
 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人 不動産流通推進センターの 

40年にわたる不動産研修事業のノウハウを生かした不動産研修を 

Webで手軽に受講いただけます。 

 

業界団体割引サービスをご利用いただくと、 

大幅割引が適用されます。 

 

充実の動画ラインナップ、割引案内を添付しております。 

ぜひこの機会に会員研修等にご活用ください。 

 
  

無料のお試し視聴もご利用になれます！ 

お気軽にお問合わせ下さい。 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

お問合せ・お申込み  

公益財団法人 不動産流通推進センター 

TEL：03-5843-2075（11：00～15：00 土日祝・毎月第一、第三、第五金曜を除く） MAIL：suisin2@retpc.jp 

  

業界団体割引サービスのご案内 
会員研修などにご活用ください。 

 



 

　　　　　ザ・ライブラリー　テーマ一覧

テーマ 講師 時間

申込人数：100人まで下記一般価格の半額、101人を超える人数分は下記一般価格の75%引きでご利用いただけます。

s001 調査 物件調査と消費者目線での重要事項の作り方(1) 難波 誠氏 約50分 1,500

s002 調査 物件調査と消費者目線での重要事項の作り方(2) 難波 誠氏 約50分 1,500

s003 調査 物件調査と消費者目線での重要事項の作り方(3) 難波 誠氏 約50分 1,500

s004 調査 登記簿を読み解く！(1) 難波 誠氏 約50分 1,500

s005 調査 登記簿を読み解く！(2) 難波 誠氏 約45分 1,500

s006 調査 登記簿を読み解く！(3) 難波 誠氏 約50分 1,500

s013 調査 境界トラブルから学ぶ調査のポイント 難波 誠氏 約60分 1,500 1,500

s025 調査
詳細な取引事例から学ぶ物件調査と対策

～取引に潜むトラブル要因を明らかにする～[第1部]
北澤 秀樹氏 約60分 1,500

s026 調査
詳細な取引事例から学ぶ物件調査と対策

～取引に潜むトラブル要因を明らかにする～[第2部]
北澤 秀樹氏 約65分 1,500

f006 調査 マンション調査とトラブル事例（区分所有建物①）(1) 難波 誠氏 約35分 1,500

s028 調査 マンション調査とトラブル事例（区分所有建物①）(2) 難波 誠氏 約50分 1,500

s029 調査 マンション調査とトラブル事例（区分所有建物①）(3) 難波 誠氏 約50分 1,500

f018 調査
～甚大な災害被害急増～

公開情報等を利用した災害リスク調査と重要事項説明（第1部）
藤崎  一弘氏 約30分 1,000

s049  調査
～甚大な災害被害急増～

公開情報等を利用した災害リスク調査と重要事項説明（第2部）
藤崎  一弘氏 約25分 1,000

s050 調査
～甚大な災害被害急増～

公開情報等を利用した災害リスク調査と重要事項説明（第3部）
藤崎  一弘氏 約20分 1,000

s051 調査
～甚大な災害被害急増～

公開情報等を利用した災害リスク調査と重要事項説明（第4部）
藤崎  一弘氏 約30分 1,000

s009 不動産実務 高齢者取引・代理人との取引の留意点(1) 松田 弘氏 約50分 1,500

s010 不動産実務 高齢者取引・代理人との取引の留意点(2) 松田 弘氏 約40分 1,500

f019 不動産実務
アパート等の収益不動産の売買仲介における物件調査の

留意点と重要事項説明（第１部）
中沢　誠 約45分 1,500

s052 不動産実務
アパート等の収益不動産の売買仲介における物件調査の

留意点と重要事項説明（第２部）
中沢　誠 約60分 1,500

f015  法律
借地借家法の体系的理解と実務①【借地編】

～⽴法の背景からトラブル事例まで～（その1）
吉田修平氏 約50分 1,500

s042  法律
借地借家法の体系的理解と実務①【借地編】

～⽴法の背景からトラブル事例まで～（その2）
吉田修平氏 約60分 1,500

s043  法律
借地借家法の体系的理解と実務①【借地編】

～⽴法の背景からトラブル事例まで～（その3）
吉田修平氏 約55分 1,500

f016  法律
借地借家法の体系的理解と実務②【借家編】

～⽴法の背景からトラブル事例まで～（その1）
吉田修平氏 約55分 1,500

s044  法律
借地借家法の体系的理解と実務②【借家編】

～⽴法の背景からトラブル事例まで～（その2）
吉田修平氏 約50分 1,500

s045  法律
借地借家法の体系的理解と実務②【借家編】

～⽴法の背景からトラブル事例まで～（その3）
吉田修平氏 約75分 1,500

f021
 法律

NEW！
「人の死の告知に関するガイドライン」の理解と実務上の留意点（第1部） ⽴川 正雄 約40分 1,500

s055
 法律

NEW！
「人の死の告知に関するガイドライン」の理解と実務上の留意点（第2部） ⽴川 正雄 約40分 1,500

s056
 法律

NEW！
「人の死の告知に関するガイドライン」の理解と実務上の留意点（第3部） ⽴川 正雄 約35分 1,500

s014 建築 建物知識と図面の見方（建築①）（1） 中城 康彦氏 約60分 1,500

s015 建築 建物知識と図面の見方（建築①）（2） 中城 康彦氏 約50分 1,500
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◆業界団体割引価格 

①《半 額》視聴人数が100名までの場合は、一般価格の半額で提供します。 

（例）50名の会員が一般価格3,000円の動画を視聴予定の場合、提供価格は75,000円です。 

50名×3,000円×50%=75,000円  

②《大幅割引》視聴人数が101名～300名までの場合は、100名までは一般価格の半額で、 

101名を超える分は一般価格の25%又は25%以下の金額で提供します。 

（例）150名の会員が一般価格 3,000円の動画を視聴予定の場合、提供価格は173,000円です。 

③《定額料金》視聴人数が301名以上の場合は、人数上限なしの定額料金で提供します。 

【定額料金】・一般価格1,500円の動画：定額料金150,000円 

・一般価格3,000円の動画：定額料金240,000円 

・一般価格4,500円の動画：定額料金320,000円 

 

※視聴期間は30日間です。（応相談）  

 

 

 

▼「ザ・ライブラリー」サイト 
https://www.retpc.jp/fup/pages/thelib 
無料のお試し視聴もご利用になれます！ 

テーマ 講師 時間

申込人数：100人まで下記一般価格の半額、101人を超える人数分は下記一般価格の75%引きでご利用いただけます。

f010  建築 建築構造の基礎から最新動向まで～第1部「木造編」～【前編】 中谷  龍海氏 約50分 1,500

s037  建築 建築構造の基礎から最新動向まで～第1部「木造編」～【後編】 中谷  龍海氏 約55分 1,500

f011  建築
建築構造の基礎から最新動向まで

～第2部「RC構造から新しい構造の流れ」～【前編】
中谷  龍海氏 約55分 1,500

s038  建築
建築構造の基礎から最新動向まで

～第2部「RC構造から新しい構造の流れ」～【後編】
中谷  龍海氏 約40分 1,500

f013 建築
トラブル回避のために知っておくべきリフォームの重要ポイント

～不動産エバリュエーションへの道～ part1
河合 春樹氏 約60分 1,500

f040 建築
トラブル回避のために知っておくべきリフォームの重要ポイント

～不動産エバリュエーションへの道～ part2
河合 春樹氏 約60分 1,500

f020  賃貸 
管理⼾数7000⼾!豊富な事例で学ぶ！賃貸事業とトラブル対応

（part1）
原田 亮氏 約30分 1,500

s053  賃貸 
管理⼾数7000⼾!豊富な事例で学ぶ！賃貸事業とトラブル対応

（part2,3）
原田 亮氏 約65分 1,500

s054 賃貸 
管理⼾数7000⼾!豊富な事例で学ぶ！賃貸事業とトラブル対応

（part4,5）
原田 亮氏 約50分 1,500

f005 コンサル
不動産コンサルで潜在層を取り込め！

～不動産コンサルティング実務講座　［1］～
大澤 健司氏 約15分 1,500

s027 コンサル
不動産コンサルの具体的な進め方を知ろう！

 ～不動産コンサルティング実務講座　［2］・［3］～
大澤 健司氏 約55分 1,500

f009  税制 『住まいの税制』のポイントをつかむ！【第1部】 山端 康幸氏 約45分 1,500

s036  税制 『住まいの税制』のポイントをつかむ！【第2部】 山端 康幸氏 約50分 1,500

s046  マーケット
不動産マーケットの行方を徹底分析

～ターゲット別顧客動向から変化を読み解く【第1部】
牧野 知弘氏 約75分 1,500

s047 マーケット
不動産マーケットの行方を徹底分析

～ターゲット別顧客動向から変化を読み解く【第2部】
牧野 知弘氏 約45分 1,500

s048 マーケット
不動産マーケットの行方を徹底分析

～ターゲット別顧客動向から変化を読み解く【第3部】
牧野 知弘氏 約65分 1,500

※動画のラインナップは予告なしに変更になる場合があります。
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