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代理店の、代理店による、代理店のための
オンリーワン組織「全国代理店会連合会」へ、　 ようこそ！

全国には58の地区代理店会があり、
11のブロック（地域）に分かれて活動しています。

たくさんの仲間と
ともに成長できる喜び

メットライフ全国代理店会連合会は、メットライフ生命との緊密な関係を維持し、
共存共栄を図ることを目的に設立されました。最高のサービスと付加価値の
提供を目指すプロフェッショナル代理店の皆さまによって運営され、会員どうし
の交流・研鑽を通して会員代理店の発展と向上を目指し、さまざまな事業活動
を行っています。

メットライフ全国代理店会連合会は、各地区代理店会の全国ネット組織です。
全国には北海道から沖縄まで58の地区代理店会があり、それぞれ入会し
た地区によって下記の11ブロックのいずれかに所属します。各ブロックでは、
会員の研鑽と親睦、情報の共有を目的としてブロックセミナーなどのさまざま
な活動が行われています。

メットライフ全国代理店会連合会は、各地区代理店会の全国ネット組織です。
全国には北海道から沖縄まで58の地区代理店会があり、それぞれ入会し
た地区によって下記の11ブロックのいずれかに所属します。各ブロックでは、
会員の研鑽と親睦、情報の共有を目的としてブロックセミナーなどのさまざま

旭川 ･ 札幌

北海道ブロック

各ブロックに所属する地区代理店会

栃木 ･ 群馬 ･ 埼玉

北関東ブロック

静岡 ･ 静岡東 ･ 浜松 ･ 東愛知 ･ 
名古屋 ･ 名古屋中央 ･ 岐阜 ･ 三重

東海ブロック

北九州 ･ 福岡 ･ 久留米 ･ 長崎 ･ 大分

北部九州ブロック

岩手 ･ 秋田 ･ 青森 ･ 仙台 ･ 
山形 ･福島 ･ いわき

東北ブロック

茨城 ･ 千葉 ･ 東京北･ 東京東

東関東ブロック

京都 ･ 大阪 ･ 大阪中央 ･ 大阪南 ･
奈良 ･  和歌山 ･ 神戸 ･ 姫路

近畿ブロック

熊本 ･ 宮崎 ･ 鹿児島 ･ 沖縄

南九州ブロック

新潟 ･ 長野 ･ 富山 ･ 石川 ･ 福井

北信越ブロック

東京南 ･ 東京西 ･ 八王子 ･ 
山梨 ･ 横浜

西関東ブロック

岡山 ･ 福山 ･ 広島 ･ 山陰 ･ 
松山 ･ 東四国 ･ 山口

中四国ブロック
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代理店の、代理店による、代理店のための
オンリーワン組織「全国代理店会連合会」へ、　 ようこそ！

4つの委員会、四役会、常任理事会などで、
事業改善や新事業を検討しています。

事業活動の中枢になる4つの委員会と総括

メットライフ全国代理店会連合会では、四役と各ブロック長を
含めた常任理事が中心となり、運営されています。また、四役と
常任理事は下記の4つの委員会を運営し、それぞれ担当する事
業を検討。連合会は各委員会の事業計画に基づいて活動を推
進しています。

ブロックセミナーや全国セミナーの開催、ビジネススクール
の運営参画などを通じ、会員の研鑽・成長に貢献しています。

● 営業教育推進委員会

組織基盤の充実を目的とした会員増・財源確保のプログラム
の実施、新生命共済制度や職業賠償責任保険の運営による会
員の福利厚生の充実を推進しています。

●組織財務委員会

会員情報誌『アンカー』の企画と編集、ワンダラー・ドネーション
（ODD）を中心とする社会貢献活動の推進、コンプライアンス
啓発情報提供、連合会WEBサイトの活用を推進しています。

●広報・コンプライアンス委員会

会社役員と委員会で商品や報酬規定に関する意見交換を行
い、新商品開発・改定などに貢献しています。また、営業支援
キャンペーンを実施し、AEC大会の参加推進、E-club制度の運
営を推進しています。

● 販売促進インセンティブ委員会

周年記念大会の開催、地区代理店会のサポート、丸の内倶楽部
の運営などを担当しています。

● 総括
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会員一人ひとりの実り多い未来を、
連合会はチーム力でバックアップします。

メットライフ全国代理店会連合会は、各地区代理店会の連合
組織として発足しました。会社と「共存共栄」の意味である
「二本・一」をスローガンに掲げ、強固なパートナーシップの
もと全国58地区代理店会･約5,500名の会員数を誇る組織に
成長しました。連合会独自のメリットを生かして、皆さまの発展
と繁栄を目指し、共に成長してまいりましょう。

メットライフ全国代理店会連合会は「共存共栄」を理念と
して、メットライフ生命との強固な絆を築いてきました。
大きな特長として、会員の皆さまとメットライフ生命役員と
の意見交換の機会を数多く設けています。マネジメント
交流会や委員会で商品・規定に対する意見交換を行うなど、
互いの成長発展を推進しています。

1992年の発足以来、着実に成長を続け、2005年には会員
数4,000名を突破。現在は約5,500名の会員の皆さまと活動
をともにしています。

日本の保険業界において、保険会社と代理店との関係が大きく
変化していくなかで、メットライフ生命と全国代理店会連合会と
の関係はより強固にそして着実に成長を遂げてまいりました。今
まで以上に競争が激化していく保険業界において、全国代理店
会連合会への加入は代理店の皆さまの代理店経営の発展に
大きく寄与することができると確信しております。ぜひこの機会
に全国代理店会連合会に入会されることを推薦いたします。

会長
ごあいさつ

推薦のことば

共存共栄のスピリットが受け継がれています。

会員数の推移

メットライフ全国代理店会連合会 会長　西廣 隆志

メットライフ生命保険株式会社　執行役員　代理店ビジネス担当 代理店ビジネス本部 本部長　森田 裕之

運営方針と沿革

1992年 2016年

997名

約5,500名

会員数は毎年増加の一途！



5

連合会限定の入会メリットが、
あなたの目標達成をスピードアップします。
連合会への入会メリットはいろいろありますが、なかでも会員の皆さまが声をそろ
えるメリットは、「全国の仲間と出会える」点です。挙績アップはもちろん、全国に
広がる仲間のネットワークなどを通じて、自分自身を高める場としてフルに活用
してください。

仲間のネットワークが広がる！

実績を上げる
ノウハウや情報が手に入る！

自分の営業スタイルを見直し、
スキルアップできる！

万一にも安心 社会貢献への道

地区単位やブロック単位のセミナー、さらに全国セミナーや

スクールでの交流を通じて、他にはない貴重な出会いの

機会が待っています。同じような課題や目標をもって切

磋琢磨しあう参加者とのネットワークは、いつまでも人生の

貴重な財産になります。

全国には優秀な成績の先輩会員が数多く存在します。実

績を上げるノウハウやセールストーク、スランプ脱出法な

ど、彼らの実体験をじかに聞けるのは会員の特権。個人や

社内ではキャッチできない価値ある情報も直接入手でき、

モチベーションアップにもつながります。

生命保険で挙績アップに欠かせないポイント、それはスキル

と意識の変革からと言われています。どう行動すればお客さま

に信頼されるのか。この課題をクリアするために連合会独自

の多様なセミナー＆スクールを開催しています。自分の営業

スタイルを見直し、スキルアップの機会が得られます。

手ごろな保険料で加入できる新生命共済制度や職業

賠償責任保険のほか、弔慰金・福利厚生制度など

安心も充実しています。

地域のリーダーである皆さまにふさわしい、社会貢献

プログラムをご用意しています。事業への好感度を

高めます。

MERIT1

MERIT3

MERIT4 MERIT5

MERIT2
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高度なノウハウが学べる、最新情報がある。
連合会の多彩なサポートプログラム。
連合会では会員の皆さまを対象に、セミナーやスクールなど強力なサポート
プログラムを多彩にご用意しています。会員同士のネットワークづくり、募集活動
のスキルアップ、モチベーションの向上、さらに最新情報へのアクセスなど、
あなたのビジネスを飛躍させるステップボードとしてお役立てください。

毎年1月から2月まで各地区
の代理店会で総会が開催さ
れ、1年の地区事業計画が発
表されます。総会後には懇親
会が開かれ、同地区で活躍す
る代理店仲間との交流の場
となっています。年間を通し

た勉強会や交流イベントも地区ごとに開催されています。詳し
くは連合会ホームページまたは所属営業店でご確認ください。

真のプロフェッショナルをめ
ざす第一歩として、毎月1回・
年11回開催される、連合会
会員のための学びの場です。
募集活動に役立つ知識の習
得や意識の変革はもちろん、
卒業生同士が強い絆で結ば

れ、かけがえのない友人の輪を全国に広げることができます。
すでに、17年間で376名の卒業生が全国で活躍中です。

全国の会員代理店の皆さまが一堂に会す1泊2日のセミ
ナー。毎回、話題性の高い旬の著名人による講演や業務直結
のワークショップなど、ブロックセミナーとはひと味違う、多く
の会員の皆さまが参加する学び多きイベントです。

毎年4月から6月の間に各ブロックで開催されるブロック最大の
イベント。会員の研鑽と情報の共有化をテーマに1泊2日で実施
します。営業に役立つ講演
やセミナー、他地区代理店
との懇親会など、幹事とな
る地区が趣向をこらして取
り組みます。年々、参加者が
増え、セミナーの質も高まっ
ています。

優秀な成績をおさめ一定基準を
満たした会員はE-club認定代理店
として表彰され、記念品の贈呈の
ほか新契約の優先査定や引受基
準の優遇サービスを受けることが
できます。さらに、５回入賞者には
クリスタルトロフィー、10回入賞者
にはプラチナ認定バッジと記念品
がそれぞれ贈呈されます。

連合会設立から今日までの発展を祝して開催されています。
『10周年記念大会』（軽井沢）、『15周年記念大会』（京都）に続
き、2011年には『20周年記念大会』が東京・台場で開催され、
約1,000名の皆さまと盛大に記念大会を祝いました。

代理店交流サポート

スキル＆意欲向上サポート

地区代理店会行事（総会、セミナー、勉強会、懇親会ほか）

ビジネススクール

全国セミナー

ブロックセミナー

E-club

周年記念大会
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年6回定期的に発行される、連合会
の広報・コンプライアンス委員会が
編集に参画している会員代理店限定
の情報誌です。優績代理店のインタ
ビュー記事から、商品別の販売手法
の紹介や医療や社会保険などの周
辺情報まで、募集活動に欠かせない
情報が毎号満載です。メール便で直
接会員の手元に配送します。

新生命共済制度は、募集資格（レベル1）保有者の事業所一括
加入型のグループ保険。団体定期保険と新医療保障保険（団体
型）に告知のみでご加入できます。職業賠償責任保険には、代理
店業務のリスクを幅広く保障する限定プランをご用意。個人情報
漏洩に起因する損害補償請求も保障対象となります。

会員代理店の発展をめざして、連合会独自のキャンペーンや
メットライフ生命との共催によるキャンペーンを、地区代理店会
対抗戦やブロック対抗戦の形式で実施しています。キャンペーン
情報はホームページに掲載されます。

連合会をPRするオープンサイトに
加え、活動報告、キャンペーン・セ
ミナー案内など情報満載の会員専
用サイトがあります。なかでもブ
ロック・代理店会NEWSでは、各地
区の勉強会やイベントの案
内・情報をタイムリーに掲載
します。

www.mlafweb.com

弔慰金制度は、会員ご本人が万が一亡くなられた場合に、一律
5万円の弔慰金が支払われ、複数会員登録者の場合も同様に
適用されます。健康増進と福利厚生を目的とする福利厚生制度
も充実しています。ご利用方法は連合会ホームページでご確
認いただけます。

メットライフ生命との共催によるインセンティブ旅行がAEC大
会。参加者の体験談や開催地を会員情報誌アンカーで紹介す
るほか、ブロックセミナーで経験者との交流会を実施するな
ど、入賞へのモチベーションを高めています。

募集活動サポート

代理店経営サポート

アンカー（代理店情報誌）

新生命共済制度＆職業賠償責任保険

営業支援キャンペーン

ホームページ

弔慰金・福利厚生

AEC大会参加促進

※会員専用サイトのIDとパス
ワードは新規入会時に個別
にお伝えします。

ODD（One Dollar Donation）
メットライフ生命と連携し、新規契約数に連動して積み立てた基
金を寄付する社会貢献活動「ワンダラー・ドネーション」のプログ
ラムを実施しています。寄付先は「メイク・
ア・ウイッシュ オブ ジャパン」「NPO法人盲
導犬施設連合会」「公益財団法人がん研究
会」「公益財団法人エイズ予防財団」。

社会貢献



連合会入会に関するQ&A

会員入退会/会費

Q
A

全国代理店会連合会に入会できる対象は？

支社・営業所に所属し、地区代理店会への入会資格がある代理店が対象
です。地区代理店会入会と同時に連合会入会手続が必要です。

職業賠償責任保険制度

Q
A

申込方法と申込締切日を教えてください。

申込方法には下記の２つがあります。
1） 一斉募集
例年、アンカー４月号にご案内と専用の資料請求用紙が同封されます。
４月中旬～５月下旬にその請求用紙で資料をご請求いただきます。
後日、申込書類が直接代理店宛に送付されます。

2） 中途加入募集
例年、８月～翌２月まで実施します。
募集期間中は、連合会ホームページに掲載している専用ファイルを出
力し、必要事項をご記入のうえ、FAX で資料をご請求いただきます。
後日、申込書類が直接代理店宛に送付されます。

その他

Q
A

連合会のホームページは会員しか見られないのでしょうか？

連合会のホームページは、一般の方も閲覧できるオープンサイトと会員の
方のみが閲覧できるメンバーサイトで構成されています。メンバーサイト
にアクセスするためのIDとパスワードは、入会後に届けられる新規会員
セットに同封されています。

新生命共済制度

Q
A

新生命共済制度に加入したいのですが、必要書類を教えてください。また、
申込みの締切日はありますか？

加入申込書と預金口座振替依頼書（ワイドネット）をご提出ください。
必要書類は担当ASRにお申し付けいただくか、連合会ホームページから
プリントアウトできます。申込締切日は毎月15日となります。

Q
A

地区代理店会に入会せずに、連合会に入会することはできますか？

できません。同時に地区代理店会にご入会いただくことが必要となり
ます。

Q
A

希望者だけグループ保険に加入することはできますか？

できません。当制度のグループ保険は募集資格（レベル1）保有者の「事業
所一括加入型」となります。ご加入いただく際には、有資格者全員のご加入
が必要になります。詳しくはパンフレットをご覧ください。

Q
A

いつから会員となるのですか？ また、会費の支払いはいつからですか？

事務局が入会申込書を営業店経由で受け付けた翌月1日から会員とな
ります。会費は会員となった月の代理店月次手数料から振り替えられ
ます。

Q
A

新医療保障プランのみに加入することはできますか？

単独での加入はできません。必ず団体定期保険とセットでご加入くだ
さい。

Q
A

振り替えられた会費の内訳は？

会費は1会員につき月額2,000円です。700円が地区代理店会費、1,300円
が連合会費となります。

Q
A

配当金はいつ支払われますか？

毎年6月下旬ごろに送金されます。
※配当金計算の確定に時間を要する場合がありますので、送金日は毎年異なります。

Q
A

会員には弔慰金制度がありますか？

はい。会員の死亡の場合、一律5万円が弔慰金としてご遺族に支払われ
ます。

Q
A

店主ではなく従業員が会員になることはできますか？

はい。会員登録は募集人登録のある従業員の方も可能です。1代理店で
複数の登録も可能です（最大10名まで）。

Q
A

複数会員登録のメリットは何ですか？

『アンカー』（代理店情報誌）は会員一人ひとりにお送りします。また、全
国セミナーなど多くのイベントへの参加は会員ご本人限定となります。

Q
A

会員になるために、入会申込書の提出以外に必要なものはありますか？

入会申込書のご提出で翌月1日より連合会会員として登録されます（募
集人登録者のみ）。翌々月には、入会後のメリットを享受するための新規
会員セットをお届けしますので、必ず内容をご確認ください。

入会手続きと流れ

メットライフ全国代理店会連合会　東京都墨田区江東橋 3-9-7　無断で複写、転写することを禁じます。（16 . 03 . KP）

入会申込書に記載の個人情報は、本会の運営に関する業務の範囲内で使用いたします。

会費は月次代理店手数料より振替

会員登録1名につき2,000円
＊地区代理店会費 ........................ 700 円
＊全国代理店会連合会費 ......1,300 円

内訳

（例）1代理店2名登録の場合は、毎月4,000円が振り替えられます。

入会申込書を

ご記入
所属営業店に

ご提出
連合会事務局で

受付完了
連合会

入会
初回連合会費

振替
新規会員セットが
所属営業店より届く

（例）6月15日に記入 （例）6月17日に提出 （例）6月19日受付

●毎月末が締切
●書類提出の翌月
1日付で入会

●入会月の翌月
中旬～下旬

（例）7月1日入会 （例）8月中旬～下旬
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