
第14期となる国際不動産カレッ
ジでは「Opportunity is 
knocking！」をテーマに、グ
ローバル不動産ビジネスに役立
つ講座、資格講座を多数開催い
たします。グローバル不動産学
科、グローバルコミュニケーショ
ン学科、グローバル語学学科等
どのレベルの方にも対応可能な
多彩なコースを開催。不動産
エージェント、営業パーソンとし
てのスキル向上、人脈開拓、キャ
リア構築に最適な業界特化専門
スクールとしてご活用ください。
多くの仲間がお待ちしています。

第14期国際不動産カレッジ 受講生募集中 オンラインライブ講座

「Opportunity is knocking！」
第14期国際不動産カレッジ

2021年９月～2022年8月

アーカイブ視聴オンライン資格講座

4資格＆
7講座
開講！

ヴァーチャルスクールも開校！



最短9ヶ月で３つのグローバル不動産関連資格を取得

グローバル資格取得
＆不動産英語修得
＆人脈・キャリア構築

第14期国際不動産カレッジ オンライン資格講座 ヴァーチャルスクールも開校！



第14期国際不動産カレッジ（2021年9月～2022年8月） コース概要

講師陣

栗崎由子氏

Hana氏

ゲスト 増澤史子氏

講師陣

竹井史代氏

クリス・ホジェンズ氏

Hana氏

上田真路氏

他ゲスト講師

講師陣

松尾裕一氏

Paul Malone氏

Sylwia Lemanska氏

他ゲスト講師

講師陣

浅井稔氏

菊池邦夫氏

マーク北林氏

木村真治氏

他米国ゲスト講師

パーソナルレッスンスクール

各セミナー・サークル活動

グローバル不動産学科 グローバルコミュニケーション学科 ビジネス語学学科

グローバル資格講座 ヴァーチャルスクール動画スクール

各講座動画アーカイブ配信

PC/アプリで24時間いつでも
受講可能

他英語学習コンテンツ配信





国際不動産カレッジ
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２009年に第1期をスタート、2016年より（一社）日米不動産協力機構（JARECO）教

育部門として不動産英語及び国際不動産資格講座等を提供。20２1年９月より第14期

国際不動産カレッジを開講中。国内唯一の金融不動産英語を学べる総合スクール。過去

受講生数百名、大手企業研修実績多数。



（一社）日米不動産協力機構（JARECO）について

JARECOは国際的な不動産流通政策の研究・情報交換を行う組織

として、全米リアルター協会（NAR・会員約130万人）及びNAR協約

国60カ国の不動産業界団体、研究機構、シンクタンク、大学との

連携を図り、各国の不動産取引制度、不動産流通システムに関す

る情報を収集。我が国の不動産流通市場の活性化に貢献すること

を目的として設立されました。

JARECO活動

１. 国際交流
２. 調査研究
３. 教育研修
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第14期
グローバル不動産学科

各講座



不動産英語塾は不動産英語をマスターするための基礎講座。毎回ニュースやマーケット英語、外国人に正しく伝わる不動産英会話習得レッスン講座、
不動産専門用語習得、及び不動産エージェントとしての知識習得など、参加・視聴するだけで不動産英語力とエージェントスキルが向上する講座です。

Hana講師

【グローバル不動産学科】 第14期国際不動産カレッジ
プレミアムコー

ス
ベーシックコー

ス
ライブ講座

「マーケットニュース
レッスン編」

アーカイブ視聴

不動産英語塾



不動産英語塾は不動産英語をマスターするための基礎講座。
毎回ニュースやマーケット英語、外国人に正しく伝わる不動
産英会話習得レッスン講座、不動産専門用語習得します。

Hana講師

【グローバル不動産学科】 第14期国際不動産カレッジ プレミアムコー
ス

ベーシックコー
ス

ライブ講座

「会話レッスン編」

アーカイブ視聴

不動産英語塾新シリーズ
スタート



『グローバルリアルエステート
投資家対応英語講座』

グローバル不動産学科特別講座 第14期国際不動産カレッジ プレミアムコース

全12回

19時30分～21時
オンライン開催

不動産ファンドマネージャー＆国際不動産弁護士
による実践的不動産英語講座が実現！

ZOOMライブ講座



『ハーバード式不動産投資術』

グローバル不動産学科 第14期国際不動産カレッジ プレミアムコース

（一社）日米不動産協力機構
国際不動産カレッジ

全12回
19時30分～21時
オンライン開催

講師：KUROFUNE Design Holdings Inc

代表取締役CEO 上田真路氏

資産倍増、普遍の投資スキルを身に付ける

ライブ講座

グローバル不動産学科 担当



第14期
グローバルコミュニケーション学科

講座



第１４期 国際不動産カレッジ 新企画 プレミアムコース

グローバルコミュニケーション学科 全12回講義 開講
中川先生研究会2021プレ講座

増澤史子 ゲスト講師
栗崎由子 講師 Hana 講師

ZOOMライブ講座

＜講座テーマ＆受講目標＞
・外国人コミュニケーションで失敗しない
•相手の立場から世界を見る
•受講者同士の対話から学び合う
•多様な考え方のあることは新しいアイデアの資源だと体感する
・視座をずらすことにより、価値観の違う相手を理解する事を学ぶ

国際コミュニケーション
達人が直伝授！

参考使用図書



第14期
ビジネス語学学科

各講座



「英会話パワーフレーズ」で学ぶ
ビジネス基礎英語＆英文メール講座

＜講義内容＞

英語学習の定番ＮＨ
Ｋ、「ラジオ英会話」の
テキストを活用した
ビジネス英語基礎講
座。

英語指導及び、国際
ビジネス経験に基づ
くビジネス慣習や香
港現地事情等をレク
チャー。香港からＺＯ
ＯＭでのライブ指導
を予定。

ビジネス英語 担当

松尾 裕一氏
Ｈｉｒｏｋａｚｕ Ｍａｔｕｏ

＜講師経歴＞

一橋大学法学部を卒業後、住友商事にて28年間船舶部門に従事。その間にロ
ンドン、香港、ニューヨークに駐在。現在は香港にて海運業会社現地法人代表
として国際ビジネスに従事。海外生活通算約23年（うち香港約16年）。
英語指導のみならず、豊富な国際ビジネス経験に基づくビジネス慣習や香港
現地事情等もレクチャー予定。
1971年 英検一級取得 1996年 通訳案内業国家試験合格
著書：「やさしく書ける英文ビジネスレター」（1999年・㈱語研）「やさしく書け
る英文ビジネスメール・レター」（2011年・㈱語研）
（注：いずれも増澤史子氏（当時昭和女子大学教授）との共著）

ライブ講座

【グローバル語学学科】 第14期国際不動産カレッジ プレミアムコースベーシックコース

From香港

【使用テキスト】



イングリッシュラウンジ２０２１

＜セミナー内容＞

ネイティブ英語講師によるイングリッシュレクチャーライブ講座。ロンドン在住の英語講師シルヴィア氏、日本在住英語講師のポール氏が原則オールイングリッシュで行う
講座です。ナビゲーターに英語講師のサエユミコ氏を交え楽しい英語レクチャーを展開します。ゲストも予定。

Sylwia Lemanska氏

＜Lecturer＞

第14期国際不動産カレッジ スペシャル企画 プレミアムコース

＜ファシリテーター＞

サエ ユミコ氏

ライブ講座

Paul Malone 氏

＜Lecturer＞



４00動画以上動画が視聴システムで

24時間学習が可能！



参加方式：ZOOM＆ヴァーチャル

【主催】 国際不動産カレッジ

【開催日時】 2022年8月２５日（木）
19時30分～21時 ZOOM観覧無料

プレゼンテーション
アワード２０２２

オンライン＆ヴァーチャル

各参加者が1年の
学習成果を発揮、
不動産に関する情
報を外国語でプレ
ゼンテーションし、
ベストプレゼンが選
出されます

【第14期国際不動産カレッジ発表イベント】



【2022年春頃予定】

【概要】
都内唯一の牧場である大泉学園駅の小泉牧場
を訪問後、カレッジ受講生の古橋さんのご自宅
で飲み会を開催☆

2022年リトリート予定

【主催】 国際不動産カレッジ

都内唯一の牧場と
古橋さんちツアー

リアルイベント

京都物件視察＆
大阪1泊2日弾丸ツアー

【2022年9月秋頃予定】

【概要】
京都の不動産ツアー＆観光をカレッジ受講生の
田中さんのご案内で実施後、1泊。2日目は大阪
の不動産ツアー＆観光を実施☆現地解散☆



© 2021 Three stage Co,Ltd. All Rights Reserved.

不動産業務に改革を！

1クリックで英語＆中国語の図面作成！

翻訳時間

最大99％
短縮

新規サービス

国際不動産カレッジ会員の
方は常時「プレミアムコー

ス」が利用可能！



第14期
ヴァーチャルスクール



ACADEMIA
アカデミア
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新しい空間で学ぶ、出会う、創出する！



メタバース利用アカデミアとは？

●米国発メタバース空間「ガイアタウン」内に設立さ
れた新しい概念のコミュニティ。ヴァーチャル空間で
大人が「学びと交流とエンタメ」を365日24時間実
現可能な空間。

●「アカデミア パスポート」（年間/月間）を取得後は
365日24時間いつでもアカデミアに入室でき、
様々なイベントやセミナーに参加が可能な他、リモー
トワーク空間、会議スペース、動画視聴スペースとし
ても利用が可能。

●2021年12月時点で３つのスクールと共通12
サークルが活動を開始、今後も続々と新規開始予定。
（アカデミア会員は全てのサークルに参加が可能で
す）

全てがほぼ初！



アカデミアの概要
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相互参加

運営

各サークル 各サークル 各サークル

3つのスクールに
横断的に参加可能！

相互参加 相互参加

相互参加

＝



GLOBAL
REAL ESTATE

COLLEGE
全米リアルター協会の日本の窓口（一社）日米不動産協力機構（JARECO）教育部門「国際
不動産カレッジ」として2015年開校。金融不動産業界に特化したグローバル不動産取引
を行うスキルを学ぶためのスクール。個人受講、企業研修等、幅広い層の受講生が受講し
ています。本科ではオンライン7講座、アカデミア内では月1回のゼミ、サークル等に参加可
能です。

金融不動産特化グローバルスクール

School①



【毎月開催交流会】

2022年 新年交流会

【当日内容】
18時開場～ 交流タイム
18時20分頃～セミナー「どうなる？2022年不動産市況」
19時10分頃～不動産ビジネス情報交換会
※当イベントはアバターでのご参加です
※ご参加者に当日の情報をドライブで共有します

会場：ガイアタウン会場内

2022年不動産ビジネス躍進！情報交流会ご案内

【開催日時】 第１回1月2６日（水）
18時～20時 トライアル参加無料・入退場自由

不動産ヴァーチャル
ビジネス交流会

ヴァーチャルイベント

新春特別セミナー同時開催
「どうなる？2022年不動産市況」
講師 ニッセイ基礎研究所
金融研究部
准主任研究員
佐久間 誠氏

【主催】国際不動産カレッジ
先着
40名



【国際不動産カレッジの本講座の解説と予習復習】

【活動内容】 毎月開催される国際不動産カ
レッジ（GREC）の7つの講座の内容を確認、
復習及び次回課題確認等を行うゼミです。本
科受講以外の方もご参加が可能です。

＜発起人＞ HAYAKI SUGIURA他

本科受講以外の方も歓迎

メタバースアカデミア ヴァーチャルサークルご案内

（一社）日米不動産協力機構
国際不動産カレッジ

２０時～21時
ヴァーチャルスクール内

【開催日時】 月1回開催 （メールで告知）

GREC講義ゼミ

ヴァーチャルサークル



【不動産業界に役立つ資格習得のためのゼミ】

【活動内容】 宅地建物取引士の他、不動産業
界に役立つ資格を習得するための情報提供、
問題演習、情報交換等を目的としたサークル。
資格学習や実務習得のペースメーカーとして
ご活用ください。

＜発起人＞ HAYAKI SUGIURA他

メタバースアカデミア ヴァーチャルサークルご案内

（一社）日米不動産協力機構
国際不動産カレッジ

【開催日時】 毎週日曜日20時～21時
ヴァーチャルスクール内にて開催

宅建塾

共通の目標を持つ仲間と一緒に
成果に繋げましょう！

宅地建物取引士資格

賃貸不動産経営管理士資格

海外不動産関連資格不動産実務知識

ヴァーチャルサークル



海外不動産ドラマ＆動画クラブ

【Facilitator】

サエ ユミコ氏

メタバースアカデミア ヴァーチャルサークルご案内

（一社）日米不動産協力機構
国際不動産カレッジ

２０時～21時
ヴァーチャルスクール内

【活動内容】 様々な不動産、建築関連ドラマを視聴する事で、会話力、
ディベート力を高めるサークルです。

【開催日時】 月1回開催（会員メールで告知）

共通の目標を持つ仲間と一緒に
成果に繋げましょう！

ヴァーチャルサークル



【不動産エージェントとして必要な知識、経験、人脈を構築する会】

【活動内容】 副業解禁の近年、不動産業界で注目される新しい働き
方「不動産エージェント制度」で活躍できる人材となるべく、知識、ス
キル、経験、人脈を身に付ける総合講座。不動産業界の方、未経験の
方等広くご参加ください。国内有力不動産エージェント会社の出演
も予定。

メタバースアカデミア ヴァーチャルサークルご案内

（一社）日米不動産協力機構
国際不動産カレッジ

13時～14時15分

【開催日時】 第1回2022年2月9日（水）

Real Estate 
Agent Club（不動産エージェントスクール）

ヴァーチャルサークル

【会場】ヴァーチャルスクール内

【出演】 Keller Williams TOKYO SOUTH

ケラー・ウィリアムズ・東京サウス

事業本部長 Team Leader 田中昌枝氏 他



META STUDY

GRECより派生した一般＆ビジネスパーソン向けヴァーチャルスクー
ル。在校生はセミナー、講座、ゼミ、サークル、部活、マンツーマンレッ
スン等の幅広い学びの機会に参加が可能。

ヴァーチャル空間内スクール

School②



【毎月開催交流会】

2022年 新年交流会

【当日内容】
18時開場～ 交流タイム
18時45分頃 ミニセミナー
19時15分～ ビジネス交流会
※当イベントはアバターでのご参加です
※各ご参加者の情報をドライブで共有します

会場：ガイアタウン会場内
（参加者にご案内）

ビジネス躍進の新しい人脈構築！出会いと学びイベント

【開催日時】 第2回1月３１日（月）
18時～20時 トライアル参加無料・入退場自由

ヴァーチャル
ビジネス交流会

ヴァーチャルイベント

ミニセミナー（30分）
「これだけは知っておきたい
2022年ヴァーチャル空間活用法中級編」
（メタバース＆NFT中級編）

先着
40名



【アカデミア主催新規サークル】2021年12月27日スタート

【活動内容】 ビジネス領域において今後必要と考えられるテクノロジーに関し
て研究をする会。2021年12月時点では「メタバース」と「NFT」が注目を集め
る中、同分野の研究をまずはスタートしたい。

＜発起人＞ HAYAKI SUGIURA他

部員募集中

メタバースアカデミア ヴァーチャルサークルご案内

（一社）日米不動産協力機構
国際不動産カレッジ

18時～20時交流会内で開催

【開催日時】 第1回12月27日

テクノロジー研究会

ヴァーチャルサークル

【場所】「GAIATOWN」→「SDX21Communication 
ｂａｓｅ」→「会議室１」で開催





グローバルインベストメントクラブ

【Facilitator】

【活動内容】 不動産現物のみならず、不動産系株式投資、REIT投資、
等様々な投資分野に関して学びながら実践力を身に付ける会です。
「最強の外資系資産運用術」著者の後藤康之氏が指南役を務めます。

＜発起人＞ Kazuhiko Tanaka Hayaki Sugiura 他

後藤康之氏

メタバースアカデミア ヴァーチャルサークルご案内

（一社）日米不動産協力機構
国際不動産カレッジ

２０時～21時
ヴァーチャルスクール内

【開催日時】 月1回開催 12月21日

ヴァーチャルサークル



ヴァーチャル北海道部創設記念

メタバースアカデミア ヴァーチャルスクール イベントご案内

toCodaMusic
国際不動産カレッジ

第1回
※終了。第2回開催日未定

12月2日（木）

17時30分～18時45分
ヴァーチャルスクール内

芳野藤丸(Shogun）×今井麻椰（いかめし阿部商店3代目社長）

北海道を代表する二人による異色対談が実現！

函館出身で80年代以降の日本
の音楽シーンを彩ってきた日本
を代表するギタリストの一人、芳
野藤丸氏と、同じく北海道を代
表する駅弁「いかめし」阿部商店
3代目社長兼タレントとして活躍
する今井麻椰氏の対談をヴァー
チャル北海道部設立記念し開催
いたします！藤丸さん、麻椰さん
のファンのみならず、ビジネス
パーソンも必見のイベントです！

ヴァーチャルイベント



ヴァーチャル横浜部開設記念

メタバースアカデミア ヴァーチャルスクール イベントご案内

（一社）日米不動産協力機構
国際不動産カレッジ

第1回 ※終了
第2回開催日未定

12月2日（木）
19時30分～20時45分予定

ヴァーチャルスクール内

「みなとみらいの未来」セミナー
【講師】OXT Lab（オクトラボ）
代表社員 牛尾 隆一氏

1991年三菱化学株式会社入
社、1999年から2年間のシン
ガポール駐在を経て2001年4
月に株式会社村田製作所に入
社。2012年より、全社のオー
プンイノベーション推進を担当
し、2015年に村田製作所オー
プンイノベーションセンターを
設立した。
2020年1月に牛尾事務所を開
設、2020年9月に横浜市内に
合同会社OXT Labを設立し、
横浜MM21地区を中心に活動
中。

ヴァーチャルイベント

【ファシリテーター】
貝瀬美穂氏



坂道研究会
【活動内容】 東京23区だけでも700以上存在する「名前の付いた坂
道」の由来や周辺地域の歴史を知る事で不動産力を高める研究会です。
実際に坂を歩いて見聞も広げたいですね。坂は日本だけでなく世界に
あります！
【発起人】 Ｈayaki Ｓugiura kazuhiko Tanaka 
【開催日時】 月1回程度で不定期 部員に通知 【参加費】無料

部員募集中

メタバースアカデミア ヴァーチャルサークルご案内

世田谷区岡本の富士見坂 ニュージーランド南島ボールドウィンストリート

ヴァーチャルサークル



世界遺産研究会
【活動内容】 日本の25件を含む、現在1,154件（文化遺産897件、自然遺産218件、複合遺産39件）存
在する世界遺産を写真や映像、地図、GoogleEarth等で楽しみながら語る会（の予定）外国語記事等で
英語力強化、世界遺産検定チャレンジも視野に☆旅行になかなか行けない今だからこそ、世界遺産を通じ
て世界の文化、知識を深めておきたいですね。

【発起人】 Ｈayaki Ｓugiura
【開催日時】 月1回程度で不定期 部員に通知

部員募集中

メタバースアカデミア ヴァーチャルサークルご案内

ヴァーチャルサークル



META
Entertainment

アカデミア独自のエンターティンメント系イベント、ライブ、サークル、マン
ツーマンレッスン等に参加が可能なスクールです。

学びと出会いの場として活用いただけます。

エンターティンメント系コミュニティスクール

School③



メタバースアカデミア ヴァーチャルサークルご案内

80年代のJPOP
を中心に幅広く日
本のポップスを学
び、語るヴァー
チャル交流会

（80‘s Pops Club）

共通の音楽が好きな仲間
と語る！学ぶ！出会う！

ヴァーチャルサークル

Pops塾



メタバースアカデミア ヴァーチャルサークルご案内

海外スポーツを
中心に広くス
ポーツを学び、
観戦を楽しむ交
流会

共通のジャンルが
好きな仲間と語る！

学ぶ！出会う！

ヴァーチャルサークル

ヴァーチャルスポーツクラブ
メジャーリーグ＆NBA etc



メタバースアカデミア ヴァーチャルサークルご案内

World Music CLUB
ボサノヴァ、サンバ、ジャズ等多様な音楽について
語るヴァーチャル交流会

【不定期開催】

ヴァーチャルサークル



国際不動産カレッジ ヴァーチャルスクールACADEMIAパーソナルレッスンスクール開校

語学、国際コミュニケーション、音楽分野の達人講師陣が直伝授！

＜上達への最短距離＞
各分野のプロフェッショナルが貴方に直伝授！

【1レッスン】 40分～（講師毎に設定） 【費用】１トークン/1レッスン
【形式】 アカデミアヴァーチャルスクール内
プライベートルームにて

国内初！の本格的ヴァーチャルアバターを活用する
パーソナルレッスンスクールが実現。国際不動産カレッジ講師陣に
よるオンラインパーソナルレッスンスクールです。
※必要に応じてＰＣカメラも使用します

パーソナルレッスン
スクール「CHANGE」
開校！



アカデミア 利用方法

① ガイアタウンをインストールしアバターを作成する

→ 登録IDはよく利用するメールアドレスをご使用ください。

※インストールはPC版のみとなります。Wi-Fiのセキュリティが高い場合、ログインがで
きない場合があります。その場合はフリーWi-Fi等をお試しください。

② アカデミア入会申込をする
→https://www.supportyou.jp/icanjuku/form/5/

→ 氏名（本名）とガイアタウン内で使用する名前（ニックネーム可）を
ご記載ください。

→ 申込後１営業日程度でご利用が開始可能です （土日祝休業）

→利用料は利用開始前後に順次クレジット決済又はお振込みをお願
いいたします。

③ 入会後、週１回会員限定メールが届きます

→予定を確認しアカデミア内での参加、活動を開始してください。



メタバース・アカデミア 利用料
メタバース・アカデミアではトークン制度を導入しております。

1トークンで1ヶ月ご利用が可能です。

【個人会員】 1名＝1ID利用

・1ヶ月パスポート １トークン （１トークン＝4,980円/税込）

・年間パスポート 10トークン （49,800円/税込）※2ヶ月分無料

※１IDは特定の一名専用となります。

【法人会員】 2ID利用及びアカデミア内にロゴ掲載

・法人年間パスポート 70トークン （348,600円/税込）

＜決済方法＞ クレジット決済（メールにてご案内）またはお振込み（ご請求書
発行）



「アカデミア」ご利用ルール
【禁止事項】

ヴァーチャル空間内での気持ち良い交流のために以下の行為は禁止といたします。

・他人を誹謗中傷する言動、行為
・他人に迷惑をかける行為
・無許可での物販の販売や会に関係の無い勧誘等の行為
・政治、宗教活動
・その他委員会が迷惑と認めた行為
・著しい虚偽申告 （性別、年齢等）

上記の行為を行った場合は委員会で協議の上、ご退会いただく場合があります。

尚、その場合利用料の返還はございません。



【講座運営】国際不動産カレッジ概要

【運営会社】 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

〒106-0045 東京都港区麻布十番1-5-10 アトラスビル4階

TEL 03-5843-8372 FAX 050-3383-1391

【mail】desk@grec.jp grecjapan@gmail.com
【H P】 http://grec.jp/

【SNS】 facebook https://www.facebook.com/GlobalReaLEstateCollege

2009年に第1期をスタート、2016年より（一社）日

米不動産協力機構（JARECO）教育部門として

不動産英語及び国際不動産資格講座等を提供。

2019年10月より第12期国際不動産カレッジを開

講中。国内唯一の金融不動産英語を学べる総合ス

クール。過去受講生数百名、大手企業研修実績多数。

mailto:desk@grec.jp
mailto:grecjapan@gmail.com
http://grec.jp/

