
2014年度アニュアル・ミーティング
開催地:  カナダ、トロント
2014年6月8-11日
詳しくは  www.mdrt.org/2014AM

会議登録  
とホテル予約 

Japanese



2014年度MDRTアニュアル・ミーティ
ングの会議登録を今すぐお申込みく
ださい！
世界中から何千人もの仲間がカナダの
トロントに集まります。6月8-11日のア
ニュアル・ミーティングでは、ビジネス
を成長させる新しいアイディアに出会
い、プロとしてのスキルを高め、プライ
ベートの充実を実現する知恵に出会
えることでしょう。
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MDRTアニュアル・ミーティングに
ご期待いただけること

3日間に渡るメイン・プラットフォーム

今年のメイン・プラットフォームは、皆さんの生産性を高

める新しいアイディア、心に響くインスピレーショナルな

話、今後のトレンドを示唆する洞察力、ユーモア、そして

魅惑的なイメージをお届けします。

スペシャル・イベント

これらのイベントは仲間と楽しみ、トロントのグルメ、景色、そ
してサウンドを楽しんでいただくことを目的としています。

内容の深いスペシャル・セッション

スペシャル・セッションはプロとして、人としての成長に

寄与するプログラムです。コート・オブ・ザ・テーブル会

員とトップ・オブ・ザ・テーブル会員の為の特別セッショ

ンに加え、初めてアニュアル・ミーティングに出席する初

参加者の為のセッションを用意しています。メイン・プラ

ットフォームとは違う深みのあるセッションになることで

しょう。いずれも会議登録の際にお申込みください。

専門的で実践的な分科会は 50以上

三日間にわたる分科会では、下記の6種類のセッションを

同時進行でお届けします。 

資産管理

保障性商品とプランニング

セールス・アイディア

マーケティング

事業経営 

ホール・パーソン 
 
加えて、COT会員やTOT会員を目指す方々のために、TOT
会員による生産性向上のためのセッションもあります。

最新情報は 2014 MDRT Annual 
Meeting公式サイトをご利用ください。
www.mdrt.org/2014am
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スケジュール

11 a.m. – 5 p.m. MDRT Storeオープン

11 a.m. – 6 p.m. 会議登録オープン

11 a.m. – 3:30 p.m. Pre-Meeting Workshops   
4:30 – 5:30 p.m. PGAボランティア・オリエンテーション

6 – 7:30 p.m. エクスカリバー・レセプション
(MDRT基金エクスカリバー・ソサエティ・メンバー及び、2014度インナー・サークル・ソサエティによ
る招待のみ)

6月7日（土）

P R E - M E E T I N G  W O R K S H O P  
通訳はありません。要予約・有料

Beyond the Hype: Using  
Social Media to Connect, Engage 
and Transform Your Business

 A .M. –  P.M.
Graeme Codrington, DBA
Dr. Graeme Codrington is an expert on the future of 
work and the disruptive forces that are shaping it. The 
biggest revolution we face in the next decade is a shift in 
how we deal with information. The current rise of social 
media is just the beginning, and companies are only just 
starting to engage effectively with the significance of 
this new technology. This workshop explains the drivers 
behind this shift toward social media, proving that it is 
more than mere hype, and outlining key principles to 
follow in order to use social media more effectively in 
your business.  

Additional cost: USD 25  

P R E - M E E T I N G  W O R K S H O P 
通訳はありません。要予約・有料

The Trust Edge  
90 Day Quick Plan

: – : P.M.
David Horsager
David Horsager researches and speaks on the bottom-
line impact of trust — the foundation of genuine success. 
This workshop, based on the concepts in his book, “The 
Trust Edge,” will introduce attendees to The 90 Day 
Quick Plan (90DQP), a method that helps individuals 
identify top priorities, align daily activities, measure 
change and develop the “8 Pillars of Trust” framework.  

Additional cost: USD 25  
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スケジュール

7:30 a.m. – 7 p.m. 会議登録オープン

7:45 – 10 a.m. ConneXion Zone にてTOTコネクト・セッション
(会議登録をした方はどなたでも)

10 a.m. – 5 p.m. ConneXion Zone オープン

10 a.m. – 5 p.m. MDRT Store オープン

11 a.m. – 1:30 p.m. COTとTOTプログラムとレセプション
2014年度COTとTOT会員のみ)

4:30 – 6 p.m. 初参加者エクスペリエンス（初参加者のみ）

7:30 – 9:30 p.m. ウェルカム・レセプション

6月8日（日）

COTとTOTプログラム

11 A .M. – 1:30 P.M. 
講演 :  11 A . M . – 12:30 P. M .

レセプション :   12:30 – 1 :30 P. M . 

毎年開催している、COT会員とTOT会員の為の特別なイベン

トです。業績を称えあい、ネットワークを広げ、業界トレンド

を学ぶ機会です。ダイナミックな講演とレセプションの詳細は

mdrt.org/2014AMをご参照ください。

このイベントは2014年度のCOT会員とTOT会員のみが無料で

ご参加いただけますが、予約（チケット）が必要ですので、会

議登録の際お申込みください。会議登録フォームのTicketed 
Eventsにてお申込みください。  

初参加者エクスペリエンス

4:30 – 6 P.M.
追い越し車線

このイベントは初めてアニュアル・ミーティングに参加する会員

の為のエキサイティングでエネルギッシュなイベントです。今年

の講演はThe Passing Zone追い越し車線をテーマに、ユニー

クなプレゼンテーションを繰り広げます。ジャグリングをするデ

ュオが、成功に不可欠な要素をユニークな方法でプレゼンして

くれます。二人が力を合わせることにより想像もできない力を

発揮できることを証明してくれるはずです。

このイベントは2014年度のアニュアル・ミーティングに初めて

出席する会員の為のプログラムです。無料ですが、会議登録の

際にお申込みいただき、チケットを発行します。会議登録資料

のTicketed Eventsからご登録ください。    

ウェルカム・イベント

7:30 – 9:30 P.M. 
アニュアル・ミーティングのオープニングに相応しいレセプシ

ョンにぜひご参加ください。「多様な色と光の世界」をテーマ

とする今年のパーティで、世界中から集まる仲間との交流をお

楽しみください。お馴染みのMDRT会員によるバンドが音楽

を担当します。2014年度アニュアル・ミーティングのキック・オ

フに相応しいイベントになるでしょう。スナックとドリンクのチ

ケットを配布します。
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スケジュール

6 – 6:45 a.m. スペシャル・イベント: Zumba

6:30 – 7:30 a.m. TOT会員Meet and Greet (2014年度TOT会員のみ)

7 a.m. – 4 p.m. 会議登録オープン

8 – 11:30 a.m. メイン・プラットフォーム

11:30 a.m. – 5:30 p.m ConneXion Zone とMDRT Store オープン

12 – 1:30 p.m. スペシャル・セッション (*要予約・昼食会は有料) 

2 – 5 p.m. 分科会

4:30 – 5:30 p.m. クォーター・センチュリー・クラブ (QCC会員のみ)

5:30 – 6:30 p.m. TOTレセプション  (2014年度TOT会員のみ)

6月9日（月）

スペシャル・セッション 
通訳はありません。要予約・有料

Selling and Marketing to the Generations

12 – 1:30 P.M.
Seth Mattison
Markets are becoming increasingly segmented, and one size no longer fits all clients and customers. This presentation 
reveals the hot buttons and preferences of Traditionalists, Boomers, Xers, and Millennials that marketers and sales 
people need to know to connect. This isn’t about inventing a new selling system — it’s about adding a generational lens to 
your already successful approach to make it more impactful. 

Additional cost: USD 50 includes lunch.  

野球観戦 トロント・ブルージ
ェイズ対ミネソタ・ツインズ

6:45 – 10 p.m.

ゲーム開始: 7:07 p.m.

トロント・ブルージェイズの
本拠地、ロジャーズ・センタ
ーで行われる、ミネソタ・ツ
ィンズとの対戦をセンター内
のSightline レストランで観
戦しながらディナーを楽し
みます。

トロント滞在を最高に楽しむためにはぜ

ひスペシャル・イベントやツアーにもご参

加ください。会議登録サイトwww.mdrt.
org/2014am*のSpecial Eventsのタブ
をクリックしてください。

 

ビールのテイスティング 
＠the Beer Bistro  
5:30 – 7:30 p.m. 

A sophisticated location with 
an appreciation for beer, 
the Beer Bistro is located in 
Toronto’s financial district 
and delivers a memorable 
experience for all their 
guests. This private event 
will offer tastings of five  
very unique brews paired 
specially with gourmet fare.   

徒歩で15-20分のthe Beer 
Bistroが会場。

月日（月） 月日（火）

スペシャル・イベント、ツアー、エクササイズ

Simultaneous interpretation not available Prepaid ticketed event. Check the appropriate box under  
“Ticketed Events” on the Registration and Housing form to obtain a ticket.

* これらのイベントには最低催行人数がありますので、ご確
認ください。人数に達しない場合は、イベントをキャンセル
し、お支払いただいた料金を全額返済します。



6月9日（月）- 6月11日（水）

健康とフィットネス 
6 – 6:45 a.m.

大会中もエクササイズは欠かしたくない方の為に、毎

朝プロのインストラクターによるエクササイズをご用意

しました。詳細はウェブサイトをご参照ください。

月日（月）  ZUMBA   – : A . M .    

月日（火）  PILATES   – : A . M .

月日（水）  YOGA   – : A . M .

6月10日（火）

スペシャル・セッション 
通訳はありません。要予約・有料

BrainWorks: A Brain-Based  
Approach for Optimal Performance

6 – 7:15 A .M.
Heidi Hanna, Ph.D.
With constantly increasing demands on time and energy, 
it’s easy to fall into the trap of multitasking. This decreases 
not only our focus and attention, but also our creativity 
and overall engagement. In this session, learn simple 
strategies to optimize energy and performance for today 
and create a healthier brain as we age.

Additional cost: USD 35 includes breakfast.  

スペシャル・セッション 
通訳はありません。要予約・有料

What Makes the Great Ones Great?

12 – 1:30 P.M.
Don Yaeger
As a longtime associate editor for Sports Illustrated, Don 
Yaeger, has had a front-row seat with some of the greatest 
winners of our generation. Using personal accounts 
gathered from more than 25 years of interviews, Yaeger 
has identified Sixteen Consistent Characteristics of 
Greatness found in the super-achievers. Attendees will 
learn how they can apply these characteristics to their 
personal and professional lives.

Additional cost: USD 50 includes lunch.  

スケジュール

6 – 6:45 a.m. スペシャル・イベント: Pilates

6 – 7:15 a.m. スペシャル・セッション（*要予約・有料・朝食会） 

7 a.m. – 4 p.m. 会議登録オープン

8 – 11:30 a.m. メイン・プラットフォーム

11:30 a.m. – 5:30 p.m ConneXion Zone と MDRT Store オープン

12 – 1:30 p.m. スペシャル・セッション（*要予約・有料・昼食会） 

2 – 5 p.m. 分科会

4:30 – 5:30 p.m. クォーター・センチュリー・クラブ (QCC会員のみ)

5:30 – 6:30 p.m. TOTレセプション  (2014年度TOT会員のみ)

5

月日（月）と月日（火）

トロントを水上、上空、 
地上で楽しむ 
5:15 - 11:30 p.m.

トロントのすべてをお楽し

みいただけるエクスペリエン

ス。トロント・アイランドへの

クルーズで始まり、世界的に

有名なCNタワー地上113階の

レストランで、トロントを360
度楽しみながらのディナーを

堪能していただきます。最後

に夜の市内ツアーへお連れ

します。

夜のナイアガラ  
5:15 – 12深夜

世界的に有名なナイヤガラの

滝を楽しむツアーです。昨年

引退した『霧の乙女号』に代

わるHornblower号で滝口ま

でせまる大迫力のクルーズを

体験していただきます。その

後、シェラトン・ホテルの最

上階レストランから滝の夜景

を楽しみながらディナーを堪

能していただきます。

Simultaneous interpretation not available Prepaid ticketed event. Check the appropriate box under  
“Ticketed Events” on the Registration and Housing form to obtain a ticket.
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スケジュール

6 – 6:45 a.m. スペシャル・イベント: Yoga

7 a.m. – 2 p.m. 会議登録オープン

7 a.m. – 6 p.m.  同時通訳ヘッドセット返却カウンター・オープン

9 – 11:30 a.m. 分科会

9:30 – 10:30 a.m. クォーター・センチュリー・クラブ (QCC会員のみ)

9:30 am – 1:30 p.m. MDRT Store オープン

1:30 – 5 p.m. メイン・プラットフォーム

3 – 5:30 p.m. MDRT Store オープン

8 – 10:30 p.m. クロージング・イベント
Party on the PlatformとMDRT’s Got Talent

6月11日（水）

クロージング・イベントはプラットフォー

ムでパーティ 
そして才能ある会員によるMDRT’s 
Got Talent!

8–10:30 P.M. 
8 P. M .   開場  
 有料でドリンクとスナックを用意しています。 
8:30 – 9:15 P. M .    MDRT’S GOT TALENT   

  才能豊かな会員によるショー。皆さんの投票で
優勝者を決めます。

9:15 – 10:30 P. M .   DANCE PART Y

2014年度MDRTアニュアル・ミーティングを楽しく締めくくる
パーティ

参加は無料ですが、ご登録が必要です。会議登録の
際“Ticketed Events”でご登録ください。21歳以上であるこ
とがこのイベント参加の要件です。

アイディア交換会

9–10 A .M.
アイディアをシェアし、相互研鑽というMDRT本来の目的を実
現するイベント。それぞれ英語、中国語、日本語、韓国語、スペ
イン語で行います。

Simultaneous interpretation not available Prepaid ticketed event

芸のあるMDRT会員はぜひご応募ください！

Visit the Annual Meeting website for more details. 

2014 MDRT’s Got Talentへの応募は2014年4月21日
までにビデオでオーディションに応募してください。一
次審査を通過した方には、2014年度アニュアル・ミー
ティングのクロージング・イベントのステージで披露し
ていただき、参加している会員による投票により優勝
者を決めます。詳しくは本部のアニュアル・ミーティン
グ、ウェッブサイトをご参照ください。
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スケジュールは予告なく変更する場合があります。

最新の情報はwww.mdrt.org/2014amをご利用ください。
すべて印刷時の最新情報です。アニュアル・ミーティングの講師は契約締結し次第、本部サイトにて公表します。最新の講師は

http://www.mdrt.org/2014AM をご参照ください。 

*事前予約が必要で有料のセッションは、会議登録の際にお申込みください。通訳はありません。現地でのチケット販売は致し

ません。会議登録の際、“Ticketed Events”にチェックを入れてください。4月30日以降のキャンセルには返金はありません。

ConneXion Zone

月日（日）,  FROM  A . M . –  P. M . 

月日（月）,  FROM : A . M . – : P. M .

月日（火）,  FROM : A . M . – : P. M .

ConneXion Zoneで憧れの会員にコネクトしてください。 
世界各国から集まった会員とのネットワークを広げ、展示業
者に質問をし、プレゼンテーションを聞き、分科会のプレビ
ューを聞き、メイン・プラットフォームの講師とQ&Aを楽し
むことのできる特別なコーナーです。ビジネスにテクノロジ
ーを取り入れたい方にもお勧めです。スポンサーと展示業者
の情報はwww.mdrt.org/2014AM をご参照ください。質
問は、meetings@mdrt.org へ。

MDRT Store

MDRTイチオシの教育資料がそろうのはMDRT Store で
す。リソースの多くはMDRT会員の著書や資料です。キャリ

アを次のステップへ高めるには必須の資料でしょう。MDRT 
Store には卓越した生命保険・金融プロフェッショナルの

組織であるMDRTの会員であることを示すことのできるお

しゃれなアイテムも多数取り揃えています。 
事前に商品ラインアップを検索するには、http://www.
mdrtstore.org/ をご利用ください。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MDRT基金

世界中すべてのMDRT会員のフィラントロピーの為にMDRT
基金は存在します。皆さんが日頃から貢献しているチャリテ

ィを応援し、地域社会のリーダーとして活躍し、ボランティア

活動を活性化しつつ、世界中の偉大なリーダーと交流する

機会を得ることが出来ます。

2014年のプロミス・アピールについての詳しい情報は 
www.mdrtfoundation.orgをご参照ください。
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アニュアル・ミーティングの会場

主会場はトロントのMetro Toronto Convention Centre。
住所は255 Front Street West, Toronto, Ontario, 
Canada M5V 2W6. 

参加者の要件

2014年度の会員資格のある方のみです。配偶者、親戚、友
人、仕事仲間、アシスタント等は出席することが出来ませ
ん。従って、まずは2014年度の会員資格を獲得することが
大事です。

会議登録料

早期割引 –4月21日まで   
早期登録料は: USD 695 
アメリカ東部時間の4月21日午後11:59（日本時間は4月22
日火曜の午前11:59）までにお支払を完了することが条件
です。 

事前登録 - 4月22日-6月6日まで 
会議登録料: USD 895 
アメリカ東部時間の6月6日午後11:59（日本時間は6月7日土
曜の12:59）までにお支払を完了することが条件です。

現地登録 
会議登録料: USD 995 
6月7日（土）以降の登録は現地での処理となります

会議登録料を銀行送金で行う場合は、meetings@mdrt.
orgにお申し出ください。

会議登録の方法

MDRTは会議登録及び宿泊予約をExperient社に委託し
ています。 

Online:   www.mdrt.org/2014am

郵送: MDRT Registration

 Experient/MDRT  
 P.O. Box 4088   
 Frederick, MD 21705 USA 

Fax:  +1 301.694.5124 

会議登録とホテル予約の問い合わせ先:

電話:  +1 847.996.5876

Email: mdrt@experient-inc.com

会議登録返金の条件

会議登録のキャンセルは、必ずFaxもしくはEmailで
Experient社にお申し出ください。お支払いと同じ方法で
返金させていただきます。日付は東部（ニューヨーク）時間
の11:59 p.m.までとします。

キャンセルのお申し出   返金額

2月3日 – 5月7日   100% (但し US$50を事務  
  処理費としていただきます)

5月8日–5月23日 50% (但し US$50を事務  
  処理費としていただきます)

5月24日以降  返金はありません

有料のイベント 4月30日以降のキャンセル  
  への返金はありません  

*  ビザが取得できないためのキャンセルの締切りについては
10ページをご参照ください。
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ホテル情報- オフィシャル・ホテル

Experient社が宿泊予約を先着順で手配させていただきます。ホテルとお部屋のリクエストを受け付けますが、確約す

るものではありません。チェックイン及びチェックアウトの予定をご記入ください。 記載のない場合は自動的に、6月8
日（土）のチェックイン、6月11日（水）のチェックアウトとして予約を入れます。ご予約には2014年8月まで有効なクレジ
ット・カードが必要です。ご利用いただけるカードはVisa、マスター & JCBをご利用いただく事が出来ます。予約確認は

Experient社よりemailもしくは Faxにて48時間以内に発信させていただきます。ホテルのご予約は4月30日（水）まで

とさせていただきます。それ以降は、空室のある場合のみとなります。ルームメートを指定する場合は必ず、フルネームと

MDRT ID番号をご指定ください。会議登録とホテル予約のフォームは必ず印刷の上、控えておいてください。下記の条

件はExperient社を通してご予約いただいた方に限ります。

Fairmont Royal York* 
(本部ホテル)     
Single/Double: CAD 239  

ルームレートには下記を含みます。

市内・フリーダイアルは無料。事前にFairmont 
President’s Clubに登録しておけば、インターネット無料。
クラブへの登録は無料。詳しくは 
www.fairmont.com/fpc。

デラックス・ジュニア・スィートへのアップグレードの抽選
は5月15日（木）までにExperient社を通してご予約くださ
った方が対象です。

Hyatt Regency Toronto 
Single/Double: CAD 225  

ルームレートには下記を含みます。

インターネット無料 

市内・フリーダイアルは無料。

InterContinental Toronto Centre 
Single/Double: CAD 269  

ルームレートには下記を含みます。

インターネット無料

市内・フリーダイアルは無料。

Renaissance Toronto Downtown Hotel 
Single/Double: CAD 259 

ルームレートには下記を含みます。

インターネット無料

市内・フリーダイアルは無料。

  ホテルの宿泊料はすべてカナダドルで表示。税金等は含まれません。 
（印刷時の税金は13%+3%）チェックアウト時にお支払いただきます。

Fairmont Royal Yorkにはごく一部喫煙室があります。ご希望を受け付けますが、確約するものではありません。

アップグレードやスイートのご利用に関しては、直接Experient社にお申し出ください。
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ホテル予約の変更とキャンセル

オンラインでホテル予約の変更をすることはできます
が、Experient社に通知する方法もあります。キャンセル及
び予約内容の変更は必ず書面でお申し出ください。

4月30日-5月13日 
オンラインで予約の変更をお申し出ください。もしく
は、Emailでmdrt@experience-inc.com もしくは、Faxで
1 847.996.5401お知らせください。キャンセルは必ず書面
でお申し出ください。変更は余裕のある場合に限ります。

5月14日ｰ19日 
ホテル予約の内容変更のお申し出を受けることが出来ま
せん。

5月20日以降 
直接ホテルに予約内容の変更等をお申し出ください。キャ
ンセルの場合は、当該ホテルの方針・規程に従います。ご
予約いただいた日にチェックインできない場合は当日分の
宿泊料をお支払いただきます。一度キャンセルした予約を
復活することはできず、新規のリクエストとして対応させて
いただきます。

ビザとパスポート

帰国するまでの間有効なパスポートとカナダ入国のビザが
必要です。旅行に必要な書類や資格は国によって違います。
日本のパスポートの場合は一般的に入国から6か月以上の
猶予のあるパスポートがあれば、観光目的として6か月ま
で滞在することが出来ます。

ビザの取得に必要な招聘状は本部サイトからダウンロード
することができます。

ビザが得られない場合

カナダのビザを得ることが出来ずにアニュアル・ミーティン
グに出席できない方は、ビザの発行が出来ない旨の正式な
書類を提出していただくことで、会議登録料を全額返金し
ます。必要書類をそろえ、6月11日までにmdrt@experient-
inc.com宛てにご提出ください。
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同時通訳

2014年度アニュアル・ミーティングの公式言語は英語で
す。MDRTはメイン・プラットフォームと、一部の分科会に
同時通訳を用意します。同一言語に50人以上の通訳のリク
エストをいただいた場合、12言語を限度に同時通訳を用
意します。

同時通訳のご依頼は会議登録の際にお申し出ください。原
則4月30日までのお申し出に対して必要数のヘッドセット
を用意します。

MDRTはお申し出のあった数のヘッドセットを用意します
が、数に限りがありますので、事前にお申し出いただけな
かった方については、数に余裕のある場合のみ提供いた
します。

ヘッドセットの貸し出しには、クレジット・カード
(American Express, Visa, MasterCard)にてUSD400を
お支払いただきます。ご返却いただいた段階で請求をキャ
ンセルしますので、実質的なご負担はありません。

 
 

聴覚障害のある方

聴覚障害のある方向けの機材を用意します。

USD400のデポジットをカードでお支払いただきますが、
ご返却くださった段階で請求をキャンセルしますので、実
質的なご負担はありません。

PGAボランティアとして参加する方法

せっかく出席するアニュアル・ミーティングの経験をマック
スにし、仲間との交流や新しい友人との出会いを期待する
なら、PGAボランティアに登録するのがお勧めです。仲間
を歓迎し、バッジをチェックし、会場に誘導するアニュアル・
ミーティングには欠かせない大事な仕事です。実は、本当
のアニュアル・ミーティング体験はPGAの経験なしには語
れません。

オンラインで会議登録をする方はその際お申し出くださ
い。FAXでお申し出いただく事も可能です。

PGAボランティアは6月7日（土）4:30pmから開催される
PGAオリエンテーションに出席していただきます。オリエ
ンテーションで、仕事の詳細を説明させていただきます。オ
リエンテーションに参加できる日程でトロントに入るよう
お願いします。
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トロントへのアクセス

成田からトロントへの直行便もあります。

Gant Travel Office 
MDRTはGANT Travel社を公式旅行会社と指定しています。

電話:  +1 224.803.2601

Email:  mdrt@ganttravel.com 

業務時間:  月曜から金曜、アメリカ中部標準時間 
  7:30 a.m. to 6 p.m.  
  日本時間は22:30から翌日9:00 a.m.

空港

トロントには2つの空港があります。

Toronto Pearson International Airport  
ダウンタウンまで25-40分。

> Airport limousines : 
 平均価格C$58.00 (片道) 
 チップとして15%程度を加算してください。

> Airportバス:  
 片道C$27.95、往復C$42.00  

Billy Bishop Toronto City Centre Airport   
(島にある空港)ですが、世界で最もダウンタウンへのアクセ
スが良いと評価されています。カナダ、アメリカの15都市か
らのフライトがあります。

ユナイテッド航空

2014年度MDRTアニュアル・ミーティングのオフィシャル
航空会社はユナイテッド航空です。同じグループのUnited 
Express, Lufthansa、ANAなどとの共同運航にも割引が
適用される場合があります。

> ユナイテッドのホームページからご予約の際は 
 offer code: ZQT2427441を入力してください。

レンタカーはHERTZ

レンタカーを利用するMDRT会員は、ご予約の際、CV 
code: 02RA0027をご利用ください。.

> Hertz telephone: 
 +1 405.749.4434

> アメリカ・カナダからは 
 +1 800.654.2240 

> CV code:  
 02RA0027

ソーシャル・メディア

MDRTの最新情報を入手するために、ぜひMDRTの
Facebookに「いいね」をお願いします。最新情報を配信
します。 

会議中はツイッター @MDRTweet をフォローしてくださ
い。ハッシュタグは#MDRT2014。  

#MDRT2014



トロントを最大 
限に楽しんでく
ださい。
MDRT会員だけの為のトロントのオフィシ
ャル・ツアー・サイトはこちら

www.mytorontomeeting.com/
mdrt2014.aspx 割引情報、レストラン、シ
ョッピング、エンターテイメントは“Deals” 
sectionをご参照ください。



以下はMillion Dollar Round Tableの登録商標です。MDRT®, Million Dollar Round Table®, Top of the Table®, Court 
of the Table®, MDRT Foundation®,  The Premier Association of Financial Professionals®, ConneXion Zone® and 
Global Gift Fund®。

MDRT会議予定
2014年TOT会議
9月17–20日, サンフランシスコ

2015年アニュアル・ミーティング
6月14–17日、ニューオリンズ


