
試験地

受験料 15,000円（税込） 

受験資格

試験内容

受験申込受付期間 2022年9月30日（金）10:00 ～ 2023年1月11日（水）17：00 

記述式試験（コンプライアンス、売買契約、重要事項説明） 

現在、宅建業に従事している方の内、以下の要件のいずれかを満たしている方で、
試験当日、有効な宅地建物取引士証を提示できること。 
①宅地建物取引士証取得後、5年以上の実務経験を有していること。※ 
②実務経験は5年未満だが、当センターが実施する「不動産流通実務検定”スコア”」で600点以上を得点していること。
　　　　　

合格発表 2023年2月24日（金）10:00

公益財団法人 不動産流通推進センター（旧 不動産流通近代化センター）
認定試験、講座、学習方法に関する電話相談受付中！ TEL 03-5843-2078　〔受付時間〕11:00～15:00、土日祝、第1・3・5金曜を除く

※担当が不在の場合は折り返しご連絡させていただきます。 e-mail  meister@retpc.jp
公益財団法人

（旧 不動産流通近代化センター）
不動産流通推進センター

https://www.retpc.jp/meister/ 宅建マイスター 検索

効果的な学習方法をご紹介します

基礎講座 動画配信型

※フォローアップカレッジA会員の受験要件については、宅建マイスター認定試験ホームページでご確認いただけます。

国土交通省推奨

試験日 2023年1月25日（水）13:00～15:00

●東京会場　TKP市ヶ谷カンファレンスセンター（東京都新宿区市谷八幡町8番地）
●大阪会場　全日大阪会館（大阪府大阪市中央区谷町1-3-26）

宅建マイスター認定試験第7回

〈過去問題〉
こちらからご覧いただけます。

宅建マイスターは

取引件数の増加
収益拡大を
目指します

試 験
対 策

WEB利用の
講座を活用し
学習効果を実感

過去問題での学習

「第6回（2021年度）宅建マイスター
認定試験」合格者アンケート結果 
（合格者51名中32名が回答）

動画配信12本（各45分～90分）動画配信12本（各45分～90分）

集中講座
「事例エクササイズ」
（会場型）

テキスト等を購入して
独学での勉強

その他

集中講座
「事例エクササイズ」
（オンライン型）
21.9%

15.6%

3.1%

%が71.9

6.3%

不動産取引の流れを「取引の構成要素」として論理的に捉え、個々に内在するリスク要因を法的視点、調査
ポイント、現場実務の視点で解明していきます。
「取引」、「当事者（ヒト）」、「目的物（モノ）」について、宅建マイスターが論理的思考に基づいた取引を遂行す
るために必要となる、知識や情報のガイダンスを中心とした内容です。宅建マイスターの思考回路に必要な
基本的知識と顧客へのスタンスを学んでいきます。

動画で
学習！

STEP

マイスターになるための基本的思考法

■受講料：13,000円（税込） ※テキスト付：「宅建マイスターテキスト ～不動産プロフェッショナル必携～」
■申込受付期間：2022年9月15日（木）～2023年1月11日（水）12：00まで
■動画配信期間：2022年10月3日（月）～2023年1月24日（火）23：59まで

■受講料：7,000円（税込） ※テキスト付：「宅建マイスターテキスト ～不動産プロフェッショナル必携～」
会場型 ＋ 会場収録動画を後日配信
■申込受付期間：2022年9月15日（木）～2022年12月1日（木）12:00まで ※大阪会場は12月8日（木）12:00まで
■受講日：（東京会場）2022年12月 6日（火）13:00～17:00
　　　　 （大阪会場）2022年12月13日（火）13:00～17:00
会場収録動画を後日配信のみ ※会場収録動画は、12/6(火)東京会場の講義を撮影したものになります。
■申込受付期間：2022年9月15日（木）～2023年1月11日（水）12:00
■動画配信期間：2022年12月15日（木）～2023年1月24日（火）

価格2,500円
（税込）※送料別

ご購入は
こちらから令和3年

9月発行

知識をインプット！

宅建マイスターテキスト ～不動産プロフェッショナル必携～

●会場型+会場収録動画を後日配信
●会場収録動画を後日配信のみ

実際に遭遇するであろう現場の与件（テキストに収録されていない新たな設定事例）を用いて、取引に潜む
内在リスクを生の解説で掘り起こしていく講座です。
実際に設定事例を受講者自身で考え、講師が解説を加えながら、取引の中に潜む真のリスクとその解決方
法を提示し、現場での実践対応力を磨いていきます。
宅建マイスターとしての対応力を磨いていくワークショップ＆実践型の講座内容です。

●当センターの電話相談延べ59,000件の中から、プロフェッショナルな宅建士向けの高度な調査能力を必要とする
相談事例に着目して構成した実務解説書。
●取引（調査）を構成する要素を「ヒト（当事者）」、「モノ（目的物）」、「取引」に分類し、実践的な事例を用いて、安心
安全な取引を成立させるための調査・対応方法を「フェーズ（リスクの予見、調査、対応法）」に分けて詳細に解説。
●マイスター認定試験受験のための道標となるだけではなく、日ごろの業務の実務においても役立つ内容を掲載。

会場
＋

後日配信

テキスト
で学習！

事例エクササイズ

宅建マイスターの思考回路をつくる

知識をアウトプット！

動画配信2本（各60分～90分）動画配信2本（各60分～90分）

実際の取引事例を題材に、物件を見る視点、内在リスクを予見する思考、調査の方法、顧客への説明まで、
内在リスクを予見するための論理的思考力を磨いていきます。繰り返し、集中して勉強することで“宅建マイ
スターの思考回路”を養うことができる、効率的な講座です。

STEP

ケーススタディから深掘りする

知識をアウトプット！2

1

2022年度講座名は以下の通り変更
※1 基礎講座（動画配信型）
※2 実践講座
　　（会場収録動画を後日配信のみ）
※3 実践講座
　　（会場型+会場収録動画を後日配信）

50.0%

集中講座
（WEB視聴型）

※1※1

※2※2

※3※3

実践講座

宅建マイスター 

宅建マイスター 
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宅建マイスター認定者は、
専用サイトで豊富なメニューを利用し、
継続して能力のブラッシュアップを

図ることができます！

顧客利益の最大化

INTERV IEW

インタビュー
全文はこちら

宅建マイスターで、
提案型の営業スタイルに
株式会社ウィンズワン　平野 真奈美 氏

最大のメリットは
全国の実力者の仲間になれること
有限会社サンコーポレーション　泉川 雅利 氏

あいつはなぜか
よく知っていると評判に
永幸不動産株式会社　森下 智樹 氏

宅建マイスターの「論理的思考」は
女性にこそおすすめ！
有限会社美輝　楠本 充美 氏

気づかず
土地を
引渡した

・契約後に、隣地で以前、殺人事件があったことが判明した

・買主が再建築に着工したところ、
 水道管の口径不足が問題となった

・個人売主が所有不動産を分割売却したところ、
 宅建業法違反を指摘された

・S字道路に注意しなかったところ、
 道路は旧河川であり、軟弱地盤であった

・ブロック塀の飾りブロックに鉄筋がなく、
 補強工事の必要性が判明した

・遠隔地の別荘の契約を終えたところ、
 建物が火災で消失していた

●物件調査能力の向上
●目的物に付着する権利関係の整理
●災害リスクの予見
●取引リスクの把握と対応力の
　ブラッシュアップ
●法人対応
●特約等の必要性の予見と作成能力
●高齢者対応
●価格提案力の向上　等

・前面道路の一部が4m未満であった

・擁壁の検査済証の取得を見逃していた

・建物の大きなクラックを見逃していた

事前に工場の
閉鎖謄本で
見つけていた

初任者レベル

資格取得へ
の

近道！

■精度の高い取引を実現する講習内容
■事例による試験問題と出題内容の解説　等
■精度の高い取引を実現する講習内容
■事例による試験問題と出題内容の解説　等

野村不動産ソリューションズ株式会社
　流通事業本部 業務部（契約書チェック部門）
　流通事業本部 能力開発部（研修企画部門）
　営業部門・所長、チームリーダークラス が受講

株式会社不動産流通システム
  営業担当全員 が受講

三菱UJF信託銀行株式会社
  不動産仲介事業に携わる部署 が受講

三菱UFJ不動産販売株式会社
  不動産部門 営業店 現場管理職
　　　　　　　　　　　　　　  が受講

（2021年度受講実績企業）

株式会社アービック建設
日本住宅流通株式会社
丸紅都市開発株式会社
三井住友トラスト不動産株式会社

三井不動産リアルティ株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社ワールドアイシティ

（五十音順）

多 く の 企 業 が 当 講 座 を 活 用 さ れ て い ま す 。

宅建マイスター講座

「宅建マイスター」は、「宅建マイスター」は、 を目指します。

詳細は
ウラ表紙

リピーターの増加

富裕層顧客の取り込
み

口コミ効果による集
客力のアップ ブランドイメージの

向上

紹介客の拡大

顧客の信頼を得る取引を実現する

宅建マイスター習得レベルマトリクス

広範な
実務知識の深堀り

●財務知識
●建築知識
●傾聴力・協調性・共感性・信頼性
●DX・IT
●インバウンド・アウトバウンド対応
●経済動向の把握　等

幅広い知見と見識

「精度の高い取引」で
「顧客の信頼」を得る
「精度の高い取引」で
「顧客の信頼」を得る

●コンプライアンス・イベントへの
　参加
●倫理規程の遵守　等

通常の調査では見落としがちなリスク。
ここに気づくスキルとセンスを
宅建マイスターは徹底的に磨き上げます。

コンプライアンス
意識の醸成

「宅建マイスター」の能力

宅建マイスターインタビュー

取引件数増加・収益拡大

引き渡し後

土壌汚染が
発覚

トラブルの
未然防止
トラブルの
未然防止

トラブル解決に要する
「後ろ向きの業務」を減らし、
「前向きな営業時間」を確保

トラブル解決に要する
「後ろ向きの業務」を減らし、
「前向きな営業時間」を確保

リスクを予見リスクを予見

隠
れ
た
リ
ス
ク

顕
在
し
て
い
る
リ
ス
ク

低

調査難易度 高 宅建マイスターは
ここのリスクまで発見

・引渡し後に土壌汚染が発覚、
 以前に工場だった閉鎖謄本を見落としていた

・引き渡し後に、高齢者の息子から契約の無効を言われた

・地下車庫の上に再建築しようとしたら、
 建物を立てることができなかった

・会社社長と取引したところ、株主の弟から株式総会を経て
 いないと指摘された

宅建
マイスター


