


メリット 通いやすい多彩な開講曜日、時間設定、会場！

不動産業界団体による、不動産業者のための宅建士講座

カリキュラム
基本から問題演習の「総合講座」、ポイント講座、模擬試験の「直前講座」まで、合格に必要なカリキュラムを段階的にご用意いたしました。

試験までの流れ
5月から基本講座➡問題演習、9月下旬以降の直前期には、直前ポイント講座と、模擬試験を行います。
宅建士本試験の10月15日までの期間をフルサポート、合格へ向けての学習プランを確立し、“受ければ合

う か

格る！”
宅建士講座を実践します。

総合講座を受講され、みごと平成29
年度宅建士試験に合格された方に
は、東京都不動産協同組合より、合格
祝（1万円相当）を進呈いたします。

コース 5月 6月 7月 8月 9月 10月

総合講座
（基本講義＋問題演習）

パーフェクト宅建士コース

うか る ぞ 宅 建 士 コ ー ス

基本講義 パーフェクト宅建士短期コース

問題演習
パーフェクト宅建士コース

うか る ぞ 宅 建 士 コ ー ス

直前ポイント講座
直 前 模 擬 試 験

3日間集中！ 宅建士氷見塾

15
日
　本
試
験

ニーズに合わせた3パターンコース
合格に必要な知識を一流の講師が解りやすく解説

※短期コースは、基本講義のみとなります。

直前期に1日で重要ポイントを総まとめ！

●実力チェック　●弱点克服　●試験会場の雰囲気に慣れる。

講義だけでは知識は身につかない。
問題を解くことで知識の定着を図る。
たくさんの問題に慣れてこそ合格が見えてくる。

□基本講義

昼間 パーフェクト宅建士コース

夜間うかるぞ宅建士コース

短期集中 パーフェクト宅建士短期コース

直前ポイント講座

総
合
講
座

直
前
講
座（　
　

）
合　格

直前模擬試験（解説講義付）

□問題演習講座

試験：10月15日
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会場はいずれも駅のそば！
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まずはここから　宅建士試験のあらまし

宅建士とは

　宅建士試験（宅地建物取引士資格試験）は、毎
年20万人の方が受験する、宅建士（宅地建物取
引士）になるための人気の資格試験です。宅建士
になると、以下のような場面で、効果を発揮
します。

宅建業者には、免許と宅建士が必要 宅建士資格は一生有効

設置義務あり―資格手当が付く場合も

　宅建士試験を経て学習し、身に付いた知識は、
不動産関係・金融関係等の業務に非常に役立ちま
す。宅建業者になるには、宅建業の免許が必要で
すが、免許を申請するには、事務所に専任の宅建
士を置かなければなりません。宅建士資格を持っ
た人を雇用して宅建業を興す方法もありますが、
自らが宅建士の資格を有していれば、他人を雇わ
なくても宅建業を開業する道が拓けます。

　以上、宅建士資格取得のメリットはいくつもあり
ますが、さらにこの資格は一生有効です。難関の
試験に合格したという自信と、万一の際に役立て
られる資格を有しているという自信は何物にも代
え難いといえます。ぜひ、実績のある当宅建士講
座を受講して、価値ある宅建士資格を取得して下
さい。

　メリット1のように、宅建業者は、その事務所ご
とに、従業者の方の５人に１人以上の割合で、専任
の宅建士を設置しなければなりません。宅建士資

格の価値が高いのは、この点にあります。
そのために、宅建士に資格手当を支給し
ている企業も多くあります。

　学習方法としては、従来どおり「基本テキストと過
去問題集の繰り返し学習」という手法をとっていくこ
とに変わりはありません。
　資格試験の問題の急激な難化は、ともすれば受
験者離れを引き起こす要因となり、宅建士の資格
の性質上、その意にそぐわない結果となりますので
考えにくいのですが、実務に関連した実践的な問
題や宅建業法と法令上の制限にまたがった問題、
民法科目における判例問題に代表される理解度を
問う問題が採用され続ける可能性は高く、また、出
題され4肢すべての正誤を的確に判断することが
求められる個数問題・組合せ問題など、近年の出

題傾向への対応が必要です。
　この東京都不動産協同組合主催の宅建士講
座では、学習の基礎か
ら本試験への実戦まで
経験に富んだ講師陣が
皆さまを宅建士試験合
格へと導きます。どうぞ
安心して学習を開始し
てください。

宅建士試験の傾向と対策について

©川田あきひこ

講座テキスト　うかるぞ宅建士
キャラクター「うかるゾウ侍」



・この、宅建士資格を取得するには、宅地建物取引士資格試験を
　受験し、合格することがまずは必要です。
・宅建士として活躍するためには、宅地建物取引業法に定められ
　たステップを踏む必要があります。

① 宅建士試験に合格する。
② 合格した試験を行なった都道府県知事の登録を受ける
　 （登録に際して、2年以上の実務経験が必要になります）。
③ 宅建士証の交付を受ける。

・上記のステップをクリアして、宅建士の誕生となります。
・一番の難関は、①の「宅建士試験に合格する」ですが、過去の
　試験傾向を研究し、充実のカリキュラムで宅建士試験専門の
　講師が講義を行う通学講座「協同組合宅建士講座」に通って
　学習し、過去問（過去の本試験において実際に出題された問
　題）を十分にこなしていけば合格が見えてきます。

　宅地建物取引士資格試験は、年齢、性別、学歴等に関係なく、
誰でも受験することができます。

　宅建士試験は、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有し、
その知識が次の内容のおおむね全般に及んでいるかどうかを判
定することを基準に置くものとします。（全部で７分野）

① 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構
　 造及び種類に関すること。
② 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する
　 法令に関すること。
③ 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
④ 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
⑤ 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
⑥ 宅地及び建物の価格の評定に関すること。
⑦ 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。

※この講座では受験対策上、上記項目の①、④、⑤、⑥をまとめて
　「その他の分野」と呼んでいます。
・試験日は、毎年1回で、今年は10月15日㈰の予定です。合格
　発表は、原則として12月の第一水曜日又は11月の最終水曜
　日です。合格者には、一般財団法人　不動産適正取引推進機構
　から合格証書が郵送されます。

合格するために　宅地建物取引士試験受験ガイダンス

・試験では、4肢択一式50問を2時間で解答いたします。平均す
　ると1問につき、2分半に満たない時間で解答していかなけれ
　ばなりません。過去問を繰り返し学習し、問題・解答に慣れ、
　解答時間を短縮することが必要なわけはここにあります。
・試験の科目のなかで、50問の実に8割の出題になる科目があ
　ります。これが「主要3分野」といわれるものです。

① 権利関係（出題数：14問）
② 法令上の制限（出題数：８問）
③ 宅地建物取引業法（出題数：20問）

・基本講義では、上記の大事な3分野について、重要なポイント
　を講義していきます。重要なポイントとは、「過去問において繰
　り返し出題されている事項」「法律の基本事項」というもので
　す。この2点を無視して学習をすることは、かえって合格への
　回り道となってしまいます。
・「主要3分野」を制したうえで、「その他の分野」といわれる科
　目（税法、土地建物の知識など）に進むルートが合格圏内への
　効率のよい進み方になります。
・その合格圏とは何点でしょうか。2016年度の試験では、50
　問中35問以上が合格基準（合格率は、15.4％）でした。年に
　よって差はありますが、50問中７割程度の得点（35点〜36
　点）をめざすとよいでしょう。

　「登録講習」とは、一般に「5点免除講習」といわれるもので、宅
建業法に基づき、国土交通大臣の登録を受けた登録講習実施機
関が行う講習です。宅地建物取引業に従事する者に対し、その業
務の適正化及び資質の向上を図るために必要な基礎的知識の習
得を目的に行われます。登録講習修了者については、登録講習修
了試験に合格した日から3年以内に行われる宅建士試験の試験
科目のうち一部（例年5問程度）が免除されます。

【ご注意！】
「登録講習」は、当宅建士講座とは異なります。登録講習
受講を希望をされる方は、当講座協力会社　㈱住宅新報社
が実施しておりますので、別途お申し込みください（電話
03–6403–7810　登録講習の受講料の
割引適用がございます）。

宅建士へのステップ

受験資格

試験の内容・出題範囲

宅建士試験の形式、内容とは

「登録講習」（試験の一部免除講習）について

主
要
３
分
野

合格基準は7割。主要3科目で8割！



会場案内　いずれも駅のそば！　通学に便利な場所にあります。

頼れる講師陣　〜合格に向けて強力にサポート〜

パーフェクト宅建士コース

うかるぞ宅建士コース

■うかるぞ宅建士　火曜 夜
池袋 ［東京セミナー学院］

至新宿 至上野
池袋駅

東武百貨店

みずほ銀行

丸井

西口

東口

マクドナルドマクドナルド

三井住友銀行

劇場通り

C2出口交番交番

東京三協
信用金庫
東京三協
信用金庫

エチカ池袋のあ
る地下通路の
C2出口をご利
用いただけます
と出口より徒歩
1分でお越しい
ただけます。

ビック
カメラ
ビック
カメラ

■パーフェクト宅建士　水曜 昼
■パーフェクト宅建士短期

■パーフェクト宅建士　土曜 昼
水道橋［全水道会館］

■うかるぞ宅建士　木曜 夜
八重洲［東京八重洲ホール］

新宿 ［家庭クラブ会館］

〒151‐0053 渋谷区代々木3‐20‐6
◆JR新宿駅南口下車 徒歩7分
◆都営地下鉄新宿線・大江戸線新宿駅
　徒歩4分

バス
ロータリー

新 宿 駅
至池袋高島屋●

マクドナルド●

★ジャパンレンタカー先
　約10ｍを左に曲がる

●ジャパン
　レンタカー
●
交
番

●文化服装学院

ルミネ
●

〶

家庭クラブ会館

太平ビル●
サービス

南
口

甲
州
街
道

●京王デパート

〒171‐0021 豊島区西池袋5‐4‐6
◆JR池袋駅 徒歩4分
◆地下鉄池袋駅 徒歩2分

〒113‐0033 文京区本郷1‐4‐1
◆JR水道橋駅 徒歩2分
◆地下鉄水道橋駅 A1番出口 徒歩1分

〒103‐0027 中央区日本橋3‐4‐13 新第一ビル
◆東京駅八重洲中央口より徒歩3分
 

東京セミナー学院

全水道会館全水道会館

※近隣に似た名称の会場（東京建物八重洲
　ホール）があります。ご注意ください。

　　　 　　

大　丸
至有楽町 至神田

ヤンマービル●
八
重
洲
通
り

●明治屋

東京メトロ 京橋駅 中央通り 東京メトロ 日本橋駅

●丸善

●高島屋ブリジストン●
美術館

●東京建物ビル

八重洲通交番

東 京 駅

● ●

東京八重洲ホール
（1F セブン・イレブン）
東京八重洲ホール
（1F セブン・イレブン）

東京法科学院専門学校、東京商科専門学校での受験指導にはじまり、新潟会計ビジネス専門学校、亜
細亜大学生涯学習推進室での宅建士試験指導、中央大学生協主催の宅建試験講座を担当。住宅新
報社、クレアールアカデミー、不動産会社等での宅建・マンション管理士受験指導等の多数の受験指
導歴を持つ。

上智大学法学部卒。週刊住宅新聞社資格試験指導センター専任講師、東京アカデミー講師等を歴
任。嶋崎行政書士事務所を開業。長年にわたって宅建・行政書士・公務員試験の受験指導に携わり、受
講生の方の人気も高い。

中央大学法学部法律学科卒業。宅建試験・行政書士試験合格後、宅建試験受験講座・行政書士受験講
座の講師を努めるとともに、長年にわたって公務員受験講座の講師を務めている。
パワフルかつ分析力に優れた講義が持ち味。

氷見　敏明（ひみ　としあき） 先生

嶋崎　英昭（しまざき　ひであき） 先生

白井　崇史（しらい　たかし） 先生

※「3日間集中！ 宅建士氷見塾」の会場は、未定です。決まり次第お知らせ致します。



火曜夜
間コース〈池袋会場〉
■定員：30名

木曜夜
間コース〈八重洲会場〉

■定員：30名

講師：嶋崎　英昭・白井　崇史
講　義　内　容

1 ５月  ９日㈫ ５月11日㈭ 権利関係①
2 ５月16日㈫ ５月18日㈭ 権利関係②
3 ５月23日㈫ ５月25日㈭ 権利関係③
4 ５月30日㈫ 6月  1日㈭ 権利関係④

宅建業法①5 6月  6日㈫ 6月  8日㈭
宅建業法②6 6月13日㈫ 6月15日㈭
宅建業法③7 6月20日㈫ 6月22日㈭
宅建業法④8 6月27日㈫ 6月29日㈭
法令上の制限①9 7月  4日㈫ 7月  6日㈭

10 7月11日㈫ 7月13日㈭ 法令上の制限②
11 7月18日㈫ 7月20日㈭ 法令上の制限③
12 7月25日㈫ 7月27日㈭ 法令上の制限④・税金その他
1 8月  1日㈫ 8月  3日㈭ 権利関係①
2 8月15日㈫ 8月17日㈭ 権利関係②
3 8月22日㈫ 8月24日㈭ 権利関係③
4 8月29日㈫ 8月31日㈭ 宅建業法①

宅建業法②5 9月  5日㈫ 9月  7日㈭
宅建業法③6 9月12日㈫ 9月14日㈭
法令上の制限①7 9月19日㈫ 9月21日㈭
法令上の制限②8 9月26日㈫ 9月28日㈭

うかるぞ宅建士コース（夜間１８：４５～２１：００）
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火曜夜
間コース〈池袋会場〉
■定員：30名

火曜夜
間コース〈八重洲会場〉

■定員：30名

講師：島崎　英昭・白井　崇史

1 ５月10日㈬ ５月13日㈯ 権利関係①
2 ５月17日㈬ ５月20日㈯ 権利関係②
3 ５月24日㈬ ５月27日㈯ 権利関係③
4 ５月31日㈬ 6月  3日㈯ 権利関係④

宅建業法①5 6月  7日㈬ 6月10日㈯
宅建業法②6 6月14日㈬ 6月17日㈯
宅建業法③7 6月21日㈬ 6月24日㈯
宅建業法④8 6月28日㈬ 7月  1日㈯
法令上の制限①9 7月  5日㈬ 7月  8日㈯

10 7月12日㈬ 7月15日㈯ 法令上の制限②
11 7月19日㈬ 7月22日㈯ 法令上の制限③
12 7月26日㈬ 7月29日㈯ 法令上の制限④・税金その他
1 8月  2日㈬ 8月  5日㈯ 権利関係①
2 8月  9日㈬ 8月19日㈯ 権利関係②
3 8月23日㈬ 8月26日㈯ 権利関係③
4 8月30日㈬ 9月  2日㈯ 宅建業法①

宅建業法②5 9月  6日㈬ 9月  9日㈯
法令上の制限①6 9月13日㈬ 9月16日㈯
法令上の制限②7 9月20日㈬ 9月23日㈯

うかるぞ宅建士コース（夜間１８：４５～２１：００）
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水曜コース〈水道橋会場〉
■定員：40名

土曜コース〈新宿会場〉
■定員：30名

講師：氷見　敏明
講　義　内　容

パーフェクト宅建士コース（昼間１0：00～16：００）

総合講座



権利関係①7月  5日㈬1
権利関係②7月12日㈬2
権利関係③7月19日㈬3
権利関係④7月26日㈬4
宅建業法①8月  2日㈬5
宅建業法②8月  9日㈬6

うかるぞ宅建士コース（夜間１８：４５～２１：００）
水曜コース〈水道橋会場〉 ■定員：40名　講師：氷見　敏明 

講　義　内　容日　　程

パーフェクト宅建士　短期コース（夜間１8：30～21：００）

宅建業法③8月23日㈬7
宅建業法④8月30日㈬8
法令上の制限①9月  6日㈬9
法令上の制限②9月13日㈬10
法令上の制限③・税金その他9月20日㈬11

講　義　内　容日　　程

９月２４日㈰
日　程 会　場 定　員

池　袋会場 定員60名

９月２７日㈬ 八重洲会場 定員60名

９月２７日㈬ 水道橋会場 定員60名

９月30日㈯ 新　宿会場 定員30名

10月1日㈰
日　程 会　場 定　員

池　袋会場 定員60名

10月4日㈬ 八重洲会場 定員60名

10月4日㈬ 水道橋会場 定員50名

10月7日㈯

日程等詳細は、決まり次第お知らせ致します。

新　宿会場 定員30名

10月  8日㈰
日　程 会　場 定　員

池　袋会場 定員60名

10月  9日㈪ 未　　　定 未　　　定

10月11日㈬ 八重洲会場 定員60名

10月11日㈬ 水道橋会場 定員50名

1回目 2回目

直前模擬試験（各会場共通13：00～17：00）

3日間集中！ 宅建士氷見塾

直前ポイント講座
（昼間10：00～17：00）

基本講義のみ

直前講座　　※募集は8月の予定です。

パーフェクト宅建士コース
パーフェクト宅建士　短期コース

使用テキスト・問題集
（テキスト類の代金は受講料に含まれています）

うかるぞ宅建士コース
使用テキスト・問題集

（テキスト類の代金は受講料に含まれています）

■問題演習
●楽学宅建一問一答

■問題演習
●林先生と高世えり子の
　一問一答宅建士（仮）
デザインが異なる場合があります。

■基本講義
●パーフェクト宅建　基本書
●パーフェクト宅建　過去問10年間

■基本講義
●うかるぞ宅建士　基本テキスト
●うかるぞ宅建士　これっきり過去問



※申込書にご記入の際は、正確にボールペン等でハッキリとご記入ください。 ※代引き払いでは組合の領収証は発行いたしません。

※組合員・協会員及び従業者の方は、会社名・免許番号をご記入ください。

氏　名

フリガナ

会社名免許
番号

都
大臣　（　　）　　　　　　号

教　材
送付先

〒 ※ビル名、マンション名、部屋番号等までご記入ください。

□ ご自宅
□ 勤務先
□ その他

教　材
送付先
の　別

連絡先
電　話
番　号

現住所
都　道
府　県

都・道
府・県 個人宛・会社宛領収証

領収証の宛名

どちらかに○をつけてください。□ 要　□ 不要

キリトリ線

東京都不動産協同組合
〒102‒0071　東京都千代田区富士見2‒2‒5　飯田橋メインビル6F

※受講にあたっての講座内容その他のお問い合わせ・ご相談は、
　㈱週刊住宅新聞社　☎03‒5363‒5840　㈱住宅新報社　☎03‒6403‒7810
　にもお気軽にお問合わせください。

☎03‒3262‒9360

受講料は所定の方法（銀行振込）によりご入金ください。受講申込書は必要事項を
ご記入のうえ、（銀行振込の場合はお振込みいただいた際の控えのコピーと一緒
に）郵便又はFAXで協同組合までお送りください。また、宅配便代引き払いによる
クレジットカード決済も、ご利用いただけます。
※各会場定員制です。定員になり次第、締め切ります。また、受講申込みの受付けは「申込書発送」と「受講料の
　ご入金」確認後、順次確定させていただきます。

【個人情報の取り扱いについて】
1.当組合が受講生より提供を受けた個人情報（氏名、住所、電話番号等、個人を特定することので
　きる情報のことを言います）は、お申し込みになった講習の管理の他、当組合及び企画協力会社
　が行う資格試験情報やサービスの提供のご案内等の目的に使用いたします。
2.お預かりした個人情報は、前項の目的外の使用はいたしません。またご本人の同意を得ずに第三
　者に提供することはありません（但し、法令により開示する場合を除きます）。
3.その他、当組合の個人情報の取り扱いに関するご意見・ご質問は下記までお問い合せください。
東京都不動産協同組合　〒102‒0071　千代田区富士見2‒2‒5
TEL.03（3262）9360（平日9：00～17：00）　FAX.03（3262）9385

当講座受講生の方には、当講座の協力会社である住宅新報社主催の登録講習等を割引

価格にてご案内させていただきます。詳細は住宅新報社（☎03‒6403‒7810）まで

お申込み方法

お問い合わせは

当講座受講特典

お申込みは

●受講料納入の確認後、受講券及びテキストを送付いたします。
●銀行振込の際の振込手数料はご負担ください。

FAX 03‒3262‒9385

東京都不動産協同組合　御中
2017年　［宅建士講座］申込書

宅建士講座の受講申込みをいたします。

　　年　　月　　日

※組合員・協会員及び従業者は、必ず会社名・免許番号をご記入ください。

※ご利用可能なカードの確認に関しましては、宅配便会社（佐川急便）のホームページ等でご確認ください。

『銀行振込』の口座
みずほ銀行九段支店　普通口座2163220　「東京都不動産協同組合」

『代引払いクレジットカード決済』の場合
テキスト配送時に宅配便ドライバーが決済いたします。

http://www.kyodokumiai.org/

※代引き払いの場合は領収証は発行いたしません。（宅配便会社の領収証となります）

合計額

円

■受講コース・受講料（該当欄に○印をつけてください）テキスト・教材・消費税含む

平成27、28年（　　　　　　）会場で受講

※再受講の方は必ず下記にもご記入ください。

（再受講とは、過去2年間に当協同組合主催の「基本講義」を受講された方をいいます。）

●再受講の方

■受講料の納入方法

※一旦納入された受講料は、講習会に不参加の場合でもご返金いたしませんのでご了承ください。

※ご利用は、受講料合計額3万円以上に限ります。　　　　　　銀行　　　　支店より

1  銀行振込　     　月     　 日付 2     代引き払い（現金）

3     代引き払い（クレジットカード）

組合・協会員

135,000円

135,000円

150,000円

150,000円

115,000円

115,000円

130,000円

130,000円

パーフェクト宅建士コース（10：00～16：00）
総合講座 ［基本講義１２回＋問題演習７回（５月～９月）］

コース
新　　規 再　受　講

組合・協会員 一　般 一　般

80,000円 90,000円 65,000円 80,000円

80,000円 90,000円 65,000円 80,000円

50,000円 60,000円 35,000円 50,000円

うかるぞ宅建士コース（18：45～21：00）
総合講座 ［基本講義１２回＋問題演習８回（５月～９月）］

うかるぞ宅建士短期コース（18：30～21：00）
基本講義１1回（7月～９月） *問題演習はありません

コース
新　規 再　受　講

組合・協会員 一　般 組合・協会員 一　般

コース
新　規 再　受　講

組合・協会員 一　般 組合・協会員 一　般

水道橋（水曜）

池　袋（火曜）

新　宿（水曜）

新　宿（土曜）

八重洲（木曜）

３月末迄に総合講座をお申込みいただいた方に
下記の２点をプレゼントいたします！
宅建士革命
　１巻約１００分×３巻＝計３００分約５時間で
　宅建の基礎が学べるDVDです。　

早 期 申 込 特 典

＋

宅建士試験受験者の短期合格を、ウ
ラからオモテからサポート！ 誌上講義
は、どのテキストにも対応した、普遍的
かつ重要なポイントのみを解説。

楽学宅建士シリーズの要点整理
集。ポイント、アドバイス、ゴロ合わせ
など、役立つ項目がもりだくさん！持
ち運びに便利なコンパクトサイズ。

宅建士試験
ウラ技オモテ技

楽学宅建士
要点整理  

OR

2色刷
2色刷

赤シート付

学宅建士シ ズ

赤

＋＋＋＋建士試験 楽学宅建士

○『うかるぞ宅建士コース』
　　　　　　　   お申込の方

○『パーフェクト宅建士コース』
　　　　　　　　 お申込の方

週刊住宅新聞社 編 住宅新報社 編

（写真は2016年版です）


