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1年間365日を最大限活用し
不動産業界でグローバル人材へ

シフトするための
最短プログラムを提供！

グローバル人材

Speaking＆

Listening

Writing＆

Reading

国内外主要

グローバル

イベント参加

国際不動産

研究会＆

人脈構築

CIPS＆米国

不動産投資コンサ

ルタント資格

Presentation

国際不動産４資格講座を含む12ヶ月プログラム

10月～１月 2月～5月 6月～9月

不動産英語基礎＆
基礎英会話

不動産英語応用＆
カンファレンス参加での実践

倫理綱領＆CIPS資格取得
＆プレゼンテーション演習



受講対象の方

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

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。
◆本科生受講しましたが、ＰＭ塾1講座だけでも売り上げを大きく伸ばす事ができ元が取れました！
英語塾の各講座は実務にも本当に役立ちました。
◆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！

365日24時間受講可能ラーニングシステム

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

◆1年間365日を通じて学習が可能なラーニングシステムを導入

◆年間を通じてフルタイム勤務でも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+毎月開催フォローアップ講座システム

◆11コース合計100時間超の充実講座

◆講師への質問は随時可能



圧倒的なグローバルコネクション
国内唯一のグローバル不動産スクール



充実のフォロー体制と出会い＆ビジネスチャンス



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48ヶ国約3,900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登録に必要な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リアルター
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・マーク北林氏

Globalize your Business with CIPS

米国不動産スペシャリスト講座

「第６期ＣＩＰＳ資格講座」

土曜日

2020
全5日

9：30～17：30
各7時間

講義日時（予定） 内 容

第1回 6/13 Global Real Estate Local Market
ローカル市場での国際取引

第2回 6/27 The Business of U.S. Real Estate  
米国市場での海外顧客への接し方とそのルール

第3回 7/4 The American & International Real Estate
南北アメリカ大陸各国の不動産取引

第4回 7/11 Asia/Pacific & International Real Estate
アジア太平洋地区各国の不動産取引

第5回 7/18 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

2020年

6月
開講

本講座全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 年会費$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
必須な知識。
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）

100年超の歴史！NAR倫理綱領から
学ぶ米国不動産業のビジネスモデル

「米国倫理綱領ビジネス
モデル講座」

随時開催

全２
コマ

3時間

講義日時 内容

2020年
2月1日
2020年
6月12日
開催予定

本講座では90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



【講座概要】

１安全な実物資産投資に米国を選択する理由

・なぜ不動産投資を考えるべきか？（株や債券に加えて）

・米国不動産とそれ以外の海外不動産を比較検討する

2.優良不動産を米国人と同じ市場価格にて投資するために

・MLSという仕組み （CIPA textから頻用部分が多い）

・不動産エージェントの役割（CIPS text から引用部分が多い）

・取引のプロセスと実際 （菊池の体験などをベースに）

・不動産の評価額と適正な価格での取引（評価額の算定方法と市場価格取引の重要性）

・Truliaなどの使い方

3.米国住宅市況の考察

◦いつが買い時なのか？◦米国の抱える問題 ◦不動産投資のリスク

•空室リスク •災害リスク •売却リスク •為替リスク •法律や税制のリスク

4.不動産投資プログラムを検討・評価する

5.小口化による米国不動産の投資手法

6.カリフォルニア州サンディエゴの事例紹介

7.米国不動産取引で知っておくべきこと

◦失敗する不動産投資について

•失敗しない投資 -アメリカ人と同じレベルの投資をする（市場価格）

•安全な投資 -資産価値上昇を期待できる物件

【【講師経歴】
菊池邦夫氏
株式会社せかい
ホールディングス

代表取締役
【略歴】1984年一橋大学商

学部経営学科卒。同年、
株式会社リクルート入社。
株式会社リクルートコスモ
ス、Recruit Cosmos USA, 
Inc. VP/CFO。2000年、アメ

リカン・エキスプレス・イン
ターナショナル, Inc.  へ移
籍。2007年、同社副社長。
30年に渡る事業開発、新

規事業立ち上げ及び事業
経営の実戦経験をもとに、
国際不動産・金融ビジネス
（B2B)または富裕層向け

の様々な事業経営を推進
している。

米国不動産スペシャリスト養成講座

【講座受講概要】

講義形式80分×全5回

WEB動画講座80分×全5回

講座概要

全
5回



【講座概要】

50代以降に米国留学を思い立ち、4年半の年月を経て、大学卒業と米国

セールスパーソン資格取得、現地エージェントのサポートを経験。稀有な実

地経験を活かした講義を展開します。米国不動産用語の基礎等を習得可

能です。

【講座詳細】

＜主なトピックス＞アメリカ留学のための準備、 準備期間の英語勉強方法、

Collegeの選択、CollegeでReal Estateを学び卒業、入学までのスケジュール、

アメリカでの苦悩、Real Estateの科目、Real Estate以外の履修科目、日本

の大学との比較、評価の仕方、OPT(Optional Practical Training)での働き方、

Real Estate Sales Person License の学習方法、試験問題解説等

【【講師経歴】
渡辺雅樹氏

【略歴】1985年3月法政大学
社会学部卒業後、1985年4

月より三井ホーム㈱にて
主に注文住宅営業に従事。
2007年4月より2オフィス

データサービス㈱にて、仲
介営業職を経験後、2009
年7月にゆかりホームズ㈱

を設立、戸建て住宅企画
営業を開始。2015年5月に
渡米、El Camino College 
で Real Estate を学ぶ。
2018年2月より米国カル
フォルニアPerson Realty 
Co LTD にてサポート業務
に従事。
2019年3月～2019年8月
New York にて学ぶ。

北海道旭川市出身、独身、
趣味は山登り

米国不動産スペシャリスト養成講座

【講座受講概要】

講義形式80分×6回

WEB動画講座80分×6回

フォローアップ会でミニ講義

講座概要

全
6回



更なるグローバル化とインバウンド増加に伴い、不動産英語の必要性は更に高まっています。
業界屈指の講師を含む、達人講師陣がタッグを組んで真のグローバル人材を育成するスペシャル講
座の第2期となります。

不動産英語コース

単なるツールではなく、異文化背景を理解した上での真のコミュニケーションを行える
人材育成を目的としたイングリッシュカレッジの第1期メンバーを募集。
受講生はあらゆる角度から国際的に通用するビジネス英語を徹底マスターして
いただきます。 毎月開催の通学講座（イングリッシュラウンジを含む。欠席時は動画学
習）
とラーニングシステムを利用した講師、受講生同士のコミュニケーションも充実。
レベル：中級程度の英語力を要します。
講師： 白川弘美 角野治美 東海林舞 陳氷雅 Ben Sheardown Paul Ｍalone
期間： 2019年9月～2020年9月 通学＆動画

「グローバルイングリッシュカレッジ
不動産英語＆中国語塾」

平日

毎月開催

18：45～20：45
各2時間

講義日時
（予定）

内 容

2月21日 第4回 不動産専門英語講座 講師：竹井史代（予定）

3月26日 第5回 不動産専門英語講座 講師：未定

4月16日以降月
1回

第6回 不動産専門英語講座 講師：未定

1月28日以降月
２回予定

ビジネス英語強化「世界に通用する英語講座」 東海林舞氏他

3月に卒業プレゼンテーション発表回を開催予定

第12期

メンバー
募集！

講師陣

グローバル不動産のスペシャリストを目指す

【専任ネイティブ講師】

【専門科目講師】

【ビジネス英語講師】



プレミアムコース以上は毎回参加可能

主催

会場

受講料

参加申込
desk@grec.jp
03-6869-8788

19時～ 月2～3回程度開催

国際不動産カレッジ
麻布十番校会議室

（東京都港区1-5-10アトラスビル4階又は1階）

・主任講師著書「英語の発音・話し方技術２２」
（各自準備）
・各回講師が提示予定

テキスト

日程

内容
インバウンド不動産投資や賃貸等の不動産用語を
盛り込んだ英会話レッスン講座

日程別途通知

第12期
特別企画

楽しく学んで仲間もできる！♪

mailto:desk@grec.jp


【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

【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

【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。ビデオ映像にはシアトルの映像も盛り込まれており、楽しく学習を継続できます。

【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】
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

不動産ビジネス英会話コース

【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



【Lecturer】 竹中 正大

大手生保、外資系銀行、大手通信会社、国際会計事
務所並びにコンサルティング会社勤務に通じ、幅広い
ビジネス経験を有する。2010年より不動産基礎英語
講座を担当。米国不動産セールスパーソン資格の講
師としては現在国内唯一の講師として活動。

米国公認会計士（ワシントン州）・公認内部監査人
（CIA）

不動産英語スタンダードコース

「不動産英語基礎講座」
講師：竹中 正大

米国の宅建といえる「不動産セールスパーソン資格」を取得できるレベルの米国
不動産英語知識を習得。米国カルフォルニア州不動産セールスパーソン資格の
内容を基にしますが、広く不動産英語の基礎的知識が習得可能。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 講 師 ： 竹中 正大

全
10回

WEB動画講座

50分×10回

講義内容 シラバス

第1回 米国不動産英語の基礎 米国不動産法の基礎

第2回 代理法 ライセンス法 契約法

第3回 土地表記 売買契約

第4回 不動産譲渡証書 賃貸とプロパティマネジメント

第5回・第6回 売主側と購入者側の仲介契約 その他不動産契約

第7回・第8回 エスクローとクロージング 土地利用規制 住宅ローン等

第9回・第10回 不動産に係る税金 不動産数学 鑑定 等

【講座受講概要】

WEB動画講座50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



不動産英語スタンダードコース

「不動産投資英語講座」
講師：渡邉 康嗣

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 ： 中級～上級程度の読解力を要します
講 師 ： 渡邉 康嗣

全
12回

WEB動画講座

60分×12回

講義内容 シラバス

第1回 国際不動産市場の概観 不動産の種類 不動産金融

第2回 キャピタリゼーションセオリー 不動産専門家が用いる投資利回り測定法 質の高
い投資モデル構築

第3回 物件選択のシナリオと取得過程のなすべきステップ
何故不動産プロジェクトは失敗するのか

第4回 ドナルドトランプケーススタディⅠ レジデンシャル案件投資
ドナルドトランプケーススタディⅡ 保有戦略と出口戦略

第5回 米国不動産鑑定手法 米国不動産リスク分析とその管理手法

第6回 ケーススタディ演習

動画共有方式によ
る全10回同時配信

【テキスト】

オリジナルテキスト1
冊付

【Lecturer】 渡邉 康嗣

1976年同志社大学商学部卒業。1989年NeｗYork
University Real estate Institute 卒業。グローバルな証
券、金融、不動産市場を熟知する数少ない
Investmentbanker。英語、西語を駆使し、日興証券、ス
イス銀行、ソシエテジェネラル,Rolay Bank of Scotklandで
プロのInvestmentbanker業として勤務し、国際金融、デ
リバティブ、不動産を中心に投資実績を上げる。ロイズ
銀行東京支店執行委員会メンバー兼コンプライアンス
部長を最後に定年退職後、2012年よりリニューアブル
ジャパン社に参加。法務及び内部統制を担当。



【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】英文ライティング講座

【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

講座概要

全
6回



プロフェッショナルコース

近年大幅増加している外国人による日本の不動産購入に際しての英語対応表

現のポイントを国際司法書士として数々の売買案件に関わってきた講師が解説。

ここでしか学べない貴重な内容となります。

【講座詳細】

第1回 外国人にどのように対応するか？

第2回 外国人が戸惑う不動産の権利の種類

第3回 日米英にみる不動産仲介制度の相違

第4回 不動産に関わる税金

第5回 外国人とのロールプレイ

【【講師経歴】
堀 明子氏
【略歴】

堀 明子司法書士事務
所代表

１９９８年日本興業銀行
入行。２００７年司法書
士登録。２００８年司法
書士として独立 ２０１０
年から２０１４年までイ
ギリス・ロンドンで
Migrants Resource 
Centre Legal Team 

勤務 ２０１４年の帰国
後からは外国人向け不
動産取引サポート業務
を行う。著書「Q&A 取

締役会非設置会社の
実務と書式」 共著
「ケース別不動産取引
登記の実務」（信託部
分） 簿記２級 秘書検
定１級（文部科学大臣
賞受賞） 日本司法書
士会連合会国際交流
室所属。気鋭のグロー
バル司法書士。

【講座受講概要】

WEB動画講座30分×5回

フォローアップ会でミニ講義

【テキスト】 1冊付

講座概要

全
5回



国際会議開催・NAR・AREAA カンファレンス参加（米国）

倍速視聴機能等の効率的なシステムを使用したオンラインラーニングシステムを採用。

1年間を通じて365日動画やテキスト等のスムーズな視聴、学習進捗の確認が可能。また過去開催

イベントの動画もアーカイブスとして視聴が可能。参加できなかった会議、研究会も学習可能。

国際不動産カレッジラーニングシステム

グローバル不動産会議団体参加

国際不動産研究会・丸ノ内不動産会議

年間数回開催予定
の不動産業界特化
の情報発信型交流
会。旬な情報を得ら
れる講演会と広く業
界の方が集う場とし
て多くのビジネスマン
が参加。



AI搭載不動産英会話アプリ

①米国住宅不動産スペシャリスト資格講座

②米国不動産投資マスター資格講座

③米国不動産投資コンサルタント資格講座

英不動産翻訳業務ツール

国際不動産投資資格講座

2019年8月よりサービス開始。
不動産用語、文章翻訳、英語、
中国語図面作成、契約書、重
要事項作成が短時間でできる業
界特化型業務ツール。

①住宅不動産流通の最高峰、米国不動産エージェント上位
3％が学ぶ資格講座。不動産営業スキル向上に最適。

②米国不動産に投資をする際の基礎知識を習得する資格講
座。
1日の講義＆修了試験合格により取得可能。

③プロフェッショナルとして米国不動産投資のコンサルティングを
行うための資格講座となります。2日間に渡り米国不動産につ
いて学習の上、両日の試験に合格にて資格取得が可能。

AI Real Estate English

不動産賃貸英会話をはじめとした
多彩なビジネス英語コースが満載の
アプリが365日利用可能。
あなた専属の英会話アシスタントとして、
旅行や仕事、面接試験のロールプレイングの
相手になります。アプリが相手だから、
予約はいっさい必要なし。



【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4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12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

国際不動産カレッジと改称し、英語学習だけでなく、広く国際不動産に関わる知識習得を目的に、

更に充実した講座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。

国際不動産カレッジ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しますが、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。

JARECO国際不動産カレッジ 株式会社リアルエステート・エージェント・ジャパン 代表 杉浦 隼城

運営

講義会場ご案内

◆大手町校

【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

【住 所】 東京都港区麻布十番1-5-10
アトラスビル1階セミナールーム

【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

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

◆麻布十番校


