
DM７ページ目に記載されている参加特典2
「身元保証相談士 無料説明会」特典のご案内

参加特典２ 特典一覧
テキストとDVD
20,000円分を
プレゼント!!

セミナーテーマ
①「老人ホーム紹介業について」ー業界トップの「みんかい」が伝える、正しい高齢者施設の選び方ー
講師：株式会社ASFON TRUST NETWORK　常務取締役　小嶋 勝利 氏

②「入院時の身元保証について」ーおひとりさまの入院時の身元保証人に関する問題についてー
講師：株式会社エラン　事業開発本部　小沢 順二 氏

1 2021年5月8日（土） 開催2021年 5月度定例セミナー 
● （株）ASFON TRUST NETWORKの法人概要と取り組み
● 高齢者施設の最適な選び方と対応エリア

高齢者施設紹介業界のリーディングカンパニーである民間介護施設紹介センター「みんかい」が正しい

高齢者施設の選び方について、わかりやすくお伝えいたします。
● 「みんかい」のサービスと強み● 施設選びにおける「みんかい」との連携の仕方

株式会社ASFON TRUST NETWORK 常務取締役　小嶋 勝利 氏
国内初の老人ホーム紹介事業を20年前に立ち上げ、現在では業界のリーディングカンパニーとなっている

「みんかい」を運営するASFON TRUST NETWORK。相談室は現在、1都3県に18拠点、北海道や愛知県、

大阪府、福岡県にそれぞれ1拠点、計22拠点構えており、相談員は首都圏だけでも49名を配置。全国の有料

老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、シニア住宅などの運営事業者1500社以上と提携し、老人ホーム

紹介の総相談件数は年間1万5000件にのぼる。入居者ニーズに合った老人ホームの紹介に加えて、首都圏を中心に複数のホームで運営コンサルティングを

行っている。老人ホームの現状と課題を知り尽くし、数多くの講演を通じて、施設の真の姿を伝え続けている。

主な著書は「誰も書かなかった老人ホーム」「老人ホームリアルな暮らし」祥伝社、「もはや老人はいらない」ビジ

ネス社、「老人ホームのお金と探し方」日経BP社など。

5月テーマ② 「入院時の身元保証について」おひとりさまの入院時の身元保証人に関する問題について
東証1部上場の（株）エランが手がける入院中の日常生活用品をレンタルするサービス「CSセット」。

急な入院をサポートする事業の中から発生する、おひとりさまの入院時の身元保証のお悩みを身元保証

相談士と連携していきます。

株式会社エラン 事業開発本部 小沢 順二 氏

オンライン 同時開催
ONLINE

多数のご要望をいただき、オンライン同時開催が決定いたしました。

会場での参加が難しい方は、是非ともオンラインでご参加ください！

2021年5月8日（土）
開催日

14時00分～17時00分　※受付 13時30分～

オンライン ＆ リアル セミナー 同時開催！一般社団法人 身元保証相談士協会 2021年5月度 定例セミナー

講義内容

講義内容

● 大学卒業後～30代前半まで「食を通じた豊かさ」を求め、外食チェーン（すかいらーく）にて、現場店舗経営（店長・エリアマネジャー）や本部

社員（業態監査、広告、販促）を経験● 30代後半震災をきっかけに「生活にもビジネスにも物流が欠かせない」と感じ、前職の取引先である物流会社（現エディ

オン系列）にて法人窓口、新規事業部門を経験
● 40代～現在病院という場で「人を介して届く価値」に触れ、前職の取引先でもあるエランに入社～現職（新規事業開発）に至る。

異業種間を歩んで参りましたので、どんなお仕事からもヒントを得て、皆さまと『入院を経験しても健やかに暮ら

していける』社会共通価値を創っていきたいと思います。

5月テーマ① 「老人ホーム紹介業について」業界トップの「みんかい」が伝える、正しい高齢者施設の選び方

ゲスト講師

ゲスト講師

● 株式会社エランのサービスと強み　　　● 入院時の身元保証の必要性

セミナーテーマ
①「死後事務委任契約に活用できる保険サービスの登場｣
講師：みどり生命保険株式会社　営業推進第二部 担当部長　川合 一佐雄 氏

②「動画で確認！身元保証面談の進め方｣ー身元保証の面談および営業におけるポイントを解説！ー
講師：株式会社オーシャン　代表取締役　黒田 泰 

2 2021年11月6日（土） 開催2021年 11月度定例セミナー 
オンライン同時開催

ONLINE

2021年11月6日（土）
開催日

14時00分～17時00分（ 受付13時30分～）※懇親会を17時30分～19時00分で予定しております。

オンライン ＆ リアル セミナー 同時開催！一般社団法人 身元保証相談士協会 2021年11月度 定例セミナー
11月テーマ① 「死後事務委任契約に活用できる保険サービスの登場」

従来、生命保険の受取人は親族に限定され、受取の対象は自然人に限られていました。みどり生命では、

2020年10月付で、死後事務委任契約の受任者となる「法人」を受取人とする契約形態が可能となりまし

た。生命保険を活用して死後事務にかかる費用を準備することができます。

講義内容

● みどり生命保険の商品のご案内

一般社団法人 身元保証相談士協会 代表理事
行政書士法人オーシャン 代表社員 行政書士　鎌田 昂伺2021年行政書士法人オーシャンの代表社員、一般社団法人身元保証相談士協会 代表理事に就任。グループ

法人一般社団法人いきいきライフ協会にて身元保証業務に従事し、責任者として高齢者からの相談にのり、身

元保証人として関与している。

講義内容

講義内容 ● 無料面談の流れを動画を通して確認しましょう！
● 身元保証の相談でおさえるべきポイントを解説いたします

11月テーマ② 「動画で確認！身元保証面談の進め方」

大手経営コンサル会社勤務時代に、相続マーケットの攻略法を確立し、全国にそのノウハウを普及する。2011年

末に同社を退職。2012年１月、株式会社オーシャンを設立し、現在10期目。士業事務所のコンサルや上場企業

のアドバイザリーを担当。法律家による「身元保証相談士協会」も立ち上げる等、精力的に活動。

株式会社オーシャン　代表取締役　黒田 泰
（社）いきいきライフ協会 顧問　（社）身元保証相談士協会 代表理事

（社）あんしん財産管理支援機構 代表理事

みどり生命保険株式会社 営業推進第二部 担当部長 川合 一佐雄 氏
みどり生命は、冠婚葬祭互助会で国内最大手のベルコグループ＜(株)ベルコ・(株)セレマ・(株)ベルセレマ・(株)

互助センター友の会・(株)玉姫グループ＞の一員として、2008年10月(株)ベルコ、(株)互助センター友の会の出

資により設立されました。この度、人生100年時代に向けて、「身寄りがなく、自身の死後を託すことができない方々」のお役に立つべく、

身元保証等高齢者サポート事業者の皆さまにご活用いただける「死後事務委任契約の受任者である法人を受

取人とする生命保険契約」の販売を開始いたしました。皆さま何卒よろしくお願い申し上げます。

ゲスト講師

いきいきライフ協会が受取人となる死後事務委任契約
保険を活用した身元保証プラン・信託口座を利用した死後事務プラン

● 保険を活用した身元保証プランの共有 ● 信託口座を利用した死後事務プラン

● 入院時身元保証プランの共有 ● 「みもっと」での情報発信について

生命保険を活用した身元保証契約のスキームと、信託口座を利用した死後事務スキームについてご説明

いたします。

身元保証の面談および営業におけるポイントを解説！

※身元保証相談士協会の会員様は対象外となります。過去のセミナーは「みもっと」からご覧いただけます。

セミナーテーマ
①「死後事務手続きをまるごと徹底解説 !」
講師：一般社団法人いきいきライフ協会　上級身元保証相談士　星野 尚子

②「“らくしご・らくみも”の手続きおよび地域での展開方法」
講師：株式会社オーシャン　代表取締役　黒田 泰 

2022年6月11日（土） 開催2022年 6月度定例セミナー 4

前職では金融機関にて9年間在籍。主に資産運用コンサルティングを担当し、高齢者の老後のご不安に寄り添い、

問題解決をご提案するほか、預金業務や支店運営等、総合的に携わっていた。その後、身元保証や相続など、専門

的に関わりたいと考え、オーシャンに入社。現在は、一般社団法人いきいきライフ協会・一般社団法人身元保証相談士協会に従事し、責任者として身元保証

事業を運営。また、本部として、全国の会員の皆さまのフォローを担当。

一般社団法人いきいきライフ協会　上級身元保証相談士　星野 尚子

オンライン 同時開催
ONLINE

多数のご要望をいただき、オンライン同時開催が決定いたしました。

会場での参加が難しい方は、是非ともオンラインでご参加ください！

2022年6月11日（土）
開催日

14時30分～17時00分　※受付 14時00分～

オンライン ＆ リアル セミナー 同時開催！一般社団法人 身元保証相談士協会 2022年6月度 定例セミナー

6月テーマ① 「死後事務手続きをまるごと徹底解説！」
講義内容

今回は「死後事務」をテーマに、具体的な種類と手続き方法のほか、成年後見人の役割と死後事務の範囲に

ついて、解説いたします。成年後見人を受任している会員の皆さまからも、お声をいただきたいと思います。

今後、増えることが想定される死後事務、皆さまからのご質問にもお答えいたします！

また、死後事務を活用した営業方法、他業種との連携についても合わせて解説いたします。

● 死後事務の種類と手続きを全て解説します● 成年後見人の役割と死後事務の範囲の違い

6月テーマ② 「“らくしご・らくみも” の手続きおよび地域での展開方法」前回3月度の定例セミナーでもお伝えした、生命保険を活用した死後事務プランや、簡易的な身元保証サー

ビス、「らくしご・らくみも」について、具体的なサービスや実際の運用方法について、当協会の代表理事であ

る黒田が解説いたします！また当協会で受任した案件の事例共有や、当協会に問い合わせの多いご相談内容について共有いたします。

その他、先日開催した、介護事業者向け「身寄りのない高齢者向けサポート 無料説明会」の反響をご報告い

たします。介護関係など、高齢者と接する方々のリアルなお困り事について、一緒に考えていきましょう。

● 商品の詳細や手続きの流れ● 地域における営業および展開方法
● 案件の事例共有

講義内容

大手経営コンサル会社勤務時代に、相続マーケットの攻略法を確立し、全国にそのノウハウを普及する。2011年

末に同社を退職。2012年１月に、オーシャングループを結成。創業時から相続遺言・生前対策に特化した事業展

開を行い、法律家による「身元保証相談士協会」を立ち上げる等、精力的に活動。

現在、横浜、藤沢、渋谷の5拠点で事業展開。従業員数120名（社員70名・パート50名）。経営コンサルタントとし

て士業事務所のコンサルや上場企業のアドバイザリーを担当。

株式会社オーシャン　代表取締役　黒田 泰
（社）いきいきライフ協会 顧問　（社）身元保証相談士協会 代表理事　（社）あんしん財産管理支援機構 代表理事

セミナーテーマ
①「創業6年目ながら身元保証事業で年商6,000万円突破！｣
講師：(社)いきいきライフ協会名古屋　代表理事　朽木 瑛浩 氏

②「死後事務プランの契約手続きと営業方法について」
講師：株式会社オーシャン　代表取締役　黒田 泰 

3 2022年3月26日（土） 開催2022年 3月度定例セミナー 

● 創業から現在までの取組み● 地域の事業者との連携方法● 面談方法と営業ツール

当協会の代表理事である黒田が身元保証事業を立ち上げてから、これまで最も多くの身元保証案件を

受任している「（社）いきいきライフ協会名古屋」。創業6年目ながら、社員4名・パート7名で年商6,000万

円を突破するなど安定成長を続けています。
今回は当協会の代表理事である黒田との対談形式で、いきいきライフ協会名古屋の安定成長の裏側を

大公開！120分集中で会員の皆様が明日からすぐに実践することができるよう、対談形式の中で代表理

事の黒田が分かりやすく解説します！

● 業務管理ツール「みもっと」の活用● 運営体制と役割分担
(社)いきいきライフ協会名古屋 代表理事　朽木 瑛浩 氏司法書士法人勤務時代に獲得した相続遺言・生前対策のノウハウを生かし、オーシャンの黒田の指導のもと

で、2012年にいきいきライフ協会名古屋を設立。シニアの身元保証、葬送支援などの終活支援から介護施設や

不動産売却、相続税案件紹介などのシニア向けトータルコーディネーターとして活動。葬儀社・士業事務所・介

護事業者などと提携し、各所で終活セミナー講師を担当。セミナー参加者は累計5,000人を超え、厚い信頼を

寄せられている。

昨年11月度の定例セミナーにて発表した、生命保険を活用した死後事務プラン。お待たせしましたが、今回

はこちらの契約書やご案内方法など、手続きの進め方をご紹介していきたいと思います。

また、直近で本部にて対応させていただいたケアマネージャーや賃貸不動産会社における死後事務ニーズ

を踏まえ、具体的な連携方法やサービスの展開方法についても解説いたします。

オンライン 同時開催
ONLINE

多数のご要望をいただき、オンライン同時開催が決定いたしました。

会場での参加が難しい方は、是非ともオンラインでご参加ください！

2022年3月26日（土）
開催日

14時00分～17時00分　※受付 13時30分～

オンライン ＆ リアル セミナー 同時開催！一般社団法人 身元保証相談士協会 2022年3月度 定例セミナー

講義内容

講義内容

3月テーマ① 「創業6年目ながら身元保証事業で年商6,000万円突破！」

3月テーマ① 「死後事務プランの契約手続きと営業方法について」

ゲスト講師

● 死後事務プランの契約手続きを解説 ● 死後事務プランの活用と身元保証スキームの展開

● ケアマネージャーや賃貸不動産会社との連携  ● 死後事務に関する営業方法

大手経営コンサル会社勤務時代に、相続マーケットの攻略法を確立し、全国にそのノウハウを普及する。2011年

末に同社を退職。2012年１月、株式会社オーシャンを設立し、現在10期目。士業事務所のコンサルや上場企業

のアドバイザリーを担当。法律家による「身元保証相談士協会」も立ち上げる等、精力的に活動。

株式会社オーシャン　代表取締役　黒田 泰
（社）いきいきライフ協会 顧問　（社）身元保証相談士協会 代表理事

（社）あんしん財産管理支援機構 代表理事

2万円相当
参加特典

プレゼン
ト！

「相続マーケット徹底攻略セミナー2022」の同日、午前中に開催される「身
元保証相談士 無料説明会」に会場参加いただいた皆様を対象に、過去に
開催された身元保証相談士協会定例セミナーテキストとDVD（20,000円
相当）をプレゼント！
ご希望のセミナーを申し込み用紙にご記入の上、お申し込みをお願いいた
します。ぜひ、この機会に奮ってご参加ください！


