
5月31日(火)まで申込受付中！

2022年度基調講演を無料公開中！
『宅地建物取引業従業者にとってのコンプライアンスとは』／橋本明浩氏

貴協会会員様割引あり！

貴協会会員様は、A会員価格の割引あり！



「フォローアップカレッジ2022」講座一覧
※テーマ、講師、日程は変更になる可能性があります。最新の情報は、当センターホームページにてご確認ください。

2022年4月から2023年3月まで、ここに掲載の講座全てを受講いただけます。
A会員は受講すると単位が付与され、取得した単位数に応じて特典を得ることができます。

◆単位履修による特典

講　座 取得単位（1講座）

会場型 3単位

動画配信型 2単位

オンラインZoom型 3単位

宅建マイスター講座 単位付与対象外

第10回スコア検定受検 2単位

◆単位設定

特典① 年間履修15単位取得で表彰。
連続（3回）取得で優秀表彰

特典② 年間履修20単位取得で次の（Ａ）（Ｂ）
いずれかの宅建マイスター受験メリット
を付与
（Ａ）スコア600点以上取得者と同様、

実務経験5年未満での受験を可とする
（Ｂ）第7回宅建マイスター認定試験の

得点に5点加算
↑宅建マイスター認定試験ホームページ

気づきが多いと評判！人気の講師陣

大澤健司講師 難波誠講師 吉田修平講師 柴田龍太郎講師 野田誠講師 渡辺晋講師

A会員
動画

会員

1 4/27(水) 基礎編 調査
物件調査と消費者目線での重要事項の作り方（調査編）

～トラブル事例を題材に物件調査の基礎を学ぶ～
難波 誠

2 5/10(火) 実践編 賃貸 トラブル発生リスクを抑える賃貸借契約書作成のポイントと現場対応策 渡邊 宏

3 5/25(水) 基礎編 不動産実務 スコア問題から習得～信頼される実務判断力～ 野田 誠

4 6/8(水) 実践編 建築 建築構造の基礎から最新動向まで～第１部「木造編」～ 中谷 龍海

5 6/15(水) 実践編 不動産実務 ヒヤリハット 渡辺 宏

6 7/6(水) 基礎編 調査 物件調査と消費者目線での重要事項の作り方（事例編） 難波 誠

7 7/20(水) 実践編 建築 建築構造の基礎から最新動向まで～第２部「ＲＣ構造」～ 中谷 龍海

8 8/24(水) 強化編 不動産実務 『顧客に寄り添う課題解決』による不動産売却の成功事例 大澤 健司

9 9/7(水) 強化編 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 河合 春樹

10 9/14(水) 実践編 コンプライアンス コンプライアンス視点で見る不動産取引の実務上の留意点 橋本 明浩

11 10/12(水) 実践編 調査 土壌汚染 北澤 秀樹

12 11/16(水) 実践編 調査 物件調査とトラブル事例（媒介チェックリスト） 橋本 明浩

13 12/7(水) 特別編 マーケット 2023不動産マーケットの行方 牧野 知弘

無料
12,000

円

＜会場型(東京開催)＞全20講座開催予定　(基礎編5回、実践編11回、強化編3回、特別編1回）

開催日 講師

受講料

ジャンル テーマ
対象

レベル



A会員
動画

会員

14 12/14(水) 実践編 法律 借地借家法の体系的理解と実務①【借地編】 吉田 修平

15 1/18(水) 実践編 法律 借地借家法の体系的理解と実務②【借家編】 吉田 修平

16 2/8(水) 強化編 不動産実務 収益不動産を仲介する場合の物件調査の留意点と評価の考え方 中沢 誠

17 2/15(水) 実践編 自然災害 地形と河川からみる災害の歴史～災害リスクを察知する 竹村 公太郎

18 3/9(水) 実践編 自然災害 災害リスク調査と重要事項説明 藤崎 一弘

19 未定 基礎編 法律 媒介契約とトラブル 柴田 龍太郎

20 未定 基礎編 建築 建物知識と図面の見方 中城 康彦

A会員
動画

会員

21 5月 実践編 法律 「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 立川 正雄

22 6月 基礎編 税制 『住まいの税制』のポイントをつかむ！ 山端 康幸

23 6月 基礎編 法律 改正民法に対応する売買契約書の基本を学ぶ～逐条詳細解説 渡辺 晋

24 7月 実践編 法律 先取り解説！所有者不明土地関連法 吉田 修平

25 8月 基礎編 法律 契約不適合（基礎編） 柴田 龍太郎

26 9月 実践編 不動産実務 改正民法（債権法関係）施行後の契約不適合責任に関するトラブル最新編 柴田 龍太郎

27 9月 強化編 不動産実務 法人取引における留意点 北澤 秀樹

28 11月 実践編 賃貸
民法（債権法）改正にともなう「特約・容認事項」の重要性と

その作成方法のポイント～賃貸編～
柴田 龍太郎

29 12月 実践編 自然災害 造成宅地に潜む災害リスク 釜井 俊孝

30 1月 基礎編 建築 地盤と建物基礎 中谷 龍海

A会員
動画

会員

31 5/18(水) 実践編 調査 境界トラブル事例から学ぶ調査のポイント 難波 誠

32 7/13(水)
事例

エクササイズ
不動産実務 特約・特記作成力をブラッシュアップ！！ 北澤 秀樹

33 9/21(水) 基礎編 調査 具体的な登記事例に基づき登記簿記載事項の留意点を理解する（知識編）① 難波 誠

34 10/12(水) 基礎編 調査 具体的な登記事例に基づき登記簿記載事項の留意点を理解する（事例編）② 難波 誠

35 1/11(水)
事例

エクササイズ
不動産実務 課題を解決！取引プロデュース 北澤 秀樹

A会員
動画

会員

36 4月 基礎編 税制 令和4年度税制改正のポイント 山端 康幸 

37 未定 基礎編 法令 令和3年法令改正のポイント 野田 誠

38 未定 基礎編 税制 令和5年度税制改正のポイント 山端 康幸 

39 未定 基礎編 法令 法令改正のポイント 野田　誠

ジャンル テーマ

　

無料
12,000

円

＜オンラインZoom型＞全5講座配信予定　（基礎編2回、実践編1回、事例エクササイズ2回)

＜動画配信型＞全10講座配信予定　(基礎編5回、実践編4回、強化編1回）

＜ダイジェスト動画＞全4講座配信予定　（基礎編4回)

＜宅建マイスター講座＞

※A会員は、「宅建マイスター集中講座　動画配信型」及び「宅建マイスター集中講座　事例エクササイズ」を無料で受講いただけます。

　動画会員は、同講座を割引受講料で受講いただけます。

5,000円

開催日 ジャンル
対象

レベル

対象

レベル
ジャンル

開催日 講師

受講料

無料

開催日 講師

受講料

無料

開催日 講師

受講料

無料

テーマ 講師

無料 無料

受講料

テーマ

対象

レベル
ジャンル テーマ

対象

レベル

A会員及び動画会員は、「ザ・ライブラリー」サイトの全動画を視聴可能です。
※現在26テーマを公開中です。動画は順次追加していきます。
※当サイトの動画は、「フォローアップカレッジ2022 」のテーマと重複している場合があります。



フォローアップカレッジ2022
会員期間 2022年4月～2023年3月

5月31日(火)まで申込受付中！

Ａ会員

サービス内容
①会場型・動画配信型・オンラインZoom型・ダイジェスト動画など
全ての講座（39講座以上）の受講・レジュメダウンロード

②「不動産流通実務が学べる！スコアe ラーニング」の1回受講
③単位履修による特典付与
（宅建マイスター認定試験受験の際のメリット）

④「ザ・ライブラリー」サイトの有料動画の視聴

動画会員

サービス内容
①動画配信型・ダイジェスト動画の受講・レジュメダウンロード
②会場型・オンラインZoom型講座の割引価格での受講
③「ザ・ライブラリー」サイトの有料動画の視聴

貴協会会員様【割引】年間料金38,000円/税込
※ご参考 一般料金44,000円/税込

お申込みは、下記URL又は右記のQRコードより
お手続きをお願いいたします。
【A会員お申込み】https://system.retpc.jp/form/followupcollege/245/5

※「フォローアップカレッジ2022」の申込フォームから手続きをされると、
割引が適用されず、一般料金価格となります。必ず上記のURL・QRコードから
お申込みください。
※1企業あたり５名以上の一括申込の際は、さらに受講料が割引になります。
詳細は、推進センターへお問い合わせください。

39講座以上の研修が受講し放題！

A会員のサービスを限定しお手軽に受講！

年間料金 14,000円/税込

お申込みは、下記URL又は
右記のQRコードよりをお願いいたします。
【動画会員お申込み】https://system.retpc.jp/form/followupcollege/245/6

https://system.retpc.jp/form/followupcollege/245/5
https://system.retpc.jp/form/followupcollege/245/6

