仕組みづくりをしませんか︖」チラシ
の中を⾒た時はこれを持って⽩地開拓をしてみようか
な︖なんて思ってしまいました。今⽇勉強した内容を完
全にマスターし、紹介依頼も含めてまわってみようと思
います。

2⽇⽬︓2⽇間を通じ新たな気づきをたくさんいただきま
した。この研修で教えていただいた事を忘れないように
⾃宅に持ち帰り、常に⽬を通す様にいたします。
⽴てた⽬標は⾃分の机の前に貼っておきます。今後も⾃
分に⾜りないと思える情報について、積極的に研修に参
加したいと思います。

エージー
ネットワーク 佐藤 幸次郎

★★★

1⽇⽬︓シンプルに⾒えるトーク内容もまだ頭の中で整理
できていない。基本のストーリーを⾃分なりに整理し
て、練習を繰り返して⾃分の基本パターンを形成した
い。
明⽇のドクターへのアプローチも楽しみだ。
法⼈のＦＦのところで、なぜ役員名簿・従業員名簿まで
必要なのかよく分からなかった。全員ガン保険（もしく
は養⽼）のプレゼンの為なら納得できます。

2⽇⽬︓法⼈ロープレの全体イメージが、ぼんやりとでは
ありますが⾒えました。あとは⾃分なりに整理し、練習
し、⾃分なりのセールスプロセスをしっかりと作り、法
⼈、ゆくゆくはドクターマーケットでも成功したいと
思っています。

マニュライフ
⽣命 ⽩野 慎也
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★★★

1⽇⽬︓1.法⼈へのアプローチ話法
「会社を守る仕組みつくり」「利益剰余⾦」と「含み資
産」の違いが参考になりました。
2.決算書を⾒るポイントが理解できた。
現⾦と利益剰余⾦が⼤事︕
Ｂ/ＳとＰ/Ｌの違い
「⾒えない現⾦が会社を救う」という表現が良いと思い
ます。

●退職⾦というと時代的にニード換起が難しい⾯もある
が、節税+⾚字でも⿊字でも都合よく使える含み資産とい
う切り⼝は使えると思いました。

2⽇⽬︓・前回、ドクターマーケット攻略セミナーに出席
し、今回も⼀部同じ内容で復習になりましたが、より理
解でき、活⽤法がレベルアップできました。
・「⾃分に語りかける⾔葉」は⾃分を⾒つめなおす事が
できたり、何のために仕事し、⼈⽣を送りたいかが本⾳
でわかるような気分になりました。
・セミナー営業⼿法の⼤切なポイントを教えて頂き5年近
く⾃⼰流でやってましたが、⾒込み客へのアプローチの
仕⽅が明確になりました。成果アップ間違いなしです。 アリコジャパン 三ツ井 秀夫

★★★

1⽇⽬︓ ・想像以上に良い研修でした。
・「利益剰余⾦」と「含み資産」の違いが特に良かった
・「個⼈の所得」を「法⼈に移して」税⾦を減らすのは
特に実践で使えると思います。

2⽇⽬︓・⾮常に勉強になりました。
・早速、明⽇⾒込み客法⼈に「会社を守るしくみ作り」
の話をしに⾏きます。
・社⻑に対する切り⼝として「会社を守るしくみ作り」
は
⾮常に武器になります。 ソニー⽣命 実末 浩⼀
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★★★

1⽇⽬︓今回2回⽬の研修です。
同じ内容を伝えるのに⾔い回しにより受ける感じ⽅が⼤
きく違うことが分かった。同じ内容を話しても、話す⼈
により受ける印象が変わる。練習して押しつけがましく
なく、顧客の⽴場に⽴って対応する⼈だと感じてもらえ
るようになりたい。保険を売ることが先でなく⾃分がで
きる事を話して、その⼿段として保険を使う流れで話を
するようにしたい。

2⽇⽬︓1回⽬の⾯談はこちらが「選ぶ」スタンスで考え
ると、プレッシャーを感じずにアプローチができると思
う。「会社を守るしくみづくり」のアプローチを10回練
習して10⾯談します。
その上でまた報告・相談します。

株式会社アイ 清⽔ 秀祐

★★★

1⽇⽬︓同じ知識でも、⾔葉、伝え⽅によってニュアンス
が全く違うと思いました。社⻑と話すのも、練習が必要
であり、ゆきあたりばったりではダメだと思いました。
決算書は⾯倒なので今まではあまり出してもらわなかっ
たが、今後は聞くだけは聞いて出してもらおうと思いま
す。

2⽇⽬︓キャッチフレーズが重要だと思いました。これが
はっきりすれば、⾃分に合ったお客様を選ぶ事ができ、
お客様からも私を⾒つけやすくなると思います。⽬標設
定の⼒を忘れてましたが、思い出しました。⽬標を予定
に変えるのは、⽬からウロコでした。予定をクリアーす
る為に、⾏動を⽇々におとしこみたいと思います。

アリコジャパン
F・P・S 清原 稔之



法⼈財務マスター研修感想
第11回 ⼤阪開催 2011年2⽉3⽇・4⽇

Copyright © Wish Up. All rights reserved.
 掲載されている⽂章・画像等の無断転載・無断使⽤を固く禁じます。

1⽇⽬︓創造研修とは異なる本当に実になる研修でした｡
いかに法⼈や役員に何も考えず､何もできずに接していた
かを気付かされました｡
⾃分が付いて⾏くことは全⼒でも精⼀杯で⾃分の⼒を思
い知らされました｡
逆に⾔うと､全てを⾃分のものにできれば､⼤きな⾶躍に
つながることができると思います｡
特に具体的な牧野さんの話法や保険の新たな⽣かし⽅は､
私の周りの外交員は気づいていないようなもので､⾃分の
ものにして､すぐにでも使いたいです｡
とにかく家で何度も特訓して､再度復習修正の為に､この
研修に参加したいと思います｡
早く､皆さんに追い着きたいです｡

★★★ 2⽇⽬︓個⼈客に対し､終⾝型と保険料の安さをアピール
し､薄利多売が染み付いた私にとって､今までやってきた
ことの理解と許容量を超えていました｡
それだけ異なる世界と考え⽅､⼿法があることに気付きを
与えてくれました｡
これが習得できれば今までの⾃分の上限をはるか超えら
れる挙績になると思います｡
もうできない⾃分をなげいているヒマはありません｡
輝く未来に向けてスタートです｡
今成功している⽅法を⼿に⼊れたのですから､
⾃信を持って､⽇々この⼿法で努⼒できる｡
⾃分のしていることに迷いなく､将来に向けて頑張れる喜
びと元気をくれる､テクニックだけでない研修は最⾼だと
感じてます｡ アフラック

代理店 ⼩⽥嶋 進

★★★

1⽇⽬︓昨年の４⽉に⼀度受け２度⽬の初⽇でしたが､実
践した後の再受講は､⼤変有意義な⼀⽇でした｡
今回は､Ｈ２３年度税制改正の１年前ということで､個⼈
所得税強化と法⼈税減税をよく理解でき､このことで､保
険販売のチャンスが今から､ずーっとあると思うとＡＰの
ネタが増えるので､訪問する意欲がわいて来ました｡
剰余⾦と含み資産の違いを改めて理解出来ました｡
あとは､訪問(AP)するだけ｡ ソニー⽣命 I.Y
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★★★

1⽇⽬︓今回私がこの研修で求めていたのは、法⼈保険を
1から経営者あてに進めていく具体的な⽅法でした。
その切り⼝を「会社を守るしくみ」から具体的に教えて
頂き、⼤変参考になりました。
あとは⾃社で販売できる商品を勉強し、具体的な商品の
提案をしていきたいと思います。ロープレを何度もす
る、というのは、緊張したり、恥ずかしかったりしたの
ですが、これこそが実践にうつしていくために必要な要
素だと思いました。
今回の研修で経営上必要な税の知識等を学びたい、そう
でないと経営層とは話せないのではないかと思っていま
したが、「保険の営業」をするための知識だけあれば⼗
分、というのが分かり荷が下りた感覚でした。ありがと
うございました。

2⽇⽬︓法⼈の保険営業の進め⽅、考え⽅が分かりまし
た。今まで法⼈営業に関して全く知識がなかったので、
今回教えて頂いた⽅法で早速動き始めます。
また、単にテクニックだけの話ではなく、⼼構えの部分
も⼤変⼼を打たれました。
必ず成果を出しますので、契約頂けた時には真っ先に連
絡させて頂きます。
本当にありがとうございました。 ソニー⽣命保険 H.G

★★★

1⽇⽬︓ 法⼈保険に対しての基礎知識である決算書の⾒
⽅では決算書のポイントを学び、利益剰余⾦と含み益の
違いでは会社を守るしくみづくりのアプローチを使って
経営者・社⻑が聞きたくなる話を短時間で築ける事は⼤
変使えるアプローチでした。マナー講座も⼤変役に⽴ち
ます。
知らなかった事が多く、⾃分⾃⾝プラスになる研修でし
た。

2⽇⽬︓ ドクター医療法⼈に対するアプローチロープレ
は勉強になります。すぐ実践したいと思います。
まず相⼿の⾔葉を受けとめて話を聞くという⼤切な事も
学びました。ロープレの相⼿役は進んでやるべきで、良
い経験となりました。
⽬標に向かって⾏動あるのみです。
ありがとうございました。

ベスト
パートナー

⽣命 富⼭ 義⼀
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★★★

楽しく学ばせていただきましてありがとうございまし
た。
1回⽬のロープレは上⼿にできなかったです。
2回⽬、3回⽬と回数をすることで、⾃分が実際に社⻑様
の前でお話しているようでした。
保険のお仕事を19年もやっていて、知らないことばかり
でした。
元気が出てきました。

明治安⽥⽣命 湯浅 ゆかり

★★★

1⽇⽬︓ とっても楽しく勉強させていただきました。
知識や話法について分かりやすかったです。
その中で、どんな気持ちでお客様と⾯談させて頂くのか
というテクニック以外の⼤切な事も多く学ぶことができ
ました。
新しい明るい未来に向かって⼀歩踏み出した気がしま
す。

2⽇⽬︓ 正直⾔って他の⼈には参加して欲しくない研修
でした。
これまで保険会社から教えてもらっていた事が「ウソ」
だと分かりショックでした。
ただ、頑張れば良いというのではなく、正しい努⼒が⼤
切だと感じてます。
ありがとうございました。 総合代理店 H
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★★★

1⽇⽬︓ 法⼈会計のしくみを保険での活⽤⽅法がとても
分かりやすく、最後に実践ロープレで確認できた事でよ
り⾝に付きました。
早速アプローチに⾏きたい法⼈が何社か頭に浮かんだの
で、ノートに書き留めすぐにアポを取ります。
経営者だからと⾔って恐がらずに中⼩企業へのアプロー
チができる⾃信がつきました。
何よりも牧野さんの話法がすばらしく、いつでも、どん
な時でもポジティブな気持ちを持ってお客様に接する事
が⼤切だと思いました。

2⽇⽬︓2⽇間の法⼈研修を受講し、今まで以上にモチ
ベーションを⾼く持つことができました。
相⼿の話に対して決してＮＯとは⾔わないテクニック
「でも、だって、しかし、いいえ」は絶対に使わないよ
う⽇頃から意識します。
医療法⼈については、12年この業界にいたにも関わら
ず、保険の使い⽅でもの凄い発明があり、⽬からうろこ
状態です。
今のこの気持ちを、今この時から仕事に⽣かして成果に
します。
2⽇間本当にありがとうございました。 ソニー⽣命 堀 貴宣

★★★

1⽇⽬︓最初の1時間で何をすべきか明確になりました。
営業マンとして結果を出している⽅々が、どのような売
りを持っているのか知りたいと思いました。
ロープレも実演して頂いたので、どうすれば売れるの
か、イメージできたように思います。
営業マンとしての売りと多くの引き出しを持つことに
よって、私から⼊るとお客様に判断して頂けるように準
備していきたいと思います。

菅野ＦＰ
社労⼠事務所

F・P・S 菅野 匡



法⼈保険ロープレ研修感想
第9回 東京開催 2010年9⽉29⽇・30⽇

 

Copyright © Wish Up. All rights reserved.
 掲載されている⽂章・画像等の無断転載・無断使⽤を固く禁じます。

★★★

1⽇⽬︓経営者に会って、まず何を伝えればよいか武器を
持つ事ができた。
進める案件と進めない案件の区分が意外にあっさりして
いる事に驚いた。
法⼈も個⼈も基本は同じだと感じたので、肩の⼒を抜い
てどんどんチャレンジしていこうと決意した。ただし、
勉強はし続ける必要はあると思った。
柔軟な発想を⾝につける。

2⽇⽬︓今⽇も引き続き具体的なやり⽅を教えて頂いたの
で、お客さんをイメージしながら話を聞く事ができた。
ただガン保険がない為、現場ではどうするかが課題で
す。
臨機応変にたちまわれるように努めます。
ここ数カ⽉、⾜が⽌まっていました。
研修に参加させて頂いた事で、また⾛り出す決意が出来
ました。
必ずこのテンションを維持させます。
ありがとうございました。

国内⽣保 J.Y

★★★

1⽇⽬︓ロープレを何度かさせて頂き、ペアを組ませて頂
いたＨさんに「とても分かりやすく伝わったよ︕」と
⾔ってもらい、とても勇気をもらえました。
多くの経営者に役⽴ちたいという思いがあったのに声を
かける勇気を失っていました。
今⽇⼀⽇で、⾃分のしている仕事は、保険の活⽤の仕⽅
がいかに多くの経営者の役に⽴てるものなのかを改めて
認識することができました。
決算書の⾒⽅も極めてシンプルで、分かりやすくポイン
トをつかむ事ができました。
⼤半のお客様がどこかの企業に属してるはずなので、そ
の企業の社⻑に声をかけてもらえるよう早急にリスト
アップして⾏動する気持ちになりました。
マーケット開拓についてもう少し詳しく聞きたかったで
す。

2⽇⽬︓とにかくドクター、経営者に対して我々のやって
いることは絶対に役⽴つという事が確信できました。勇
気を持って、あきらめずにチャレンジし続けます。
予定をクリアして、必ず再受講して、新しい受講者に対
して研修ＯＢとして成功スピーチをさせて下さい。あり
がとうございました。 ソニー⽣命

チャレンジ
精神旺盛

ライフプラン
ナー
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★★★

1⽇⽬︓今回私がこの研修で求めていたのは、
法⼈保険を1から経営者あてに進めていく具体的な⽅法で
した。
その切り⼝を「会社を守るしくみ」から具体的に教えて
頂き、⼤変参考になりました。
あとは⾃社で販売できる商品を勉強し、具体的な商品の
提案をしていきたいと
思います。ロープレを何度もする、というのは、緊張し
たり、恥ずかしかったりしたのですが、これこそが実践
にうつしていくために必要な要素だと思いました。
今回の研修で経営上必要な税の知識等を学びたい、そう
でないと経営層とは話せないのではないかと思っていま
したが、「保険の営業」をするための知識だけあれば⼗
分、というのが分かり荷が下りた感覚でした。ありがと
うございました。

2⽇⽬︓法⼈の保険営業の進め⽅、考え⽅が分かりまし
た。今まで法⼈営業に関して全く知識がなかったので、
今回教えて頂いた⽅法で早速動き始めます。
また、単にテクニックだけの話ではなく、⼼構えの部分
も⼤変⼼を打たれました。
必ず成果を出しますので、契約頂けた時には真っ先に連
絡させて頂きます。
本当にありがとうございました。

ソニー⽣命保険 H.G
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★★★

1⽇⽬︓ 法⼈保険に対しての基礎知識である決算書の⾒
⽅では決算書のポイントを学び、利益剰余⾦と含み益の
違いでは会社を守るしくみづくりのアプローチを使って
経営者・社⻑が聞きたくなる話を短時間で築ける事は⼤
変使えるアプローチでした。
マナー講座も⼤変役に⽴ちます。
知らなかった事が多く、⾃分⾃⾝プラスになる研修でし
た。

2⽇⽬︓ ドクター医療法⼈に対するアプローチロープレ
は勉強になります。
すぐ実践したいと思います。
まず相⼿の⾔葉を受けとめて話を聞くという⼤切な事も
学びました。
ロープレの相⼿役は進んでやるべきで、良い経験となり
ました。
⽬標に向かって⾏動あるのみです。
ありがとうございました。

ベスト
パートナー 富⼭ 義⼀

★★★

楽しく学ばせていただきましてありがとうございまし
た。
1回⽬のロープレは上⼿にできなかったです。
2回⽬、3回⽬と回数をすることで、⾃分が実際に社⻑様
の前でお話しているようでした。
保険のお仕事を19年もやっていて、知らないことばかり
でした。
元気が出てきました。 明治安⽥⽣命 湯浅 ゆかり

★★★

1⽇⽬︓ とっても楽しく勉強させていただきました。
知識や話法について分かりやすかったです。
その中で、どんな気持ちでお客様と⾯談させて頂くのか
というテクニック以外の⼤切な事も多く学ぶことができ
ました。新しい明るい未来に向かって⼀歩踏み出した気
がします。
2⽇⽬︓ 正直⾔って他の⼈には参加して欲しくない研修
でした。これまで保険会社から教えてもらっていた事が
「ウソ」だと分かりショックでした。
ただ、頑張れば良いというのではなく、正しい努⼒が⼤
切だと感じてます。
ありがとうございました。 総合代理店 Ｈ
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★★★

1⽇⽬︓ 法⼈会計のしくみを保険での活⽤⽅法がとても
分かりやすく、最後に実践ロープレで確認できた事でよ
り⾝に付きました。
早速アプローチに⾏きたい法⼈が何社か頭に浮かんだの
で、ノートに書き留めすぐにアポを取ります。
経営者だからと⾔って恐がらずに中⼩企業へのアプロー
チができる⾃信がつきました。
何よりも牧野さんの話法がすばらしく、いつでも、どん
な時でもポジティブな気持ちを持ってお客様に接する事
が⼤切だと思いました。

2⽇⽬︓2⽇間の法⼈研修を受講し、今まで以上にモチ
ベーションを⾼く持つことができました。
相⼿の話に対して決してＮＯとは⾔わないテクニック
「でも、だって、しかし、いいえ」は絶対に使わないよ
う⽇頃から意識します。
医療法⼈については、12年この業界にいたにも関わら
ず、保険の使い⽅でもの凄い発明があり、⽬からうろこ
状態です。
今のこの気持ちを、今この時から仕事に⽣かして成果に
します。
2⽇間本当にありがとうございました。 ソニー⽣命 堀 貴宣

★★★

1⽇⽬︓最初の1時間で何をすべきか明確になりました。
営業マンとして結果を出している⽅々が、どのような売
りを持っているのか知りたいと思いました。
ロープレも実演して頂いたので、どうすれば売れるの
か、イメージできたように思います。
営業マンとしての売りと多くの引き出しを持つことに
よって、私から⼊るとお客様に判断して頂けるように準
備していきたいと思います。

菅野ＦＰ社労⼠
事務所 菅野 匡城



法⼈保険ロープレ研修感想
第9回 東京開催 2010年9⽉29⽇・30⽇

 

Copyright © Wish Up. All rights reserved.
 掲載されている⽂章・画像等の無断転載・無断使⽤を固く禁じます。

★★★

1⽇⽬︓経営者に会って、まず何を伝えればよいか武器を
持つ事ができた。
進める案件と進めない案件の区分が意外にあっさりして
いる事に驚いた。
法⼈も個⼈も基本は同じだと感じたので、肩の⼒を抜い
てどんどんチャレンジしていこうと決意した。ただし、
勉強はし続ける必要はあると思った。
柔軟な発想を⾝につける。

2⽇⽬︓今⽇も引き続き具体的なやり⽅を教えて頂いたの
で、お客さんをイメージしながら話を聞く事ができた。
ただガン保険がない為、現場ではどうするかが課題で
す。
臨機応変にたちまわれるように努めます。
ここ数カ⽉、⾜が⽌まっていました。
研修に参加させて頂いた事で、また⾛り出す決意が出来
ました。
必ずこのテンションを維持させます。
ありがとうございました。 国内⽣保 Ｊ．Ｙ

★★★

1⽇⽬︓ロープレを何度かさせて頂き、ペアを組ませて頂
いたＨさんに「とても分かりやすく伝わったよ︕」と
⾔ってもらい、とても勇気をもらえました。
多くの経営者に役⽴ちたいという思いがあったのに声を
かける勇気を失っていました。
今⽇⼀⽇で、⾃分のしている仕事は、保険の活⽤の仕⽅
がいかに多くの経営者の役に⽴てるものなのかを改めて
認識することができました。
決算書の⾒⽅も極めてシンプルで、分かりやすくポイン
トをつかむ事ができました。
⼤半のお客様がどこかの企業に属してるはずなので、そ
の企業の社⻑に声をかけてもらえるよう早急にリスト
アップして⾏動する気持ちになりました。
マーケット開拓についてもう少し詳しく聞きたかったで
す。

2⽇⽬︓とにかくドクター、経営者に対して我々のやって
いることは絶対に役⽴つという事が確信できました。勇
気を持って、あきらめずにチャレンジし続けます。
予定をクリアして、必ず再受講して、新しい受講者に対
して研修ＯＢとして成功スピーチをさせて下さい。あり
がとうございました。 ソニー⽣命

チャレンジ精神
旺盛ライフプラ

ンナー
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★★★

1⽇⽬︓お客様に「聞きたい」と⾔って頂く為には、根本
から勉強し直す必要がある、と分かった。
具体的には
1.「相⼿が⼼地良い」ことを常に意識する
2.⾃分が何に貢献できるかを常に意識する
3.プラス表現
4.欲張らず、担当者として信頼を得る
5.「マナー」を実践する
6.お客様の都合を優先する。聞きたいことだけ答える
7.「反対」には逆らわず受けとめる
8.⾔葉を丁寧に使う
以上

2⽇⽬︓本⽇の気づき
・正しい姿勢の取り⽅がわかり（疲れるが）当たり前に
なるまでやる
・動いて頂くためには、⾃分が「相⼿の思い通りにして
くれる⼈」になること
・「あなた」を⼤切にする。「あなたはどうですか︖」
の習慣
・技術+情熱＝感動
・語りかける⾔葉を定期的に書くこと
⽬標→予定
・嘱託医や影響⼒を使えるドクターをリストアップし、
動く
・感情を受けとめるのではなく、思ってる、という事実
を受けとめる
・商品不⾜は無敵で対応し、信頼第⼀
（※但し商品に関しては⾃社に不安が否めない）
・継続（今はその⽇その⽇にムラがある）の重要性
ありがとうございました。

国内⽣保 松下さま
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★★★

〜1⽇⽬〜
決算書が出てきた時、何を⾒て何を伝えたらいいかよく
わかりました。
９⽉中に何度も復習して話せるようにします。
社⻑に聴いてもらえるように、⾝だしなみ、姿勢、⼩道
具をきちんとします。
また、理念から戦術までの図の内容を⾃分なりに明確に
します。
懇親会でアドバイスをいただいた通り
「どうしたら経営者に声を掛けてもらえるか︖」を
常に考え、経営者と接点を持ち続けます。
有意義な１⽇をありがとうございました。

〜2⽇⽬〜
昨⽇の感想を書いてみたら、⾃分の頭の中が整理され、
やる事が明確になりました。
また、他の受講⽣の感想に対する牧野さんのアドバイス
も参考になりました。
定期的に⾒返して⾃分が何をやると決めたのか考えて⾏
動します。

初めはチンプンカンプンだった決算書が、チームでの
ワークを通して少しづつ読めるようになると「もっと⾒
たい︕」と思えるようになりました。
チャンスがあればビビらず貪欲に⾒せてもらいます。
 
最近⼼⾝共に少し落ち込み気味でしたが元気をもらいま
した。
２⽇間ありがとうございました。

メットライフ
⽣命 村⼭ 泰崇
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★★★

〜1⽇⽬〜
P/L・B/S の⾒⽅は、今までの⾃学の確認もでき、⼤変勉
強になりました。
加えて、キャッシュフローの考え⽅をいかにP/L・B/S に
プラスして⽀払いP をMAXにできるか。「昨⽇の最⼤の
気づき」となりました。

前回の研修（法⼈マーケット攻略研修）以降、５社の法
⼈からご契約をいただいてますが、
キャッシュフローの考え⽅は、社⻑にお伝えできてませ
ん。
早速、社⻑にお会いし、お伝えします。
 
〜2⽇⽬〜
机上の学習だけでは、財務諸表を拝⾒させてもらって
も、適切なアドバイスはできない事を痛感させられた⼀
⽇だった。

もっと P/L・B/S を実際⾒て、すぐに社⻑の役に⽴てる
ようになります。

「先のばしにする 決断できない５つの理由」は何度も
習っているにもかかわらず、
今⽉２件「もう少し考えたい」と⾔われた⽅に、その事
を実践できていない事に気づいた。
明⽇すぐにアクションをおこします。

家庭保険
サービス
株式会社 橋本 剛
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★★★

〜1⽇⽬〜
保険販売に必要な決算書、財務知識を学ぶ良い機会にな
りました。
会社の財務の違い、ステージの違い、経営者年⾦の違い
を理解した上で、⾯談する重要性をあらためて実感しま
した。
なぜ⾃分は経営者の財務戦略のお⼿伝いをするのかが明
確にないと、経営者に選ばれないし、
継続して法⼈マーケットに⾏けないと思いました。
もう⼀度、理由を明確に考え作ります。
 
〜2⽇⽬〜
「⾃分の⼼を知る時間」は、あらためて⾃分の本当の⼼
と向き合う機会になり、気持ちスッキリし、やるべき事
が明確になりました。
 
実例ロープレは A、B 法⼈の決算資料を元に、⾒た時の
質問する項⽬、コツをつかめたので実践します。 外資系⽣保 H・O

★★★

〜1⽇⽬〜
これまで数々のセミナーや研修に参加しましたが、その
中でもかなり異⾊だと思いました。

型にはまったセミナーや、知識を得るための講習が多い
中、より実践的で "経営者に本当に響くとはこういう事な
んだ" と、考えさせられる事の連続でした。

経営者のみならず、⼀般のお客様へも 保険を問題解決の
ツールとして提案する事で差別化ができそうです。
 
〜2⽇⽬〜
この2⽇間で教えて頂いた内容を実戦で使えるよう、帰宅
後すぐに復習し習得します。
"⾏動あるのみ"なので、まずはすぐお客様に伝えてみま
す。

株式会社
F・P・S 上⽥ 智広
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★★★

〜1⽇⽬〜
牧野先⽣に教えていただき、個⼈については１００％⾃
信をもって営業する事が出来るようになりました。
（※ カズさまは個⼈保険研修の卒業⽣です）
 
今回の研修でも決算書の⾒⽅も⾃分がいつもやっている
のとは全然違うものでした。今⽇１⽇頑張って、法⼈営
業も100％⾃信を出来るようにします。
 
〜2⽇⽬〜
2⽇間本当にありがとうございました。
⾊々なところで法⼈マーケットや決算書の勉強をしてい
ますが、牧野先⽣の話が⼀番⼼にグッときます。
この研修で学んだことを何度も何度も実践して、今回の
研修⽬的であった
"100％法⼈マーケットに⾃信を持てる”ようになります。
 
MDRT達成したら報告させてください。
本当にありがとうございました。 あんしん⽣命 カズ

★★★

〜2⽇⽬〜
昨⽇、今⽇があっという間におわりました︕︕
「牧野さんと仲良くなる︕」という第⼀⽬標は第⼀段階
クリア♥
もう少し近寄りたいので、⽉額セミナー受講します。
 
もっと勉強して、経営者のお役に⽴つ私になります。
勉強したことをきちんと伝えられる私になるとどれだけ
の経営者を幸せにできるか︖︕
今からワクワクします。
 
２⽇間ありがとうございました︕
これからも、よろしくお願いいたします。 ⼩林 多⾹⼦
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★★★

〜1⽇⽬〜
⼀⽇⽬の研修でノウハウを学び、ビックリするノウハウ
や考え⽅を知ることが⼤変⼤きかった。
今後は、知る事から⾃分のモノになる様に毎⽇練習しま
す。

〜2⽇⽬〜
まず、あらためて 牧野先⽣のすごさがわかりました。
研修を⼀緒に受けたメンバーも向上意識が⾼く、有意義
に研修に望めました。
 
B/S ・ P/Lの着眼点もまだまだ理解は乏しいいですが、
この１年で最低でも１０件 ２年で３０件と決算書を⾒
せてもらえる⾏き先を作る。

⼯務店開拓と法⼈開拓を毎⽇のルーティンに⼊れる。
 
今は ０ でも３年後には法⼈保険を年に５件は成約になる
ように頑張ります。 尾﨑 慶典


