
登 録 講 習  
実施機関(1)第030号 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-11-15 ＳＶＡＸ ＴＴビル 
ＴＥＬ:０３(６４０３)７８１０  ＦＡＸ:０３(６４０３)７８２５ 

▶Webからのお申し込み (早くて簡単！) 

  https://www.jutaku-s.com/touroku/ 

▶郵送でのお申し込み (電話/FAXで申込書請求が出来ます ※この請求で申込完了ではありません) 

●電話でのお取り寄せ・その他お問い合わせ                                    TEL 03-6403-7810 

●FAXでのお取り寄せ(下記項目にご記入の上、そのままこの用紙をお送り下さい)       FAX 03-6403-7825 

住宅新報 登録講習 検 索 

・住 所(申込書送付先)  〒(    -     ) 

都・道 
府・県 

市・区 
町・村 

(自 宅 ・ 勤務先) 

（フリガナ）   

・氏 名 

■ 2020年 登録講習の申込書一式を請求します  部数      部    ※申込書に従業者証コピーと受講料振込控えを貼付し別途ご郵送が必要です 

・会 社 名 

15% 23% 
本試験の 
合格率 
  UP！ 

非免除者 登録講習修了者 

仙 台 

さいたま･東 京 
町田・立川・横浜 

広 島 

福 岡 

名 古 屋 
大 阪 

札 幌 豊富な会場と日程で 

ご都合に合わせて 

受講することが出来ます 

経験豊富な講師陣の生講義はわかりやすさが断然違います！ 

¥11,000(税込) 

定価 ¥ 16,800のところ  特別割引！ 

※過去の講義風景です 

で合格率がグーンとアップ！ 
登録講習修了者は宅建本試験で3年間、5問免除となり合格に有利です。 

2019年度の試験では非免除者の方の合格率が 約15% で 

あったのに対し、登録講習修了者の合格率は 約23% と 

約8%の差がついています。 

  ご連絡先電話番号 ☎      （     ） 

全国住宅産業 
協会会員 

※ 申込フォームの協会名欄に「全住協」、 

 コード記入欄に「2073」 と入力してください 

◆ 一般社団法人 全国住宅産業協会 会員の皆様へ ◆ 

宅建試験受験者のための 



修了書発送

１日目 ２日目 予定日

北海道 札幌 ⑥ 6/24(水) 6/25(木) 北海道建設会館（札幌） 7/3（金） 4月16日（木） 消印有効

宮城 仙台 ⑤ 6/16（火） 6/17（水） 東京エレクトロンホール宮城（勾当台公園） 6/25（木） 4月9日(木) 消印有効

東京 ①  5/23(土) 5/24(日) 交通ビル（新橋） 6/3（水） 3月11日(水) 消印有効

東京 ②   6/2(火) 6/3(水) 全水道会館（水道橋） 6/12（金） 3月19日(木) 消印有効

東京 ③  6/6(土) 6/7(日) 全水道会館（水道橋） 6/16（火） 3月25日(水) 消印有効

東京  6/9(火) 6/10(水) 全水道会館（水道橋）

町田  6/9(火) 6/10(水) ぽっぽ町田（町田）

東京  6/13(土) 6/14(日) 全水道会館（水道橋） 6/25（木）

東京 6/17(水) 6/24(水) 全水道会館（水道橋） 7/2（木）

東京  6/20(土) 6/21(日) 全水道会館（水道橋） 6/30（火）

立川 ⑥ 6/23(火) 6/24(水) 立川ホール（立川） 7/3（金） 4月16日（木） 消印有効

東京 ⑦  7/4(土) 7/5(日) 全水道会館（水道橋） 7/9（木） 4月21日(火) 消印有効

東京  7/7(火) 7/8(水) 全労連会館（御茶ノ水）

横浜  7/7(火) 7/8(水) 神奈川中小企業センター（関内）

東京 ⑨ 7/11(土) 7/12（日） 全労連会館（御茶ノ水） 7/16（木） 4月28日（火）消印有効

東京 ⑩ 7/14(火) 7/15(水) 林野会館（茗荷谷） 7/20(月） 5月8日（金）消印有効

東京 ⑪  7/18(土) 7/19(日) 全国家電会館（湯島/御徒町） 7/21(火) 5月11日(月)消印有効 

全国家電会館（湯島/御徒町）

損保会館（御茶ノ水）

さいたま 埼玉県宅建会館（浦和）

東京 ⑬  7/25(土) 7/26(日) 日本教育会館（神保町） 5月19日(火) 書類必着

名古屋 ⑧  7/7(火) 7/8(水) ウインクあいち（名駅） 7/14（火） 4月24日(金) 消印有効

名古屋 ⑪  7/18(土) 7/19(日) IMY 千種（千種/車道） 7/21(火) 5月11日(月)消印有効 

大阪 ②   6/2(火) 6/3(水) エルおおさか(天満橋) 6/12（金） 3月19日(木) 消印有効

大阪 ④  6/13(土) 6/14(日) 新梅田研修センター（福島・大阪） 6/25（木） 4月2日(木) 消印有効

大阪 ⑧  7/7(火) 7/8(水) エルおおさか(天満橋) 7/14（火） 4月24日(金) 消印有効

大阪 ⑨ 7/11(土) 7/12（日） 大阪社会福祉指導センター（谷町六丁目） 7/16（木） 4月28日(火) 消印有効

大阪 ⑩ 7/14(火) 7/15(水) 大阪私学会館（大阪城北詰） 7/20(月） 5月8日（金）消印有効

大阪 ⑪  7/18(土) 7/19(日) PLP会館（扇町） 7/21(火) 5月11日(月)消印有効 

広島 広島 ⑤ 6/16（火） 6/17（水） ＲＣＣ文化センター（広島） 6/25（木） 4月9日(木) 消印有効

福岡 ④  6/9(火) 6/10(水) 福岡県教育会館（箱崎宮前） 6/19（金） 4月2日(木) 消印有効

福岡 ⑦  7/4(土) 7/5(日) 天神クリスタルビル（天神） 7/9（木） 4月21日(火) 消印有効

福岡 ⑩ 7/14(火) 7/15(水) 電気ビル(渡辺通) 7/20(月） 5月8日（金）消印有効

●宅建試験本試験の申込期間は例年7月1日～31日です。

●スクーリング受講後、当講習を修了された方には修了証書を発行します。

　宅建本試験申込書類送付の際に修了証書を添付することによって、５問免除の特典が受けられます。

●７月のスクーリングは例年混み合います。また、各都道府県では宅建試験のお申込順に受験希望会場を

　決定するケースが多いようですので、お早めに受講されることをお勧めします。

●6月16日（火）以降開催のスクーリングを受講し修了された場合、『宅建試験の願書提出』について、

　インターネットでの手続きができません。　郵送にて各都道府県の受付窓口にお送りいただくことになります。

⑧ 7/14（火）

住宅新報　2020年度登録講習

開催地 日程
開催日程

会場名 申込締切日

【スクーリング日程・会場】 

愛知

大阪

福岡

4月24日(金) 消印有効

東京
⑫  7/21(火) 7/22(水)

7/27(月)
5月14日（木） 消印有効

東京
埼玉

神奈川

④
6/19（金）

4月2日(木) 消印有効

⑤ 4月9日(木) 消印有効
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