
分類 講座名 内容 講師 受講対象の方 英語レベル 受講期間 回数 受講方法 テキスト 受講料（税込）
同時受講割

引対象
2講座 3講座 4講座以上

① 国際不動産スペシャリスト資格講座
世界50ヶ国2800名超の国際不動産取引ネットワークに参

加可能な米国NARの公認資格
浅井稔・菊池邦夫他

国際不動産取引、国際人脈を構

築したい方
中級以上 2018年1月～3月 8時間×5日 通学 ５冊（合計約1,000P） ¥246,800 ● ● ●

② 米国倫理綱領講座
米国にて100年以上運用されている米国不動産業界ビジネ

スモデルの成功の秘訣を学ぶ
浅井稔

米国の不動産取引の仕組みを理

解したい方
日本語中心 2018年12月予定 3.5時間×1回（土曜日） 通学 オリジナルテキスト1冊 ¥27,000 ● ● ●

③ 不動産英語基礎講座

米国不動産エージェントの必須資格である「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不動産英語

の基礎講座

竹中正大
不動産英語の基礎を身に着けた

い方
初級 2017年6月～2018年5月 2時間×6回 WEB講座 オリジナルテキスト1冊 ¥34,900 ● ● ●

④ 米国不動産投資英語講座

不動産投資に必要な英語知識及び戦略を学ぶ不動産英語応

用講座。不動産王ドナルド・トランプの投資哲学、手法を

学べる国内唯一の講座。

渡邉康嗣
不動産投資やドナルドトランプ

の投資手法を身に着けたい方
中級～上級 2017年6月～2018年5月 2時間×6回 WEB講座

オリジナルテキスト1冊＋

副読本
¥34,900 ● ー ●

⑤ 不動産ビジネス英会話WEB講座
ロンドン発：不動産ビジネス英会話を基礎から学ぶWEB

講座
竹井史代

不動産英会話の基礎を習得した

い方
初級～中級 2017年6月～2018年5月 30分×8回+２回 WEB講座 オリジナルテキスト1冊 ¥32,400 ● ● ●

⑥ 不動産リアルター英会話WEB講座
シアトル発：米国で実際に使用されている不動産英会話を

習得できるWEB講座
ジェイスン渡部

不動産英会話の基礎を習得した

い方
初級～中級 2017年6月～2018年5月 30分×10回 WEB講座 オリジナルテキスト1冊 ¥32,400 ● ● ●

⑦
プロパティマネジメント塾

「ドラッカーに学ぶ不動産管理」

不動産の価値を高めるプロパティマネジメントの神髄をド

ラッカーのマネジメントを応用しながら解説する特別講座
植野正美

保有・管理する不動産の収益を

改善したい方。ドラッカーを学

んでみたい方

日本語中心
2017年6月～2017年5月（木曜

18時10分～20時10分）
2時間×7回 通学

テキスト本1冊

副読本2冊
¥69,800 ● ー ●

⑧ 不動産アセットマネジメント英語講座
不動産AMに必要な英語知識と専門知識を習得できるプロ

向け講座。業界唯一の人気講座・
角野治美

本格的な不動産英語をマスター

したい方
中級～上級 2017年6月～2018年5月 ２時間×2回 WEB講座 オリジナルテキスト1冊 ¥32,400 ● ー ●

⑨ 不動産英文ライティング講座
不動産業界での英語ライティングを解説。メール、プレゼ

ンテーション等に有用。
柳町啓介 海外投資家対応を業務で行う方 初級～中級 2017年6月～2018年5月 40分×6回 WEB講座 オリジナルテキスト1冊 ¥39,800 ● ー ●

⑩ 司法書士が教える不動産取引英語のポイント
これからの不動産取引において登記の専門用語等も必須知

識である。国際司法書士が分かり易く解説。
堀明子 外国人と不動産取引を行う方 初級～中級 2017年6月～2018年5月 40分×4回 WEB講座 オリジナルテキスト2冊 ¥32,400 ● ● ●

⑪ 不動産中国語塾
不動産業界における中国語会話の基礎と不動産関連用語

300語を効率良く学べる中国語講座
陳氷雅・傅饒

中国人と不動産ビジネスを行い

たい方
初級～中級 2017年6月～2018年5月 40分×10回 WEB講座

オリジナルテキスト1冊副読

本2冊
¥49,800 ● ● ●

⑫ 会議 丸の内不動産会議 各回不動産業界の方に有用な講演＆懇親会を実施 各回講師
最新の不動産トピックスを知り

たい方。人脈を広げたい方
- 2017年6月～2018年5月 2時間×6回 通学 なし・随時資料配布 ¥18,000 ● ● ー

⑬ 共通講座 スタディフォロー講座

第9期受講生を対象とした月1回ペースの学習フォロー

会。各講師が随時参加し学習状況の確認、質問解説、追加

事項解説などをいたします。

各講師随時
WEB講座受講生を対象に今期

受講生全員対象
日本語中心 2017年6月～2018年5月

3時間×12回（第3土曜日

13時～16時）
通学 各講座テキストを使用 ¥30,000 ● ● ー

⑭ 資格試験 不動産英語能力判定テスト受験

不動産英語の「話す」「聴く」「読む」「書く」の4技能

の能力を2時間の試験で判定する国際不動産カレッジオリ

ジナルの資格試験

なし
不動産英語の実力を判定したい

方
中級～上級 2017年69月～2018年5月 2時間 テストセンター なし ¥15,120 ● ● ー

⑮ 不動産ビジネス英会話マンツーマンレッスン
ビジネス英語指導で豊富な実績を持つ講師がマンツーマン

レッスンで個別指導。
アクセント社講師

英会話や英語プレゼンテーショ

ンの上達をしたい方
初級～上級 任意1ヶ月間

カウンセリング30分×1回

＆50分マンツーマンレッ

スン×4回

恵比寿教室 なし ー

⑯
同時通訳者が教えるビジネス英語リスニング講

座

同時通訳者レベルの講師が教える英語リスニングを飛躍さ

せるグループレッスン講座。TOEICの得点アップにも効果

的。

アンクレア講師
英語のリスニング強化を通じて

会話力を身に着けたい方
初級～上級

2017年6月～2018年5月の任意

の期間

2時間グループレッスン×

8回

麻布十番（初級）

九段下（中級）大

井町（上級）より

講座時に配布 ー

⑰ 提携会議 ULIカンファレンス

国内不動産業界を代表するグローバルカンファレンス。年

間2回開催に参加が可能。英語力を確認できる場ともなり

ます。

登壇講師各位
最新の不動産トピックスを知り

たい方。人脈を広げたい方
同時通訳あり 2017年11月・2018年5月

各回13時～20時（懇親会

含む）
日本橋他 会議現地配布 ¥70,000 ● ● ー

合計 ¥765,720

⑱ 米国不動産投資マスター講座

（ベーシック・基礎編）　米国不動産投資に必要な基礎的知識

を包括的に習得し、自身でも一定の投資判断を行う事が可能な

レベルとなる。修了試験合格者には「米国不動産投資マスター

資格」を付与。

木村真治他
海外不動産投資をしたい方、関

心のある方
日本語 2017年9月以降

１日

9時30分～17時30分
都内会議室 テキスト1冊 ¥30,000 10％割引 5％割引 ー

⑲ 米国不動産投資コンサルタント資格

（アドヴァンス・プロ編）　米国不動産投資のスペシャリスト

として、国際不動産取引に必要な税務・法律知識等を総合的に

習得し投資家へのコンサルティングが可能なレベルとなる。

修了試験合格者には「米国不動産投資コンサルタント資格を付

与。

菊池邦夫他
海外不動産投資の販売に関わる

方
中級以上 2017年10月以降

２日間

9時30分～17時30分
都内会議室 テキスト1冊 ¥100,000 10％割引 5％割引

⑳ 国際会議 AREAAグローバルカンファレンスツアー

全米アジア不動産協会が秋に行うグローバルカンファレン

ス。世界的な人脈構築として特にアジア人、米国人のネッ

トワーク構築

登壇講師各位
最新の不動産トピックスを知り

たい方。人脈を広げたい方
- 2017年9月28日~29日 全2日間 サンディエゴ 会場現地配布 未定 ５％割引 ３％割引

㉑ 全米リアルター協会国際カンファレンスツアー

毎回2万人以上が参加する。世界最大の不動産カンファレ

ンス。最新の不動産市場動向、テクノロジー等を知る、世

界各国の不動産業者とのネットワーク構築に最適。英語力

向上にも有益。

登壇講師各位
最新の不動産トピックスを知り

たい方。人脈を広げたい方
- 2017年11月3日～6日 全4日間 シカゴ 会場現地配布 未定 ５％割引 ３％割引 ー

㉒
不動産

資格
宅建合格塾WEB講座

宅建指導での人気講師2名による選りすぐりの宅建講座。

合計100時間のDVD講座
佐伯竜・家坂圭一

効率よく短期間で宅建に合格し

たい方
- 2017年5月～2018年5月 DVD100時間

DVD講座+

Youtube動画
100時間DVD ¥98,000 ¥59,800 ¥59,800

合計金額

より20％

OFF

プロ

フェッ

ショナル

● ●

資格取得

セット受

講

￥115,000

¥35,000

オプショナル講座

単位＝円（税込）

英語教育

（⑮又は

⑯選択

制）

合計金額

より10％

OFF

合計金額

より15

％OFF

第9期不動産英語塾　カリキュラム＆受講料表　（受講期間2017年6月～2018年5月）

グローバル

ベーシック受講

グローバ

ル

スタン

ダード

不動産ビ

ジネス英

会話

¥398,000

パスポート受講

¥327,850


