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国際不動産カレッジ
Global Real Estate College

◆受講料のお支払い先について ※法人受講の場合、請求書の発行が可能です。上記ご要望欄にお書き添え下さい。

◆お申し込みにあたって
 ● お申込み後、原則1週間以内にお振込みをお願いいたします。
 ● お申込み翌日より8日間以内であれば、申込みキャンセルを受け付ける事が可能です。
 ● 受講料入金後に何らかの理由で受講が出来なかった場合、コースⅠ～Ⅳは講義映像を補講用としてご提供いたします。
 ● 補講用通信映像は講義を固定カメラで撮影したものであり、原則無編集となっております。また一部音声が聞き取りにくい箇所がございます。
 ● 受講者アドレスは映像受講や諸連絡にて受講中使用するものとなりますので、なるべくご変更が生じないよう設定をされてください。

第1期カリキュラム表＆受講申込み書

国際不動産カレッジ 受講申込書
本書をFAXまたはPDF等で事務局宛にご送付ください。
折り返し受付及び受講料確認のメールを差し上げます。

【講座運営】 不動産英語塾（運営会社：toCoda合同会社）事務局代表 杉浦隼城
  東京都港区麻布十番1-5-10アトラスビル6階　TEL：03-6869-8788

050-3383-1391 desk@grec.jpMailFax

（　　 ）講座

　申込者情報詳細（下記項目をご記載ください）

受講者氏名

住所（テキスト等送付先）

Email

電話番号（携帯可）

業種・職種

受講の動機

英語経験（TOEICスコア等）

当校をお知りになった媒体

その他ご要望

新聞広告 / 雑誌広告 / WEB広告 / FAXDM / 弊社ＨＰ / その他（　      　　　　　　）

お申し込みコース（組み合わせ・金額は中面「受講費用と入学コース」をご覧下さい）

オーダーメイドの場合のみ
ご記入ください

受講講座の科目番号をご記載ください（例：①、④、⑦） ▶ 

受講講座数の合計をご記載ください ▶ 

本科生総合 / 準本科生 / プロフェッショナル / 基礎 / 会話 / リアルター / オーダーメイド入学コース（○を付けてください）

楽天銀行 ゆうちょ銀行金融機関
店名
預金種目
口座番号
口座名称
口座名称（カナ）

第二営業支店（252）
普通預金
7122190
toCoda合同会社
トゥーコーダゴウドウガイシャ

〇一九（ゼロイチキュウ）店（019）
当座預金
0322537
アイキャン不動産英語塾
アイキャンフドウサンエイゴジュク

（○を付けてください）



国際不動産カレッジ Globa l Rea l Estate Col lege (GREC） 第１期カリキュラム

受講費用と入学コース

【組み合わせ自由のオーダーメイドコース】①～⑭の科目を含んだ複数コース受講で受講料が割引となります。
２コース受講：５％割引 / 3コース受講：10%割引 / 4コース以上受講：15%割引

※金額はすべて税込です（単位＝円）

※日程は変更となる場合があります。

グローバルコース
（全米リアルター協会提携）

不動産英語スタンダードコース

コースⅠ コースⅡ コースⅢ コースⅣ コースⅤ コースⅥ コースⅦ 通信講座 不動産英語試験 セミナー＆会議

不動産ビジネス英会話コース プロフェッショナル不動産英語コース グローバルスペシャルコース WEBコース 資格コース 不動産情報習得コース
コース区分
コース名

科目番号・タイトル

担当講師

内容

回数

使用テキスト

学習レベル

単価

WEB受講単価

入学料（初回のみ）

希望講座に○を
つけてください ▶

受講料合計
試算欄

受講料

本科生総合

入
学
コ
ー
ス

準本科生

プロフェッショナル

基礎

会話

リアルター

ガイダンス・イベント

開催日時

①国際不動産スペシャリ
スト資格講座（CIPS資
格講座）

②米国倫理綱領
ビジネスモデル講座

③不動産英語
基礎講座

④不動産投資英語
講座

⑤不動産ビジネス
英会話講座中級

⑥ロンドン発 :不動産
ビ ジ ネ ス 英 会 話
WEB講座

⑦シアトル発：現役リア
ルター不動産英会話
WEB講座

⑧グローバルプロパティ
マネジメント英語講座

⑨グローバルアセット
マネジメント英語講座 ⑩丸の内翻訳塾

世界50ヶ国2000名超
の国際不動産取引ネッ
トワークに参加可能な
ＮＡＲ公認の資格

米国にて100年前に制定
された不動産業界の憲
法と言える綱領から、米
国の不動産ビジネスモデ
ルの成功の秘訣を学ぶ

不動産投資に必要な
知識及び戦略を英語
で学習する

不動産業英語通訳等
の経験豊富な講師と
バイリンガル外国人
社長による不動産英
会話講座

不動産ビジネス英会
話を基礎からマスター
したい方向けの講座

米国でリアルタイムに
使用されている不動
産英会話と知識を習
得できる一石二鳥の
英会話講座

英語のみならず、ＰＭ
の極意を同時に学ぶ
ことが可能なプロパ
ティマネジメントに関
する包括的講座

不動産 AMに必要な
英語知識と専門知識
を習得できる専門家
向け講座

海外の金融不動産関
連の最新ビジネス原
書を使用し翻訳作業
を行い読破する

第1回 8月21日（日）
9時30分～ 18時

第1期 9月17日（土）
10時30分~14時30分

第1回7月23日（土）
15時15分～17時55分

第1回10月8日（土）
15時15分～17時55分

第1回7月20日（水）
19時～21時 浅井講師

2016 年 7月１日より
全 10 回を配信。 
その後は通年受講
可能。

2016 年 8月1日より
全１０回を配信。
その後は通年受講
可能。

第1回9月14日（水）
19時～ 21時

第1回 8月18日（木）
19時～ 21時

8月1日より
配信スタート。

2017年 2月
開講予定。

2016年11月
開講予定。

9月1日より
受験可能。

随時発表

246,800 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

27,000 58,320 58,320 52,900 32,400 32,400 64,800 54,000 56,000 38,880 ̶ ̶ ̶

758,000 

610,000 

345,000 

184,000 

119,500 

269,000 

̶ 16,200 34,900 34,900 ̶ 32,400 

̶個人会員：10,800円 / 法人会員：86,400円

32,400 38,880 32,400 ̶ 23,330 206,260 15,120 ̶

第2回8月28日（日）
9時30分～ 18時

第2回 8月6日（土）
15時15分～17時55分

第2回10月22日（土）
15時15分～17時55分

第2回7月27日（水）
19時～21時 ディロン講師

第2回9月28日（水）
19時～ 21時

第2回 8月25日（木）
19時~21時

第3回 9月11日（日）
9時30分～ 18 時

第2期10月1日（土）
13時15分~16時15分

第3回 8月20日（土）
15時15分～17時55分

第3回11月5日（土）
15時15分～17時55分

第3回 8月3日（水）
19時～21時 ゾーイ講師

第3回10月12日（水）
19時～ 21時

第3回9月1日（木）
19時～ 21時

第４回9月25日（日）
9時30分～ 18時

第3期以降 未定

第4回8月27 日（土）
15時15分～17時55分

第4回11月19日（土）
15時15分～17時55分

第4回 8月31日（水）
19時～21時 ゾーイ講師

第4回10月26日（水）
19時～ 21時

第4回9月15日（木）
19時～ 21時

第5回10月9日（日）
9時30分～ 18時

第5回9月17日（土）
15時15分～17時55分

第5回11月26日（土）
15時15分～17時55分

第5回 9月21日（水）
19時～21時 未定

第5回11月2日（水）
19時～ 21時

第5回9月29日（木）
19時～ 21時

第6回9月24日（土）
15時15分～17時55分

第6回12月3日（土）
15時15分～17時55分

第6回10月5日（水）
19時～21時 未定

第6回11月16日（水）
19時～ 20時

第6回10月5日（木）
19時～ 21時

第7回10月19日（水）
19時～ 21時 未定

第7回10月20日（木）
19時～ 21時

第8回10月27日（木）
19時～ 21時

米 国 宅 建「 不 動 産
セールスパーソン」資
格に合格可能な知識
を習得する基礎講座

国際不動産カレッジ　Global Real Estate Col lege (GREC）　丸の内本校

丸の内不動産英語塾

⑪不動産中国語塾
基礎講座

⑫不動産WEB塾
総合コース

⑬Test of Real Estate 
Engl ish(TREE)

⑭丸の内不動産会議
＆海外投資研究会

浅井稔、菊池邦夫、
マーク北林　他 浅井稔 竹中正大 渡邉康嗣 浅井稔、ゾーイ・ワード、

クリス・ディロン 竹井 史代 ジェイスン渡部 植野正美 柴田耕太郎
柳町啓介 他

未定
決定次第

Webサイトにて発表
陳氷雅 他 下記コースの

講師陣8名
問題制作：不動産

英語塾 各回有識者が登壇

8時間×5日 100分×２コマ 2.5時間×6回 2.5時間×6回 2時間×7回 WEB動画 約30分
×10回

WEB動画 30分
×10回 2時間×6回 2時間×8回2時間×4回 2時間×4回 全42コマ テストセンターで受験

（新宿・秋葉原） 月1回

オリジナルテキスト
（英文約1000Ｐ） オリジナルテキスト 講師オリジナル

教材（約300P）
講師オリジナル教材（約
300P）+副読本英書1冊 講師作成資料 講師作成資料 講師作成資料 講師作成資料 海外原書１冊講師作成資料 講師オリジナル教材 各コース通学コースと

同様のテキストを送付 別途受験要綱参照 毎回配布＋各自情報を持参

中級以上

●6月28日（火）、7月5日（火）19時~無料ガイダンス　●7月14日（木）丸の内金融不動産翻訳塾 基調講演「翻訳とは」丸の内翻訳塾ガイダンス　●7月27日（水）丸の内不動産会議「外国人、日本で不動産を買う」クリス ディロン氏講演会　※その他イベントは決定次第HP及びFACEBOOKページで別途通知

̶ 初級～中級 中級～上級 中級 初級～中級 中級~上級 初級～中級 中級~上級
（TOEIC600点以上目安）中級～上級 初級 初級～上級 0.1～ 6.0評価 一般参加可

中国語基礎＆不動産
中国語基礎

コースⅠ・Ⅱ・Ⅲ（WEB
講 座）・Ⅳ・Ⅴが 受 講
可能

80分間で不動産英語
能力を判定

不動産プレイヤーに有用な
不動産情報、投資情報を提供する会

丸の内不動産英語塾


