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第一ホテル東京シーフォート

2017年 4月 ロサ ンゼリレスで開催 された、SMIリ ージョナル・コンベ ンシ∃ンにて、世界 60余 か国に広
・クライアントオブ ザ・イヤー」をこ受賞され
がるSMIに おいてたった一人 が選 出される「SMIワ ール ド
に凱旋スピーチを戴きます。
た、医療法人社 団 誠敬会 理事長 田中真喜様
2016年 のクライアント大会 にてスピーチを戴 いた同会 会長 吉野敏 明様を師と仰ぎ、治療家 、経 営
者 、教育者として世界 的にこ活躍をされている田中様 のス トー リー 。先の コンベ ンションでのスピーチ
後 には、
会場の参加者 よリスタンディング・オベ ーシ∃ンが沸き起 こりました。
この受賞 が、若 い世代 や女性 の モティベ ー ション、インスピレーションヘ とつなが り、そ の人達 の活躍
場面が増えることを願うという田中真喜様のスピーチを是非 お聴きください。

機ライアント大会 2017
パーソナル・モティベーションのカ
あ な た だ け が 持 つ 点 火 ス イッチ ‐

割を果 たしています。

」をテーマとし、
当イベ ントでは「パーソナル・モティベ ーションのカ ーあなただけが持 つ点火スイッチ ー
パーソナル・モティベーシヨンと共にご自身の夢や目標 へ と向かい、人生を変えてこられた方 々のお話を
ご共有戴きます。当イベ ントが、皆さまの内なる力とご自身が持 つ点火スイッチヘ の気 づ きへ とつ ながり、
更なる成功 を築 くきっか けとなりましたら大変幸 いです。

2017年

7月 14日

(金 )

※会場 進行の都合により時間が前後することがこざいます。予めこ了承くださいc

12:00〜

開場 。
受付 開始

13:00〜

オープニ ング、スピーチ
第 一 部 クロージング
心構えのモティベー ションは、
あなた 自身 の導入線 に
大をつけます。

18:00頃 〜 開女
台

鰈

第一ホテル東京シーフォー ト 3F八 ―バーサーカス
〒140‑0002東 京都品川区東品川 2‑315
東京モノレール「天王洲アイル駅」中央口直結 (羽 田空港から約30分 、品川駅から約20分 )
詳細のアクセス方法等につきましては第一ホテル東京シーフォートのウェブサイトをこ覧ください。
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裏面のお申し込み方法をこ確認ください。
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SMIと の出会いがあったからこそ
夢を実現する手段を身につ けられたのは、
歯科医師4代 目として生を受ける。建築家になりたいという夢を持 つ
たが、
両親の説得で取業を継ぐ道を選ぶ。望んだ道ではなかつたため大
きな目標もなく過こしていたが、
歯科医師2年 目に吉野敏明氏 (SMク ライ
アンリ会 2016ス ピーカー)と 出会い、
最高 最新の治療、
知識に触れ、
世界有
数の歯科医師になるという目標が芽生えた。努力が実を結び始めたが、
現場の総指揮を執る立場となり、
その責任から精神的、肉体的に追い込
まれた。そんな時吉野氏の推薦でカンパニープログラムのディレクターとな
つたのがSMIと の出会 い。権限委譲がスタッフのモティベーションと自発
的行動へつながり、
創造した時間で新規事業の開拓に成功した。
その後 EMDを 採用した頃、
吉野氏より医療法人の経営責任者を任さ
れ、
前年比 111%の 増収を達成。歯科医師としても様々な資格を史上
恩恵を受
最年少で獲得し続けている。また、自身の知識や技術を伝え、
ける患者が増え、
歯科医療界の底上げにつなげるという考えから教育の

ための法人を2016年 に設立した。
国腔内の手術、
組織編成、
会社設立など、
描いた設計
図を現実の形に出来るようになつてきており、
建築塚と
いう夢が別の形で実現していることに驚いている。夢を
SMIと の出会いが
実現する手段を身につけられたのは、
あつたからこそである。

あ な ただけ が持 つ点 火 スイ ッチ ︲

…

「

飩

内科と歯科を併設した診療所

>鵬

悽蝙燿︸
丈
謝

SMIを 採用し人生を変え、
様々な業界で0舌躍されている以下の皆さまよリスピーチを戴きます。

株式会社 丁BIホ ールディングス
代表取締役会長

法政大学第 二 高等学校
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阿部 直人 様
く採用年> く採用プログラム>
2004年
PSP・ DPM・ MOC
く担当代理店>

く事業概要 >飲 食業・インバウンド事業
不動産事業・内装事業・美容事業
く採用年> <採 用プログラム>

2008年

リバティー福岡
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モティベーションの切り替えや、生徒のヤル気をり￨き 出し再び日本 ｀

￨

男子八ンドボール部の監督をしており、全国大会 出場の常連校
であったが、なかなか日本一を取れなかつた。2004年 にPSPを
採用し、その後念願の 日本一を獲得。
その後 、何度か全 国上位 に勝ち上がつたものの、あと一歩 日本
―に届かず、2015年 にDPM、 2016年 にMOCを 追加採用 し、モ
ティベ ーションの切 り替えや、生徒のパーソナルなヤル気を引き出
し、2017年 3月 の全国大会で復活の 日本―を獲る。現在インター
八イ国体での三冠を目指し邁進中
!
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エレガンス東京

毎 日SMIを 反 復 し、現 在 の 売 11は 269億 円

!

1997年 21歳 の 時に留学生として来 日。経 営のノウ八ウを学
び、大学卒業後 、26歳 で株式会社 TBを 設立 し居酒屋 ]号 店を開
業 。そ の後 、人材 目標設 定 につ いて1図 んでいたところ友人 の紹
介で、SM代 理店社長と出会い、
参加 した「世界一の朝礼 Jに 感動
し、SMIを 採用。まず幹部と2人 で始め、8ヶ 月後 には全幹部社員
にDPMカ ンパニープログラムを採用 した。毎 日SMIを 反復 し、
現在
の売上は269億 円にのぼる。それ以外にも、
会社の経営理念の作
成、海外在住ネパール人協会の代表 健康管理 ホテル経営 海外進
出の達成 、
航空会社の設立、
家庭生活面においては結婚 し、
子ども
も出来、SMI採 用以来、
数々の達成がある。
「目標
SMIに よって、トータルバースンの概念に気付かされ、また、
立者ポー
設定の力」と「反復」の可能性の偉大さを感 じた。SM倉 」
ル 」 マイヤーと代理店の社長には大変感謝をしていている。

く職業>パ ーソナルカラーリスト

<採 用年>

2011年

く採用プログラム>

DPM・ DttM・ MOC

SMI通 りに日標設定をすることで、
着実に実績を仲ばし、
夢を えている。
11‐

パーソナルカラーリストとは、一人ひとりの持 つて生まれた個性、
肌、
瞳、
髪などの色に合わせ、似合う色を見 つ けられる知識を持 ち、
そ
の人の魅力を最大限に引き出し輝いて見える方法を提案できるプ
ロフェッショナルである。
2010年 の年 間診 Lll人 数 は 155人 であつたが、DPMを 採用 し
た 2011年 からSMI通 り目標設定をし、2011年 〜2016年 で診断
人数 は 208→ 278→ 294→ 388→ 572→ 578人 と6年 で 4倍 近 く
の成長をしている。この人数 は所属協会 内でダントツの一位を誇
る。S171を 採用 し、
パーソナルカラーリストで生活できるようになるこ
と、
外車を持 つこと、専門学校講師となること、
サ ロンを持 つことと
いう4つ の夢をすべて実現。SMIを 周囲の人にも勧め、
多くの紹介
につながつており、S1711を 支援 し、
普及に貢献をしている。
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リバイバルビジョン名古屋株式会社
代表取締役
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く担当代理店 >
リバティー福岡

SM1/AN認 代理店

SM17

19フ 0年 北海道生まれ。平成元年 に上京 し、
バブルの真つ只中、
色々な仕事にチャレンジし、23歳 には独立起業。念願の社長となる
が、96年 廃業。人生のどん底を味わう。
97年 に再 起 をか けて SMIモ ティベ ー ター として 活 動 を開
始。SMプ ログラムの反復の力で成果があがるようになり、2008
数々の世
年にリバイバルビジョン名古屋株式会社を設立 。その後、
界賞を受賞 している。
プライベ ー トでは94年 (24歳 )に 結婚。家庭にあつては8人 の子
育てに奮 闘中の良き父 、そして超愛妻家の良き夫。元祖イクメンと
して、
仕事や家庭におけるユニークな活動から、テレビ出演、
講演な
どの活動もしている。

