
日本上陸55周年記念
クライアント大会2019 札幌

SMI創立者 ポール J. マイヤーは、1986年に行った日本縦断講演会の中
で、東京公演後の二カ所目の開催地として6月5日に当京王プラザホテル札幌
にて札幌講演を行いました。(当時話題となり、各新聞に取り上げられました。)
時を経て、日本上陸55周年記念となる2019年9月に、札幌の地、同会場に
SMIが戻ってまいります。

マイヤーがすべてをかけて作ったSMIで人生を変えたSMIプログラム・ユー
ザーの、 SMIサクセス・ストーリーをお聴きいただける特別な大会です。

SMI創立者 ポール J. マイヤー
（1923～2009）

SMIが再び札幌の地へ！！！
於 京王プラザホテル札幌
9月27日 28日
2019年 

POWER of BELIEVING
信じることには魔力がある

目標設定の威力

POWER of BELIEVING
信じることには魔力がある

POWER of BELIEVING
信じることには魔力がある

土金



過去のクライアント大会の様子

日本上陸55周年記念
クライアント大会2019 札幌

2019年 9月2７日（金）・ ２８日（土） ※会場・進行の都合により時間が前後することがございます。予めご了承ください。
※適宜休憩を挟みます。

京王プラザホテル札幌 2F エミネンスホール 住所： 札幌市中央区北5条西7丁目2-1

京王プラザホテル札幌 アクセス 検索

JR札幌駅より徒歩約5分 / 新千歳空港から約45分（JR 快速エアポートご乗車の場合）

ビジネス

第一部 ： 講演会

第二部 : 懇親会

12:45～     開場・受付開始
13:30～     開演
       スピーチ

18:00頃     第一部 クロージング

18:00頃 ～ 開始

2７日 第一部 ： 講演会

9:00～     開場
9:30～     開演
     スピーチ

12:00頃   クロージング

28日

￥15,000（税込）
※どちらか1日のみのご参加の場合も同様

目標設定の威力 - POWER of BELIEVING 信じることには魔力がある -

クライアントの方、もしくはプログラム購入をご検討されている方
•	 イベント参加についてはSMI代理店担当者までご連絡ください。	各SMI代理店でのお取りまとめのため、個人様での直接のお申込み
はご遠慮戴けます様お願い申し上げます。

SMI代理店関係者の方
•	 各代理店にてお申込み並びに参加費のお取りまとめを戴き、裏面のフォームに必要事項をご記入頂き、	 参加費合計を下記口座にお振
込みください。	ご記入いただいたフォームと振込票をあわせて本部宛にFAXください。

•	 本部にて確認が出来ましたら、参加チケットをお申込み戴いた代理店宛に発送致します。
•	 チケットは確約であり、返品・返金は不可となりますので、その旨ご了承の上お申し込みください。

※裏面の「申込方法」をご確認の上お申込みください。

詳細やその他のアクセス方法等につきましては京王プラザホテル札幌のウェブサイトをご覧ください。

JR	快速エアポート	最短37分 徒歩	５分新千歳
空港 札幌駅 京王プラザ

ホテル札幌

日 時

会 場

ドレスコード

お申込み

参加費

宿泊・移動（両方もしくはどちらか）のご手配をご希望の方
•	 イベント参加に際するご宿泊や移動のご手配に関しては東武トップツアーズ株式会社にお申込み戴けます。裏面の「③宿泊・移動（両方
もしくはどちらかのみ）の手配をご希望の方」をご確認ください。



Ⓒ	2019	Success	Motivation	International	Limited.	All	Rights	Reserved.

SMIプログラムを採用し人生を変えたスピーカーの皆さまをご紹介
致します。スピーチ日程やスピーチ順については後日各代理店への
ご案内ならびに日本SMI公式ホームページにて発表致します。

（日本SMI公式ホームページ： www.smi-japan.jp）

福岡第一高等学校 教頭
バスケットボール部監督

バスケ部が無い学校に就任。翌年1994年にバスケ部
を創部する。同年にPSPを採用。創部4年でインターハ

イ初出場。1999年に更なるチャンピオンシップを求めMOCを採用。
2004年インターハイ初優勝を達成。創部から2019年までに全国
優勝6回、準優勝6回、3位3回の実績を出している。2006年から国
体福岡県代表監督を務め優勝3回、準優勝3回、3位3回の実績を出
す。2009年～13年には日本代表U-16、U-18の監督、コーチに就
任。日本バスケ界の未来を見据え積極的に留学生を採用し日本バスケ
界の発展に多大な影響を与えている。卒業生はプロ選手や監督、コー
チとして数多く活躍している。
「目標達成に熱心な方にはSMIが役に立つ」という思いから数十人の
方々にSMIを紹介している。目標を段階を追って実現する。を実現し続
けている。	

1994年～
PSP・MOC
パーソナルビジョン福岡

プログラム採用歴：
採 用プログラム：
担 当 代 理 店 ：

い で ぐ ち

井手口 孝 様
たかし

本田興業（株） 代表取締役
給排水設備・サッシガラス工事業

2015年～
PSP・EPP-COP・DYF-COP
リバティー福岡

プログラム採用歴：
採 用プログラム：
担 当 代 理 店 ：

2015年12月にPSPプログラム採用。採用時、年商3
億7000万が現在は年商5億円に成長。40歳の時に日

産自動車の本社勤務から家業を継ぐ。会社の抜本的な改革で業績を上
げる。ニセコという国際的な街での仕事は側から見ると華やかそうだ
が現実は真逆である。3Kといわれる中で夢と現実に橋を架けることに
SMIが一役を担っている。社員教育にEPPとDYFを導入し社内風土の
改革とモティベーション改革に著しい効果を得る。その土壌改革が新
社屋完成へと拍車をかけ先月に完成した。
社会面では、倶知安観光協会会長などを歴任し、倶知安・ニセコ地域の
活性化、若手の育成、まちづくりを担う。
健康面では54歳で始めた自転車で65歳までに47都道府県を周る目
標を持ち、現在11都道府県まで制覇した！

ほん だ

本田 哲 様
さとし

（株）e-style 代表取締役
情報通信・不動産コンサルタント業

2010年～
PSP・DTM・GIF・EPL・DPM
リバティー福岡

プログラム採用歴：
採 用プログラム：
担 当 代 理 店 ：

帯広市でイースタイル設立の2年後の2010年10月
にPSP・TMプログラム採用。賃貸物件の入居率をアップ

させる入居者無料のインターネットサービスの目標設定を実践し、毎
年売上を伸ばし続け、2009年度に3000万だった年商は現在9倍以
上の2億7500万円となっている。帯広、札幌、北見、釧路をはじめ全国
でも導入数を伸ばしており、10期目となる昨年は、累計導入戸数が２
万戸を突破した。社会面でも商工会議所青年部帯広YEGの会長を務
め全国会長研修会とかち帯広会議や創立30周年記念事業などを大成
功に導いた。
子供用GIFプログラムや社員教育にもプログラムを活用し更なる発展
を目指している。

あ べ

阿部 勝利様
かつとし

（株）アルティス 代表取締役社長
国内、国外で化粧品企画・販売
スパ経営、教育事業

　仕事において数々の挑戦をしているときに、潜在意識の
ことを具体的に知りたいという考えから2000年にPSPを採用。当時
は様々な挑戦から1億円近い負債を抱え、身体も病んでいたが、CDを
聴いて1週間で変わる確信があり、採用1ヵ月後には売上5倍、給与3
倍になり、潜在意識の力を実感した。約5年間で負債を完済し、現在は
社員16名を抱え、美容アーティストとして日本をはじめ世界の方々の
健康と美容に貢献している。
誠実に自分自身と顧客と向き合い、妥協のない、心から喜ばれる施術を
しており、クライアントは海外でもアメリカ大統領、ローマ法王、モナコ
王室、ロレックス社CEOご夫妻など、著名人多数。
2003年SMIワールド・コンベンションでのマイヤー氏の話に感銘を受
け、「世界を変える人を自分が変える」と思い描き、その通り世界の要
人に影響を与えている。

2000年～
PSP
エレガンス東京

プログラム採用歴：
採 用プログラム：
担 当 代 理 店 ：

かわさき

川崎 和雅 様
かずまさ

常盤木学園高等学校
体育課教諭・女子サッカー部顧問

あ べ

阿部 由晴 様
1991年～
DPM・PSP・MOC
サクセス・アンリミテッド仙台

プログラム採用歴：
採 用プログラム：
担 当 代 理 店 ：

1995年常盤木学園高等学校赴任。練習用グランドもな
い部員5名のサッカー同好会で日本一の目標を掲げ指導

スタート。目標設定、アファーメーションを徹底し、2002年初の日本一
となる。その後現在まで日本一6回、各年代の日本代表に40名を超え
る選手輩出をはじめ、日本一多くのなでしこリーガーを輩出している。
2009年高校の枠を超え、なでしこチャレンジリーグへ個人資産を切り崩
し、自腹で参戦。唯一の高校単独チームとしての参戦ながら2連覇を果
たし、現在まで優勝4回。2011年には当時V４を目指していた日テレベ
レーザを破り、全日本女子サッカー選手権で第3位となった。なでしこチ
ャレンジリーグでは優勝しても高校チームのため、なでしこリーグへの昇
格はできないにも拘わらず日本の女子サッカー界底上げのために現在
も挑戦し続けている。その志は地元のSMIクライアントをも動かし、現在
は地元企業のSMIクライアントがスポンサーとなり、支援を続けている。
経済人との学びも重ねながら築いてきた指導理念と実践は日本女子サ
ッカーの礎を築いてきた一人として多くのメディアにも取り上げられて
いる。2019年女子サッカーW杯日本代表へは主将をはじめ4名を輩出
している。

よしはる

ボイスタート 代表
司会、ナレーションおよび講師

2015年～
PSP
グッドマン東京

プログラム採用歴：
採 用プログラム：
担 当 代 理 店 ：

短大卒業後、地元福岡のミュージカル劇団にて活動。退
団後、2002年に上京し、NTTドコモの専属MCとして活

動中、「あなたが喋るとお客様が振り向く」と言われたことをきっかけに
完全に司会業に転身。
有名国会議員の会、ジャーナリスト池上彰氏講演会、評論家山田五郎氏
トークショー、アメリカンエキスプレスのビジネスセミナーをはじめ、企
業周年パーティーや社員表彰式、結婚式など、葬儀以外の司会は何で
も務め、全てが紹介や指名、来場者からの声がけの依頼からである。そ
の他、声や話し方の講師として企業研修や、学生の就活・入試の面接対
策として、各地で指導。個人レッスンも行っている。

山崎 聡子 様
やまさき あ き こ

2009年～
PSP・DTM・DSM
リバティー福岡

プログラム採用歴：
採 用プログラム：
担 当 代 理 店 ：

2009年にPSPプログラムを採用。当時営業で目標設
定し6ヶ月で3倍の売上達成させる。その結果から取締役

営業部長になりDSMを採用。部下の育成を通して会社全体の売上高
を2倍にさせる。更にDTMプログラムを採用後、生産性がより高まり新
社屋建設の夢が目標に変わる。そして2018年、念願の新社屋完成し
た。2009年に12億だった年商は2019年に20億まで成長している。
社会面では倫理法人会の会長に就任後、72ヶ月連続会員増員の偉業を
成し遂げた。

た む ら

田村 健一 様
けんいち北一ミート（株） 代表取締役

食品卸・飲食業

スピーカーのご紹介 （五十音順）



SMI 日本上陸55周年記念クライアント大会 2019 札幌 申込フォーム

SMIクライアント大会札幌 申込先 FAX番号: 03-3221-6506
申込方法

代理店名
＊各代理店にてお申込並びに参加費のお取りまとめをお願い致します。

合計
￥15,000	×（　	　	　　名）
＝（　　　　　　　　　円）

参加者1
氏名

フリガナ

（　　　	　　　　歳）

採用SMI
プログラム

性別 男		・		女 区分 HD　　・　　SR SMI採用年

参加者2
氏名

フリガナ

（　　　	　　　　歳）

採用SMI
プログラム

性別 男		・		女 区分 SR	・	クライアント	・	その他 SMI採用年

参加者3
氏名

フリガナ

（　　　	　　　　歳）

採用SMI
プログラム

性別 男		・		女 区分 SR	・	クライアント	・	その他 SMI採用年

参加者4
氏名

フリガナ

（　　　	　　　　歳）

採用SMI
プログラム

性別 男		・		女 区分 SR	・	クライアント	・	その他 SMI採用年

参加者5
氏名

フリガナ

（　　　	　　　　歳）

採用SMI
プログラム

性別 男		・		女 区分 SR	・	クライアント	・	その他 SMI採用年

サクセスモティベーションインターナショナル株式会社　〒102-0093	東京都千代田区平河町1-7-20	6F　TEL	03-3221-6552　FAX	03-3221-6506　Email	info@emi-japan.jp　Website	www.smi-japan.jp

必ず以下お読みの上お申込みください。

【宿泊代】	※2019年8月31日までの参考価格　※満室等の場合は別のホテルをご案内させていただきます。

【航空券代】　諸条件により異なりますので、お問い合わせください。

③宿泊・移動（両方もしくはどちらかのみ）の手配をご希望の方
•	 東武トップツアーズ株式会社にご依頼戴くことが可能です。こちらにつきましては個人様よりお申込み戴けます。
•	 以下ご担当鷺谷様宛に、「当イベント名「SMIクライアント大会札幌」、フルネーム、ふりがな、性別、年齢、電話番号、ご希望の日
時、ご希望の航空会社（ある場合）」をご記入の上、メールもしくはFAXをお送りください。

•	 宿泊・移動の費用につきましては後日東武トップツアーズ社へのお支払いとなります。（請求書払い）

三菱東京UFJ銀行	麹町支店
普通0062802
サクセスモティベーションインターナショナル(株)

※銀行振込に関わる手数料はご負担くださいます様お願い致します。
　通常の商品購入の口座番号と違いますので、ご注意ください。
※クライアントの方で参加をご希望される方は、代理店担当者までご連絡ください。

①クライアントの方、もしくはプログラム購入をご検討されている方
•	 イベント参加についてはSMI代理店担当者までご連絡ください。	 各SMI代理店でのお取りまとめのため、個人様での直接のお
申込みはご遠慮戴けます様お願い申し上げます。

•	 イベント参加に際するご宿泊や移動のご手配に関しては東武トップツアーズ株式会社にお申込み戴けます。	以下「③宿泊・移動　
（両方もしくはどちらかのみ）の手配をご希望の方」をご確認ください。

②SMI代理店関係者の方
•	 各代理店にてお申込み並びに参加費のお取りまとめを戴き、以下のフォームに必要事項をご記入頂き、参加費合計を下記口座に
お振込みください。	ご記入いただいたフォームと振込票をあわせて本部宛にFAXください。

•	 本部にて確認が出来ましたら、参加チケットをお申込み戴いた代理店宛に発送致します。
•	 チケットは確約であり、返品・返金は不可となりますので、その旨ご了承の上お申し込みください。
•	 用紙が足りない場合は、お手数ですが申込用紙をコピーの上、複数枚にてお申し込みください。

東武トップツアーズ株式会社
東京法人西事業部	第三営業部　担当	鷺谷	謙一様

Email:	kenichi_sagiya@tobutoptours.co.jp
TEL:	 03-5212-7103　FAX：　03-5212-7096

京王プラザホテル札幌	（イベント開催ホテル）
三井ガーデンホテル札幌	（会場ホテルより	徒歩3分）
ホテルパールシティ札幌	（会場ホテルより	徒歩約10分）

シングル・朝食あり
シングル・朝食なし
シングル・朝食なし

9/27：	
9/27：	
9/27：

￥	24,840
￥	13,700	
￥	8,800

9/26：
9/26：	
9/26：

￥	21,600
￥	13,700	
￥	8,800


