
教育・研修スケジュール 2018-2019年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

・公認 不動産コンサルティングマスター
を目指す方
・公認 不動産コンサルティングマスター
資格取得者のブラッシュアップ教育

コンサルマスター
コース

・宅建マイスターを目指す方
・宅建マイスター、宅地建物取引士
資格取得者のフォローアップ教育

宅建マイスター
コース

不動産コンサルティング
技能試験

11/11不動産コンサルティング 
技能試験 受付

8/1

不動産コンサルティング入門研修 （インターネット通信講座）
6/23

9/18まで

コンサルティング
特別講座
（大阪）
（石垣先生）

4/18

コンサルティング
実務講座
【東京①】
（大澤先生）

4/27 コンサルティング
実務講座
【大阪①】
（大澤先生）

6/1

コンサルティング
実務講座
【東京②】
（大澤先生）

6/20
コンサルティング
特別講座
（東京）（石垣先生）

3月

コンサルティング
実務講座
【福岡】
（大澤先生）

7/13

10/31
ステップアップ
スクーリング （10月に数回開催）

第3回 宅建マイスター認定試験
8/29

7/24・25・26
宅建マイスター養成講座
（3日間）

8/7・8・9

8/97/18

スペシャリティ講座　約15回超

（東京）

6/13 8/16
宅建マイスター認定試験 受付

フォローアップ研修　約30回超 （別途、カレッジ会員向けの特別開催講座あり）

第6回 不動産流通実務検定“スコア”不動産流通実務検定
“スコア” 受検申込み受付

まで

不動産基礎研修　インターネット通信講座（通年受付）

1月 3月フォローアップカレッジ
2019
会員募集

1月 3月登録実務講習4月 8月登録実務講習

スペシャリティ講座 フォローアップ研修
2018年 ●「建物の基礎と地盤・建物」★　

●「売買契約～逐条解説～」
●「役に立つ税金の知識」
●「境界」
●「物件調査とトラブル」
●「相続（法律編）」
●「建物を知る。
～建物エバリュエーション入門～」

●「相続相談」
●「生産緑地2022年問題」
●「改正民法」★
●「建物知識と図面の見方（RC造)」★
●「相続税制」★
●「高齢化時代の取引トラブル対応」
●「媒介契約とトラブル」
●「相続と資産管理～家族信託と
既存制度の比較活用」

●「高齢化時代の取引トラブル対応」
（＊大阪）

 4月18日
    25日
 5月15日
    23日 
 6月19日
    21日
    27日

 7月10日
    11日
    26日
 8月 1日
    22日
 9月12日
    13日
    18日

10月10日

中谷 龍海先生
渡辺 晋先生
山端 康幸先生
遠山 昭雄先生
橋本 明浩先生
吉田 修平先生
小野 富雄先生

芳屋 昌治先生
塩澤 誠一郎先生
柴田 龍太郎先生
中城 康彦先生
井口 麻里子先生
松田 弘先生
柴田 龍太郎先生
後 宏治先生

松田 弘先生

2018年

2019年

10月18日

11月 8日

    14日
    22日

12月11日
    13日
 1月16日
    29日

 2月 6日

      7日
    
 3月 6日

●「インスペクション・瑕疵保険・
安心R住宅」

●「相次ぐ民法改正に宅地建物取引士
   はどう立ち向かうか」
●「私道とトラブル」
●「相続と資産管理～家族信託と
既存制度の比較活用」（＊福岡）

●「相続問題への宅建士の対応実務」★
●「建物知識と地盤」（＊大阪）
●「建物知識と図面の見方（木造）」
●「瑕疵全般の整理と心理的瑕疵の
説明義務」

●「相続と資産管理～家族信託と
既存制度の比較活用」（＊大阪）

●「民法改正と宅建業務」
●「物件調査とトラブル」
●「不動産証券化の基礎」
●「広告」
●「本人確認と本人の意思確認」

妹尾 和江先生

吉田 修平先生

野村 裕先生
後 宏治先生

立川 正雄先生
中谷 龍海先生
中谷 龍海先生
渡辺 晋先生

後 宏治先生

山口先生、増本先生

渡辺 晋先生
中村 喜久夫先生
森川  先生

（●基礎講座／●実践講座／●強化講座）

公益財団法人不動産流通推進センター
（2018年12月20日現在）

宅建マイスター集中講座
（1日間）

（大阪） （東京）

※不動産コンサルティング中央協議会
http://www.fu-consul.jp/に日程掲載
・基礎教育
・専門教育／自主研修会　

2018年 2019年

（大阪） （東京）
8/28

★カレッジA会員特典設定回：研修終了後に講師との交流会を予定

6/5
受付開始 まで開講

（Web上で受検）11/16 ~ 11/22
9/11 11/8

コンサルティング
実務講座
【東京③】
（大澤先生）

7/27 コンサルティング
実務講座
【大阪②】
（大澤先生）

8/10

2018年 「民泊新法施行目前！知っておくべき
ビジネスモデルと留意点」
「建築プロデュース実務講座～エリアマーケ
  ティングリサーチと企画手法の実際」　
「プライベートカンパニー活用法！」
「都市農地（生産緑地）を含む不動産のコンサルテ
ィング活用方法」（＊大阪）
「プライベートカンパニー活用法！」
「プライベートカンパニー活用法！」（＊大阪）

 5月 9日
 
 6月 6日
 
 6月19日
 7月 4日

 7月18日
 8月 2日

石井 くるみ先生
・吉田 修平先生
藤澤 雅義先生

後 宏治先生
岡田 寛之先生

後 宏治先生
後 宏治先生

 9月 5日

  19日
10月19日

  24日
11月14日
  28日
12月 5日

「都市農地（生産緑地）を含む不動産のコンサル
ティング活用方法」
「どこに向かう？賃貸住宅市場の未来を探る。東京編」
「最新の不動産テックの動向と今後の日本の
不動産ビジネスの行方」
「悩める築古物件オーナーに対するコンサルティング」
「民泊施行後の最新動向と今後の課題」
「サービス付高齢者住宅の新たなスタイル」
「音を体感！建物の騒音トラブル事例をもとに住宅、
ビルに悩ましい騒音問題に切り込む！」
「悩める築古物件オーナーに対するコンサルティング」
「サービス付高齢者住宅の新たなスタイル」

岡田 寛之先生

藤井 和之先生
竹内 士郎先生
・赤木 正幸先生
田村 誠邦先生
石井 くるみ先生
吉田先生・下河原先生
大脇 正直先生

田村 誠邦先生
吉田先生・下河原先生

受付開始
10/19

3/12・13・20

登録実務フォローアップ
特別研修

12/7

1/29・30・31
【東京】

相続対策専門士コース（東京・大阪）

不動産エバリュエーション専門士コース（東京）

2/18・19・20
【大阪】

3/4・5・6（3日間）、
3/26（1日研修）

 2月 6日
       14日

2019年

発表！不動産エバリュエーション
～土地のバリューと建物～
建物エバリュエーションが進化！

https://www.retpc.jp/
http://www.fu-consul.jp/
https://www.retpc.jp/koshu/souzoku/
https://www.retpc.jp/consul-exam/
https://www.retpc.jp/koshu/tokubetsu
http://www.consul-e.net/index.html
https://www.retpc.jp/consul-exam/
https://www.retpc.jp/building-evaluation/
https://www.retpc.jp/koshu/tokubetsu
https://www.retpc.jp/koshu/consul_jitsumu
http://www.consul-e.net/shugokyoiku/index.html
http://www.consul-e.net/index.html
https://www.retpc.jp/koshu/consul_jitsumu
https://www.retpc.jp/koshu/tokubetsu
https://www.retpc.jp/koshu/yuukatsu/
http://www.fu-consul.jp/kisokyoiku.html
https://www.retpc.jp/koshu/special
http://www.retpc.jp/meister/training/learning/yousei.html
https://www.retpc.jp/koshu/jitsumu_follow/
http://www.fu-consul.jp/senmonkyoiku.html
http://www.fu-consul.jp/senmonkyoiku.html#jishu
http://www.retpc.jp/meister/training/learning/
http://www.retpc.jp/score-kentei/
http://www.retpc.jp/koshu/jitsumu/
http://www.suisin-kiso.jp/
http://www.retpc.jp/meister/
https://www.retpc.jp/fup/
https://www.retpc.jp/koshu/special
http://www.suisin-kiso.jp/
https://www.retpc.jp/fup/pages/fuplineup/
https://www.retpc.jp/koshu/special#20180509
https://www.retpc.jp/koshu/special#20180619
https://www.retpc.jp/koshu/special#20180704
https://www.retpc.jp/fup/pages/fuplineup/#20181018
https://www.retpc.jp/koshu/follow/archive#20180418
https://www.retpc.jp/fup/pages/fuplineup/#20181108
https://www.retpc.jp/koshu/special#20180606
https://www.retpc.jp/koshu/follow/archive#20180425
https://www.retpc.jp/koshu/follow/archive#20180515
https://www.retpc.jp/koshu/follow/archive#20180523
https://www.retpc.jp/koshu/follow/archive#20180619
https://www.retpc.jp/fup/pages/fuplineup/#20181114
https://www.retpc.jp/koshu/follow/archive#20180621
https://www.retpc.jp/koshu/special#20181019
https://www.retpc.jp/koshu/special#20180619
https://www.retpc.jp/koshu/special#20180905
https://www.retpc.jp/koshu/special#20180919
https://www.retpc.jp/koshu/special#20180919
https://www.retpc.jp/fup/pages/fuplineup/#20181213
https://www.retpc.jp/fup/pages/fuplineup/#20181122
https://www.retpc.jp/koshu/follow/archive#20180627
https://www.retpc.jp/koshu/follow/archive#20180710
https://www.retpc.jp/fup/pages/fuplineup/#20181211
https://www.retpc.jp/fup/pages/fuplineup/#20190116
https://www.retpc.jp/fup/pages/fuplineup/#20190206
https://www.retpc.jp/koshu/follow/archive#20180726
https://www.retpc.jp/koshu/follow/archive#20180711
https://www.retpc.jp/koshu/follow/archive#20180801
https://www.retpc.jp/koshu/follow/archive#20180822
https://www.retpc.jp/fup/pages/fuplineup/#20180912
https://www.retpc.jp/fup/pages/fuplineup/#20190129
https://www.retpc.jp/fup/pages/fuplineup/#20180913
https://www.retpc.jp/koshu/special#20181205
https://www.retpc.jp/koshu/special#20181128
https://www.retpc.jp/koshu/special#20181024
https://www.retpc.jp/fup/pages/fuplineup/#20180918
https://www.retpc.jp/fup/pages/fuplineup/#20181010
https://www.retpc.jp/koshu/special#20190206
https://www.retpc.jp/koshu/special#20190214
https://www.retpc.jp/fup/pages/fuplineup/#20190207
https://www.retpc.jp/fup/pages/fuplineup/#20190306



