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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 5 月 29 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５月・6 月に開催および募集開始予定の

研修会等につきまして、次の通り対応させていただきます。 既にお申込みいただいた方には、変更の都

度、個別に連絡を差し上げております。 

7 月以降の対応につきましては、新型コロナウイルス感染症の収束状況を見ながら、より安心できる学

習環境を鑑み、判断させていただきます。 

記 

１． 不動産相談・教育事業に関するお問合せの電話受付時間の変更 

11:00 ～ 15:00 に変更します。 

２． 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 6 月 30 日から 2020 年 9 月 30 日へ再度延期しました。 

▼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/ 

３． 研修関連 （有資格者限定講座については、別途ご案内を差し上げています） 

(1) 当センター主催の 5 月・6 月の研修

① 不動産コンサルティング関連

6 月上旬までに開催予定の以下の講座は、延期とさせていただきます。6 月下旬以降に開催予定の講座

につきましては、実施を予定しています。 

変更前 変更後 

月日 会場 講習名 月日 会場 

5/21 

(木) 

不動産流通

推進センター 

不動産コンサルティング 

実務講座 

→ 
開催中止（他日程あり） 

5/27 

(水) 

全日大阪会

館 

スペシャリティ講座

『高経年マンションの問題点』 

→ 
開催延期 

6/2 

(火) 

全日大阪会

館 

スペシャリティ講座

『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』【大阪】 

→ 
7/22 

（水） 
全日大阪会館 

6/11 

(木) 

不動産流通

推進センター 

不動産コンサルティング 

実務講座（実践編） 

→ 
開催中止（他日程あり） 

不動産相談：土日祝、年末年始は除く 

教育事業  ：土日祝・毎月第⼀・第三⾦曜は除く 

https://www.retpc.jp/consul/koushin/
https://www.retpc.jp/consul/koushin/
https://www.retpc.jp/consul/koushin/
https://www.retpc.jp/shien/soudan/
https://www.retpc.jp/consul/koushin/
https://www.retpc.jp/koshu/consul_jitsumu/
https://www.retpc.jp/koshu/special#20200326
https://www.retpc.jp/koshu/special#20200325-2
https://www.retpc.jp/koshu/consul_jitsumu/
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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、6 月 30 日（火）まで延長します。

変更前 変更後 

月日 会場 講習名 月日 会場 

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

→ 編集した動画を 

YouTube に一般公開済 

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 

4/15 

（水） 

不動産流通推

進センター 

基礎編 『不動産取引に関わる民法の

知識』（松田先生） 

→ 7/7 

(火) 

不動産流通推進センター 

4/28 

（火） 

全日 

東京会館 

基礎編『重要事項説明が必要な各種法

令による制限を理解する』（北澤先生） 

→ 8/4 

(火) 

不動産流通推進センター 

5/13 

（水） 

不動産流通推

進センター 

基礎編『物件調査と消費者目線での重

要事項の作り方』（難波先生） 

→ 
Web 講座による受講 

5/14 

（木） 

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（北澤先生） 

→ 6/9 

(火) 
Zoom による受講 

5/21 

（木） 

不動産流通推

進センター 

基礎編【調査】『建物知識と図面の見

方（建築①）』（中城先生） 

→ 7/28 

(火) 

不動産流通推進センター 

5/27 

（水） 

TKP 渋谷カンファ

レンスセンター

実践編『河川からみる災害の歴史～災

害リスクを察知する～』（竹村先生） 

→ 
Web 講座による受講 

5/28 

（木） 

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」』

→ 9/8 

(火) 

不動産流通推進センター 

6/3 

（水） 

TKP 渋谷カンファ

レンスセンター

基礎編【調査】『登記簿を読み解く！

登記簿記載事項の留意点を理解する』 

→ 
Web 講座による受講 

6/10 

（水） 

不動産流通推

進センター 

基礎編【調査】『高齢者取引・代理人

との取引の留意点』 

→ 
Web 講座による受講 

https://www.retpc.jp/fup/pages/fuplineup/#20200528
https://www.retpc.jp/fup/pages/fuplineup/#20200527
https://www.retpc.jp/fup/pages/fuplineup/#20200521
https://www.retpc.jp/fup/pages/fuplineup/#20200514
https://www.retpc.jp/fup/pages/fuplineup/#20200513
https://www.retpc.jp/fup/pages/fuplineup/#20200428
https://www.retpc.jp/fup/pages/fuplineup/#20200707
https://www.retpc.jp/fup/pages/fuplineup/#20200902
https://www.retpc.jp/fup/pages/fuplineup/#20200402
https://www.retpc.jp/fup/pages/college
https://www.retpc.jp/fup/pages/fuplineup/%2320200603
https://www.retpc.jp/fup/pages/fuplineup/%2320200610
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③ 登録実務講習

4 月 13 日時点の実施予定 5 月 8 日時点の実施予定 

月日 会場 月日 会場 

5/12(火)・13(水) 日本教育会館（東京） → 
開催中止 

5/19（火）・20（水） 不動産流通推進センター（東京） → 開催中止 

5/26（火）・27（水） 不動産流通推進センター（東京） → 開催中止 

5/30(土)・31(日) 日本教育会館（東京） → 開催中止 

6/2(火)・3(水) エル・おおさか（大阪） → 変更なし 

6/16（火）・17（水） 不動産流通推進センター（東京） → 変更なし 

6/27(土)・28(日) 日本教育会館（東京） → 変更なし 

7/14（火）・15（水） 不動産流通推進センター（東京） → 変更なし 

新規追加 → 8/11（火）・12（水） 不動産流通推進センター（東京） 

8/18（火）・19（水） 不動産流通推進センター（東京） → 変更なし 

新規追加 
→ 

8/22（土）・23（日） 
日本教育会館（東京）

新規追加 → 8/25（火）・26（水） 不動産流通推進センター（東京） 

新規追加 → 9/3（木）・4（金） 日本教育会館（東京） 

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 6 月 30 日（火）まで延長し、 

学習期間を、7 月 31 日（⾦）まで延長します。 

⑤ 不動産基礎研修（インターネット通信講座）

法人向け特別価格での申込締切を 6 月 30 日（火）まで延長します。 

(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基礎教育、専門教育、自主研修会の 5 月・月の開催については変更になる場

合があります。 

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 

http://www.fu-consul.jp/
https://www.retpc.jp/koshu/jitsumu/date/
https://www.retpc.jp/score-kentei/e-learning/index.html
https://www.suisin-kiso.jp/
http://www.fu-consul.jp/
http://www.fu-consul.jp/



