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新型コロナウイルス感染症対策に伴う当センターの研修等開催における対応について 

 
2020 年 3 ⽉ 19 ⽇ 

公益財団法⼈不動産流通推進センター 教育事業部 
 

新型コロナウイルス感染拡⼤に伴い、当センターでは、2020 年 3 ⽉末⽇までに開催する研修会等につ
きまして、次の通り対応いたします。 お申込みいただいた⽅には、個別に連絡を差し上げております。 

4 ⽉以降の対応につきましては、新型肺炎の収束状況を⾒ながら、判断させていただきます。 
 

１． 公認 不動産コンサルティングマスター関連  
更新⼿続き締切⽇を 2020 年 3 ⽉ 31 ⽇から 2020 年 6 ⽉ 30 ⽇へ延期します。 

 

▼公認 不動産コンサルティングマスター 更新⼿続き案内ページ 
https://www.retpc.jp/consul/koushin/ 

 
２． 研修関連  
(1) 当センター主催の 3 ⽉の研修 
① 不動産コンサルティング関連 

変更前  変更後 
⽉⽇ 会場 講習名  ⽉⽇ 会場 
3/3 

（火） 

不動産流通推進

センター 

不動産コンサルティング 
特別講座 

→ 6/18 
(⽊) 

不動産流通推進センター 

3/11

（水） 

ビジョンセンター

永田町 

不動産コンサルティング 
実務講座 

→ 5/21(木) 

6/11(木) 

不動産流通推進センター 
（日程により先生が異なります） 

3/12 

（木） 

全日東京会館 スペシャリティ講座  
『家族信託活⽤の現状』 

→ 6/24 
(⽔) 

AP 市ヶ⾕ 

3/17

（火） 

TKP 市ヶ谷カンファ

レンスセンター 

不動産エバリュエーション 
専⾨⼠コース 1 ⽇研修 

→ 6/4 
(⽊) 

不動産流通推進センター 

3/23

（月） 

不動産流通推進

センター 

不動産プロフェッショナル講座 → 5/12 
(⽕) 

不動産流通推進センター 

3/25

（水） 

AP 市ヶ谷 スペシャリティ講座 
『相続対策としての⽣命保険の活⽤術』 

→ 6/17 
(⽔) 

AP 市ヶ⾕ 

3/25

（水） 

全日大阪会館 不動産業におけるコンプライアンス
（職業倫理）確⽴に関する講演会 報告会 

→ 6/2 
(⽕) 

全⽇⼤阪会館 

3/26

（木） 

大阪府宅建会館 スペシャリティ講座 
『⾼経年マンションの問題点』 

→ 5/27 
(⽔) 

全⽇⼤阪会館 

 
②フォローアップ研修 
フォローアップカレッジ 2020 の会員募集を、4 ⽉ 27 ⽇（⽉）まで延⻑します。 

https://www.retpc.jp/
https://www.retpc.jp/consul/koushin/
https://www.retpc.jp/consul/koushin/
https://www.retpc.jp/consul/koushin/
https://www.retpc.jp/consul/koushin/
https://www.retpc.jp/consul/koushin/
https://www.retpc.jp/koshu/tokubetsu/
https://www.retpc.jp/koshu/consul_jitsumu/
https://www.retpc.jp/koshu/special/#20200312
https://www.retpc.jp/koshu/yuukatsu#evaluation2020-3
https://www.retpc.jp/koshu/special/#20200325-1
https://www.retpc.jp/koshu/special/#20200325-2
https://www.retpc.jp/koshu/special/#20200326
https://www.retpc.jp/fup/pages/college
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変更前 変更後 
⽉⽇ 会場 講習名 ⽉⽇ 会場 
3/4 

（水） 

不動産流通

推進センター 

対話型新講座 『事例エクササイズ』 
売買契約 特約・特記事項作成編 

→ 5/14 
(⽊) 

不動産流通推進センター 

3/18 

（水） 

不動産流通

推進センター 

実践講座 『不動産相談から学ぶトラ
ブル未然防⽌策「売買編」』 

→ 5/28 
(⽊) 

不動産流通推進センター 

4/2 

（水） 

不動産流通

推進センター 

⽵村公太郎先⽣ 基調講演 
カレッジ会員限定 ライブ配信

→ ライブ配信後、4/15（⽔）まで
動画を公開します

4/8 

（水） 

不動産流通

推進センター 

基礎編 『周辺環境から地質地盤を読
み取る』（⾼安先⽣・中⾕先⽣） 

→ 9/2 
(⽔)

不動産流通推進センター 

③ 登録実務講習
変更前 変更後 

⽉⽇ 会場 ⽉⽇ 会場 
3/10（火）・11（水） 不動産流通推進センター（東京） → 中止 

3/14（土）・15（日） 全水道会館（東京） → 中止 

3/17（火）・18（水） エル・おおさか（大阪） → 中止 

3/21（土）・22（日） 日本教育会館（東京） → 中止 

新規追加 → 4/14(⽕)・15(⽔) 不動産流通推進センター（東京） 
4/21（火）・22（水） 不動産流通推進センター（東京） → 変更なし 

5/19（火）・20（水） 不動産流通推進センター（東京） → 変更なし 

5/26（火）・27（水） 不動産流通推進センター（東京） → 変更なし 

新規追加 → 5/30(⼟)・31(⽇) ⽇本教育会館（東京） 
新規追加 → 6/2(⽕)・3(⽔) エル・おおさか（⼤阪）

6/16（火）・17（水） 不動産流通推進センター（東京） → 変更なし 

新規追加 → 6/27(⼟)・28(⽇) ⽇本教育会館（東京） 
7/14（火）・15（水） 不動産流通推進センター（東京） → 変更なし 

8/18（火）・19（水） 不動産流通推進センター（東京） → 変更なし 

④ スコア★ｅラーニング
4 ⽉ 1 ⽇（⽔）から募集開始、募集締め切りを 5 ⽉ 15 ⽇（⾦）まで延⻑し、
学習期間を、6 ⽉ 30 ⽇（⽕）まで延⻑します。

(2) 不動産コンサルティング地⽅協議会で開催する講習
不動産コンサルティング専⾨教育、⾃主研修会の 3 ⽉の開催分については延期となっています。
詳細は、各不動産コンサルティング地⽅協議会へ直接お問い合わせください。

▼不動産コンサルティング中央協議会ホームページ
http://www.fu-consul.jp/ 以上 

https://www.retpc.jp/fup/pages/fuplineup/#20200304
https://www.retpc.jp/fup/pages/fuplineup/#20200318
https://www.retpc.jp/fup/pages/college
https://www.retpc.jp/koshu/jitsumu/
https://www.retpc.jp/koshu/jitsumu/date/
https://www.retpc.jp/score-kentei/score-trial/index.html
http://www.fu-consul.jp/senmonkyoiku.html
http://www.fu-consul.jp/senmonkyoiku.html#jishu
http://www.fu-consul.jp/
http://www.fu-consul.jp/

