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国際資格講座を含む全10 コース12ヶ月プログラム
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礎英会話

不動産英語応用＆カンファ
レンス参加等での実践

倫理綱領＆CIPS資格取得
＆プレゼンテーション



受講対象

金融不動産関係の様々な職種の方が受講されています。

◆外国人、海外投資家対応を必要とする 国内不動産関連会社の担当の方

◆宅地建物取引士、不動産鑑定士、司法書士、弁護士などの不動産関連業種の実務家の方

◆これから不動産業界に就職、転職を予定している方

過去受講生の声

初心者から上級者まで、様々な「受講して良かった」の声をいただいております。

◆不動産英語塾が私に与えてくれたものは、図りしれないものがあります。
ここまで来られたら、あとは更に不動産英語を育てて、不動産英語のプロになるべく頑張ります。

◆会社で初の英文レポートをお客様に納品してきました。
不動産英語塾の講師の方、塾生で英語通訳の方など多くの方
のおかげで商品を、作り上げることができました。不動産英語塾にはとても感謝しております。

◆英語塾で知り合った方々とはその後、度々お会いして情報交換等をしております。英語塾
は本当に良い経験でした。

受講しやすい365日24時間受講可能システム

長年の経験実績を活かし、忙しいビジネスマンの方も受講しやすいシステムを導入

◆年間を通じてすべての講座が受講可能なパスポート制度を導入

◆学びやすい通学＆WEB講座+毎月フォロー会システム

◆10 コース合計100時間超の充実講座

◆1年間365日を通じて学習が可能

◆講師への質問は随時可能



全米リアルター協会（NAR）が運営する、国際不動産取引をマスターする
ための研修講座。修了者数は全世界約50ヶ国2,800名以上。修了登録後
はグローバルネットワークメンバーとしての活動が可能

グローバルコース（全米リアルター協会提携講座）

CISP申請に必要な5つの学習項目を受講し、各地域の代表国の市場特性や文化、
不動産取引制度、法制度、税法等、リアルターに必要な知識を体系的に学べる
最高峰講座。
講義形式： NAR作成の全5冊合計約1,000Pのオリジナルテキスト（英文）を基に、日本語
をメインで解説
レベル： 中級程度以上の読解力を要します
講師： 浅井 稔・菊池邦夫・マーク北林他

Globalize your Business with CIPS

米国不動産ビジネス総合学習講座

「第3期ＣＩＰＳ資格講座」

土曜日

全5日

9：30～18：00
各7時間

講義日時 内 容

第1回 1/20 Global Real Estate Local Market
ローカル市場での国際取引

第2回 2/3 Global Real Estate Transaction Tools
米国市場での海外顧客への接し方とそのルール

第3回 2/17 The American & International Real Estate
南北アメリカ大陸各国の不動産取引

第4回 3/3 Asia/Pacific & International Real Estate
アジア太平洋地区各国の不動産取引

第5回 3/17 Europe ＆ International Real Estate
ヨーロッパ各国の不動産取引

CIPS資格認定までの流れ

2018年

1月
開講

本講座5回を受講+各回修了試験に合格→講座修了

CIPS 資格認定を申請 申請費$75
【ポイント例 】 ・過去に携わった国際取引 1 取引25ポイント ・NAR の他の教育研修プログラム修了 1コース
25ポイント ・大学学士号 15ポイント ・大学修士号 25ポイント ・NAR 関連の大会への参加 25ポイント・外国で
の1 年以上の就労経験 25ポイント・外国語の習得 1 語学20ポイント 最大40ポイントまで認定

CIPS ネットワークメンバーとして登録 申請費$75
・年に一度、N A R 大会の前にC I P S ネットワークメンバーとして登録
・N A R 公式サイト（ r e a l t o r. o r g ）に常時掲載→グローバルリアルターとして活動可能
・C I P S 認定者のみのネットワークで世界の不動産取引情報の交換が可能



すべてのリアルター
に必須知識。
100年以上の歴史を
持つ米国不動産ビ
ジネスモデルから
不動産業成功の法
則を学ぶ

グローバルコース（全米リアルター協会提携講座）

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

講義形式： オリジナルテキストを元に日本語を中心に解説
言 語 ： 日本語
講 師 ： 浅井 稔 （一般社団法人日米不動産協力機構）

NAR倫理綱領に見る日米不動産業の
ビジネスモデルの違い

「米国倫理綱領ビジネス
モデル講座」

土曜日

全２
コマ

13：00～17：00
100分×2コマ

講義日時 内容

2018年
11月24日
予定

本講座では100分×2コマで以下の内容を学習いたします。

・米国流通市場の発展の理由～顧客、公共、業界の三方が満足する仕組み
・米国流通市場の拡大、繁栄の基礎
・倫理綱領の歴史
・これからの日本の不動産業界発展のために米国NAR倫理綱領から学べる事
・米国流通機構の運営モデル
・市場の透明性を高めることで取引件数を増やす







【Lecturer】 竹井史代

慶應義塾大学商学部卒。リーマンブラザーズ、ＧＣＩ等
の外資を経て、外資系不動産ファンド会社日本代表
を務める。現在はロンドンにて英国を代表する不動
産ビジネススクール CASS BUSINESS SCHOOL, CITY 
UNIVERSITY OF London United Kingdom の日本人唯
一のメンバーとして在籍（2016年9月修了）。Master of 
Science in Real Estate Investment, RICS会員。

不動産ビジネス英会話コース

【ロンドン発WEB講座】
「不動産ビジネス英会話

基礎講座」
講師：竹井史代

不動産ビジネスの実践で役立つ英会話力、会議、プレゼンテーション等で自分の
意思を正しく伝えられ、説得できる基礎能力を習得するWEB講座。
対 象：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
講義形式： WEB動画配信による講義
レベル ： 初級～中級程度以上の読解力を要します
講 師 ： 竹井史代

全8回

WEB動画講座

30分×8回+特典映像

講義内容

第1回 Self introduction

第2回 相手のビジネスを理解する・自社ビジネスとの関連性をつかむ
（networking / event）meeting facilitation

第3回 アポイントの取り方（phone / email）、face to faceでの情報交換

第4回 日本の不動産市況を説明する、個別アセットを説明する

第5回・第6回 不動産賃貸業務における英会話表現不動産

第7回・第8回 不動産売買業務における英会話表現

特典映像2回 外国人プロフェッサーインタビュー

【講座受講概要】

WEB動画講座30分
/１回×全10回

動画共有方式による
全10回同時配信

【テキスト】 1冊付



【シアトル発WEB講座】
現役リアルター

に学ぶ
「不動産ビジネス
英会話講座」
講師：ジェイスン渡部

＜今後の不動産業界で必須！外国人対応をするための英会話スペシャルプログラム＞

近年益々増加する外国人との不動産取引、来日対応等において英語力は貴方のビジネスに強力な武器と
なります。長年米国で日本人として不動産リアルターとして活躍するジェイスン渡部氏（前全米リアルター協会
日本大使）が日本の不動産業界の方のために、シアトルでスペシャル英会話講座を構築しました。ジェイスン
氏の長年の経験を基に、不動産に関する英会話、どのように顧客とリレーションを良好にしていくか等を英語を
中心に解説いたします。これまでにない米国在住のリアルターによる本講座を習得する事で、外国人とのコミュニ
ケーションをより円滑なものとする事が可能です。ビデオ映像にはシアトルの映像も盛り込まれています。

WEB講座ですので思い立ったその日から、何時でもどこでも学習を進める事ができます。

【シアトル発 現役不動産リアルター不動産英会話WEB講座 プログラム】 30分×10回
Lesson1 「自己紹介と共に 地元の市場状況説明」
Lesson2 「お客様とのMeetingで Profileの作成。家族構成や、物件希望の確認」
Lesson3 「お客様との Communication方法。Email, text, phone」
Lesson４ 「アメリカと日本の ビジネス観念・ネゴの違い」
Lesson5   「住宅売買契約書をテキストとしての 実践英語学習1」
Lesson6   「住宅売買契約書をテキストとしての 実践英語学習2」
Lesson7   「異文化が影響する英会話上のジェスチャーや思考パターンの相違1」
Lesson8   「異文化が影響する英会話上のジェスチャーや思考パターンの相違2」
Lesson9 「Ultimate Client Relationship 人との出会いの場面での習慣の違い」
Lesson10 「Ultimate Client Relationship グローバル不動産ビジネスの展開」

私の米国での長年の不動産経験を基に、様々
なシチュエーションで役立つ不動産英会話の
スキルを盛り込みました！
英語が使えると世界中を相手に取引が可能です。

【講座受講概要】

WEB動画講座30分/１回×全10回

動画共有方式による全10回同時配信

【テキスト】 1冊付

【講師】 Jason Watabe

横浜出身。アラスカ留学、米国での新聞社勤務を経た後、不動産業に
25年従事。2004年以来、約9,000人の不動産業者で構成されるキング・
カウンティー不動産協会（Seattle-King County REALTORS）の役員と
なり、2007年の副会長に当選。2008年の会長を務めた。その後2016年
まで米国不動産協会の代表として、日本の不動産協会への大使を務
める。現在も米国シアトルで活動する「現役リアルター」である。
国籍やビザに関わらず、誰でもアメリカン・ドリームである “住宅購入”
を実現できるよう尽力している。

全10
回



【講座概要】

投資家対応メールやり取りから賃貸契約、売買契約書類作成に至るまで不
動産業界において、海外取引先との英語による遠隔地間の意思伝達機会
が増大しています。これに伴い、対面の英会話よりも英作文の必要性が実
務シーンではより高まっています。本講座では、そんな現実的なニーズに
対応し、読み手にしっかりと伝わる実務英文を作成する技術を伝授します。
不動産業界で英文を書ければ更に業務上で大きく役立ちます。

【講座詳細】

第1回 導入編：・不動産業界で求められる英文ライティング能力・自己紹介、
業務紹介、会社紹介

第2回 海外投資家とのメール対応実務１

海外投資家とのメール対応実務２

第3回 自社HPを英語化する。海外HPを読めるようになる。

第4回 外国人対応業務 賃貸契約書作成等

第5回 外国人対応業務 売買契約書作成等

第6回 投資家へのプレゼンティーションの英文・市場の説明、個別不動産
の説明

【講座形式】 Web配信 各回約45分

【【講師経歴】
柳町啓介氏 他
【略歴】東京理科大学卒業
後、東亜建設工業に入社。
建築工事や設計・監理業
務を経て、住宅・学校・医
療介施設などの土地有効
利用プロジェクトマネジメ
ント業務に従事。資金収
支シュミュレーションを駆
使し数々のプロジェクトの
事業化に参画。担当した
物件の会社受注金額は合
計約100億円以上。職域を

広げるべく留学した後、
2005年からは信託銀行に

て受託物件の建築基準法
などの遵法性フィールド調
査・審査を200件以上、70

件以上の証券化物件の
キャッシュフローを管理。
2008年からは大手外資系

不動産会社にて、不動産
投資インデックス作成・分
析業務に加え、英語及び
日本語オフィス市場レポー
ト執筆業務に従事。2012年

からクッシュマン・アンド・
ウェイクフィールドでリサー
チヘッドを務める。早稲田
大学国際不動産研究所、
招聘研究員。

【ベーシック】ライティング講座

【講座受講概要】

WEB動画講座40分×全6回

フォローアップ会でミニ講義

【テキスト】 1冊付



【フォロー会会場】丸の内不動産英語塾（千代田区大手町2－2－1新大手町ビル4階）

【テキスト・副読本】

第2期不動産中国語塾 開講

【講師にも会える！】
隔月開催の講師参加の学習フォロー会で進捗確認や質問

もできるWEB講座です。

付属公式テキスト 「筆談で覚
える中国語」 陳氷雅著

＜気鋭の若手講師2名による選りすぐり中国語＆中国語不動産知識マスター
講座が開講！＞
全10回の動画講座＆隔月フォロー会で1年で不動産業で通用する中国語をマスターする実用講座

1年間不動産中国語
基礎マスター講座

プロフェッショナルコース

【講師】 陳 氷雅 氏
1987年中国浙江省温州出身。2007年11月から上海で中国語を教え始め、2010年来日後早稲田大学入学、中国語と日本語などの第二言語
教育法を研究。9年間延700人に向け中国語を指導し、分かりやすい指導法と面倒見の良さで担当する中国語検定対策合格率は99％に達す
る。長年の現場経験を生かして開発した速攻学習法を実践するため、12時間でマスターする日本最速中国講座を主宰。

著書：『ゼロからカンタン中国語 簡体字ワーク』（旺文社）
『筆談で覚える中国語』（2017年1月23日発売）

【講師】 傅 饒 氏 （大和不動産鑑定）
2012年より大和不動産鑑定会社（東京）で、鑑定評価業務に従事。
日中間の多くの不動産取引に関する評価書を作成し、日常的に不動産用語に関する翻訳に携わっている。実際の業務を通じて、日本と中
国それぞれの不動産制度、マーケットに関する情報に触れている。不動産の分野においては、原文の背景を理解して訳している数少ない、
日中翻訳実務者。上海、北京、シンガポール、ホーチミン、マニラ、ソウル等のアジアオフィスプライスインデックスを担当。
●アメリカ不動産鑑定評価ツールアーガス研修の通訳担当
●CAA（China Appraisal Association) 「日本不動産証券化」等会議の通訳担当
●米国「Certified International Property Specialist」登録
●日本語、英語、中国語、韓国語堪能

初級
中国語
会話
全5回

本格
不動産
中国語
講座
全5回

https://www.amazon.co.jp/%E3%82%BC%E3%83%AD%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%AA%9E-%E7%B0%A1%E4%BD%93%E5%AD%97%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF-%E9%99%B3-%E6%B0%B7%E9%9B%85/dp/4010902000
https://www.amazon.co.jp/dp/4763135384


＜国際不動産カレッジ ＪＡＲＥＣＯ不動産英語塾 研修ご案内＞

国際不動産サポートセンター開設のご案内

【概要】
不動産投資と訪日外国人の大幅増加に伴い、国内での外国人による
不動産取引機会に対応するため、一般社団法人日米不動産協力機構（JARECO）と
国際不動産カレッジの提携により、外国人（国外、国内）からの反響に対する問い合わせ対応、
案内対応、契約業務等対応を行う通訳・翻訳のサポートセンターを開設いたします。
このシステムを活用により、専属の社員やスタッフが常駐でなくても、不動産に関する外国語での対応を
行う事が可能となります。

【サービス開始時期】2017年月4月以降
【対象エリア】 首都圏、大阪圏を中心にスタート、その後各都道府県をカバー。
【サポート業務】 ・海外からのメールに対する対応
・海外からの電話に対する対応 ・海外からの来訪に対する対応
・物件案内、商談、契約等に対する対応
【対応言語】 英語、中国語、日本語等
※詳細は以下国際不動産カレッジ丸の内不動産英語塾までお問い合わせください。

企業研修
随時開催

【募集中！（いずれも登録料・年会費等無料）】

・不動産英語業務のサポートを希望する法人及び個人

・不動産英語業務を提供可能な個人の方または法人

・英語ＯＫの方でこれから不動産業のサポートを希望される個人

【サポートセンター事務局】
一般社団法人日米不動産協力機構（JARECO）内 国際不動産カレッジ（Grec）
＜連絡先＞ desk@grec.jp TEL 03-6869-8788 

国際不動産カレッジJARECO不動産英語塾では金融不動産業界に特化した
英語スキル向上のための様々な講座、セミナーを随時開催しております。
また企業様のニーズに合わせたカスタマイズ研修も随時行っております。お気軽にお問い合わせください。
（採用企業）大手ディベロッパー、財閥系不動産会社、大手銀行、各不動産会社 各社様

登録者
募集！
（無料）

サポート事業



◆丸の内校

【住 所】 東京都港区麻布十番1-5-10 アトラスビル4階会議室

【交 通】 営団・都営地下鉄「麻布十番」駅 徒歩4～6分 「六本木」駅 徒歩10分

【住所】 東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル4階EAJ会議室

【交通】 営団地下鉄「大手町」駅直結 JR各線「東京」駅 丸の内口徒歩3分

◆麻布十番校

講義会場ご案内

【電 話】 03-6869-8788 【事務局当日】 090-1505-1617

【Mail】 desk@grec.jp 【FAX】 050-3383-1391

mailto:desk@grec.jp


【国際不動産カレッジ ＪＡＲＥＣＯ不動産英語塾】

●丸の内校 東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル4階
●麻布十番校 東京都港区麻布十番1-5-10 アトラスビル6階

＜運営＞
株式会社リアルエステート・エージェント・ジャパン

mail: desk@grec.jp 
TEL: 03- 6869-8788  FAX: 050-3383-1391
HP: http://grec.jp/

【ご挨拶】

本校は「日本の不動産業界の英語力向上」を目的に2009年より不動産英語塾としてスタートし、

今期にて第9期目となります。2016年からは一般社団法人日米不動産協力機構の教育部門として

更に充実した活動を展開しております。その間数々の受講生の皆様がお越しになり、英語力に磨きをかけ、
各分野で英語力を活かして活躍されています。

不動産英語塾は単なる学習の場でなく、同じ目的を共有する塾生同士や講師との繋がりを重視しております
ので、講義や交流会などを通じて、業務やビジネスの相談も共有する場としてご活用もいただいております。

不動産業界で英語を駆使できれば、充実したビジネス人生を歩めると確信しておりますし、日本の不動産業
界には現在もまだまだ英語を使用できる人材は不足しております。

皆様が学習をスタートされる事で個人だけでなく、日本の不動産業界にとっても有益なものとなります。

本校での学習や出会いが、皆様の新たなビジネスライフのスタートのきっかけとなれば幸いです。

不動産英語塾代表 株式会社リアルエステート・エージェント・ジャパン 代表取締役 杉浦 隼城

会社概要


