
令和４年度  

管理業務主任者登録実務講習 講義の感想 

 

弊社では登録実務講習を受講された皆様から毎回講習終了後に心温まるご感想を寄せて頂

いておりますので公開いたします。ご感想を寄せて頂きました受講生の皆様、誠にありが

とうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



［１］東京①コース(令和４年２月１日～２日)を受講の皆様より 

２０代男性   

２日間の講習ありがとうございました。本講習では実務に即した内容を御教授いただき、

管理会社での実務経験がない私にとって非常に有意義なものとなりました。とりわけ、瀬

古様からは理事の視点とフロントの視点両方から検討できる講義をしてくださり、とても

興味の惹くものでした。管業・マン管のテキストには絶対に載っていないような事柄を知

る良い機会でした。また、自ら理事をされていたということと、それに対して積極的に参

加されていたんだな、ということが直ぐにわかるような講義でした。また、橋本様は長き

に渡り管理会社にお勤めされていたとのことで、プロの視点から実務事例を交えて法務に

ついてを御教授下さり、実務についてイメージのしやすいものとなりました。今後も区分

所有建物は切っても切り離せない関係になるとも思いますので、今回の実務講習をきっか

けに理事をはじめ、様々な事柄にチャレンジしてみたいと思いました。改めましてありが

とうございました。 

 

３０代男性   

二日間の講習ありがとうございました。株式会社〇〇の〇〇です。二日間の講習では管理

会社の立場からの話でなく、理事会目線での話が多くマンションに住んだことのない自分

にとっては新しい発見が多い講習となりました。 

 

５０代男性   

長年デザイン業界で働いてきましたが、管理業務主任者試験に合格したのをきっかけに新

たな業界に足を踏み入れる決心をしました。もちろん、マンション管理業の経験等まった

くなく、プライシングジャパン様の登録実務講習のお世話になることに。きっかけは、同

社の宅建士・登録実務講習への参加ですが、そのときの経験で、単なる講師と受講生とい

う枠組を超え、進路等についても懇切丁寧に導いていただいたことがあり、今回も迷わず

申し込みました。講習内容は、管理組合の理事を経験されたことのある瀬古様の“理事視

点”での「マンションの資産価値を高める取り組み事例」と、管理会社で実務をされてい

た橋本様の“管理会社視点”での「マンション管理業の実際等」で各科目が構成され、飽

きることなく長丁場の時間割も気になりませんでした。おすすめです。 

 

３０代男性   

お世話になっております。先日は実務講習につきましてありがとうございました。 

大変貴重なヒントをいただきまして管理業務に活かしていきたいと思います。 

 

 

 



４０代男性   

先日 ２月１日、２日に講習を受講させて頂きました。ありがとうございます。試験発表

前から自己採点して合格を予測しておりましたのでインターネットサイトで登録実務講習

を検索していたところ料金もひと際安く、すぐにこちらに決めました。電話させて頂いた

のですがとても対応が良かったです。そこがまずうれしい！。一コマの講習の時間が６０

分と集中できる時間でした。講義の内容も前半と後半の講師が違い飽きさせない内容で聞

き入る事が出来ました。今後、自分自身、管理業務主任者として活躍の場として講師陣の

方の①話方 ②声の大きさ ③話すスピードなどもとても参考になりました。人前で話す

といった事や、プレゼンの時など参考にしたいです。授業一コマの内の前半は、先生の住

んでいるマンション等の例を実際に例を出されていて 『管理組合側』からの意見をご参

考にとても分かりやすく理解出来ました。後半は、実務に役だつような『会社側』の沢山

の例、テキストを参考に出されていて今後に役に立つ内容でした。私は、今回初めて管理

業務主任者の試験を初受験したのですが、お話やテキストでは実例を出されていてなるほ

ど・・とそういうシステムなのかと理解を深める事が出来ました。特に前述でも述べまし

たが あなたが管理組合ならどうしますか？会社側ならこのように対応すると良い等お役

に立つと思う事が多かったです。 

 

２０代男性  

２月１.２日の登録実務講習を受講させていただきました〇〇と申します。今年から管理業

界に従事する身として、とても実務のイメージが湧く講習でした。また管理組合側と管理

会社側の二視点からの説明や、問題解決へのヒントもいただき、とても勉強になりました。

二日間にわたり有意義な時間を過ごせました事、心より感謝申し上げます。  

 

５０代男性  

お世話になっております。先日２/１～２日 管理業務主任者登録実務講習誠にありがとう

ございました。 

講習の感想： 

・非常に勉強になり、面白く、驚きました。 

・特に瀬古先生と橋本先生の実務に関したお話です。 

・５０を過ぎて畑違いの管理会社へ入社、フロントになり７か月程、会社の研修や実務で

経験数が増していますが、まだまだ理事会等で突っ込みまくられ！今回の講習では実際

の実態などがすんなりと入ってきたと感じ非常に満足しております。 

・今後は、居住者は毎日 24時間色々な場面に遭遇していると思いますので、なるべく多く

の情報を入手できるようにしていきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたしま

す。 

 



４０代男性  

お世話になっております。２/１，２/２水道橋で行われました、管理業務主任者登録実務

講習を受講した〇〇と申します。２日間１５時間の貴重な講習をありがとうございました。

受講前は淡々とテキストを読み進めるだけの講習だと思っておりました。私自身フロント

歴１年半程経ちましたが分からない事が多く、この場合はどうしたら良いのか？という場

面が多々あったのですが、まさに疑問を感じていた部分を具体例を交え対応法を聞け実に

身になった講習でした。また理事会の提案も中々提案が通らず迷う日々が続いておりまし

たが理事目線でのフロントマンのあるべき姿を聞かせて頂き即実践しております。次回の

講習も御社で受講しようと考えております。 

 

５０代男性   

お世話になります。今月 1日・2日に管理業務主任者登録実務講習を受講した〇〇と申しま

す。 

（講義の感想） 

２日間を通して、講義を飽きずに聴くことができよかったと思う。講義が単なる資格取得

のためにとどまらず、できる限り現場で役立つよう具体的な講義内容となっていることに

感銘を受けた。改善点があるとすれば、受講者側のアウトプット（何等かの発言をさせる

など）の機会があるとなおよいと感じられた。 

 

４０代男性   

私はマンション管理業どころか、不動産業全般について未経験の者です。講習は、１日目

９時 0～１９時、２日目９時～１８時と長丁場に思われましたが、講師お二方ともお話が面

白く、楽しく学ぶことができました。講師のお二方は、実務経験が豊富なだけでなく、自

らも区分所有者なので、管理業者と管理組合双方の立場を踏まえたお話が聴けました。特

に実務に関するお話しが多くあり、未経験の私でも非常にわかりやすい内容でした。また、

テキストの中身は、試験の参考書に書かれていることだけではなく、実務におけるマニュ

アルのような記述もあり、実務講習に相応しいものだと思います。今後、マンション管理

会社への就職を目指しておりますが、この講習で得た知識を役立てたいと思います。 

誠に、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 



３０代女性   

お世話になります。先日は管理業務主任者の登録講習にてありがとうございます。講習の

感想ですが、一言面白かったです。私は宅建も持っているのですが他社でうけた宅建登録

講習はテキストを読むだけ、判例を紹介するだけで退屈でした。御社の講習は実際の事例

や成功例、注意点など生の声でより現場に近くてイメージしやすかったです。変な受け取

り方かもしれませんが、我々フロントに対しての応援メッセージのような講習でした。あ

りがとうございます。宅建の講習も今後は御社で受けたいと思いました。 

これからもよろしくお願いします。 

 

５０代女性  

お世話になっております。２月１日・２日登録実務講習を受講させていただいた〇〇です。

管理組合理事長の立場と建物管理会社担当フロントの立場からの講義を受けることできて、

大変面白かったです。それぞれの角度からマンションの管理に対しての専門知識、経験を

たくさんをお勉強できて、事務的に役を立つし、関係者と接触する時にも今までより相手

のことわかるようにして、仕事をスムーズに進むことをできました。本当にありがとうご

ざいます。 

 

５０代男性  

お世話になります。２月１,２日の講習に参加させて頂きました〇〇と申します。２日間講

習をして頂き本当にありがとうございました。私にとりましては、「本当に身になる講習」

だったと言うのが素直な感想です。今まで、様々な講習を受けて参りましたがどれも参考

書を読めば十分という内容の講習が多かったような気がします。今までは単なるノウ・ハ

ウ（Know・How)を教えてもらう研修でした。（いわば知識習得の講習）しかし、今回は実務

経験豊富なお二人からの講習で単なるノウハウのみの研修ではなく、知識をどう実践する

かのドー・ハウ（Do・How）の講習だと感じました。明日から、すぐ役立つ内容でした。本

当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



［２］大阪コース(令和４年２月５日～６日)を受講の皆様より 

４０代男性  

お世話になっております、本日までの登録実務講習を受講させていただいた〇〇です。あ

りがとうございました。今回の講習の感想ですが、講師２人制で、修了試験対策的な話を

してくれる方と、管理実務で役立つノウハウ（裏技）を教えてくれる方とで１時間の中で

も入れ替わるスタイルは飽きが来ず、とてもユニークに感じました。管理実務で役立つノ

ウハウがとても面白く、今後に役立つ、と感じ、とても有意義で御社で受講して良かった

と思いました。また何かの折には、何卒よろしくお願いいたします。 

 

５０代男性  

今回、大阪で行われた管理業務主任者登録実務講習のご講義ありがとうございました。私

は、不動産営業をしており営業に生かせればと思い資格を取得しました。普段、中古マン

ションの取引が多く、２日間の講義は今後の営業に大変プラスになる内容でした。 誠に、

ありがとうございました。 

 

５０代男性  

２日間の研修は非常に有意義な内容で、特に理事サイドでのお話は現在、理事で理事会運

営を行っている自分にはリアルタイムで為になるお話でした。すぐにでも理事会に上程し

て検討したい案件ばかりです。私は現在はマンション管理には全く無縁の仕事をしていま

すが、理事の立場としてこの資格を取りました。（マンション管理士は今回 1 点不足の 37

点で不合格でした）今年はマンション管理士は絶対合格したいと勉強しております。 

 

５０代男性  

お世話になります。２/５,６にエル大阪で管理業務主任者講習を受講させていただいた〇

〇と申します。２日間、大変有意義な時間を過ごさせていただきました。私自身１年半ほ

どフロント業務を経験しており、話の内容が身近で、具体的で、実例をあげての説明は大

変興味深く、今後の参考にさせていただきたいことばかりでした。本当にありがとうござ

いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



５０代男性  

大変お世話になります。昨日、本日と大阪での研修、誠にありがとうございました。 

感想 

・マンションフロントの経験が現時点ありませんが、2年経験した以上の実務が経験できた

感覚で一杯です。 

・これまで蓄積されてきたとっておきのノウハウを 2日間でご伝授いただけるという本当

に価値ある 2日間でした。 

・御社を選択でき本当に良かったです。 

・色々と工夫された、瀬古様、橋本様の 2名態勢の講義も、長時間と感じないほど、受講

者のことを本当に考えてくださって運営されていると思いました。 

・誠にありがとうございました。伝授いただいたノウハウを机上のものとだけするのでは

なく、意識して、実戦していくことをお約束します。 

 

５０代男性  

お世話になっております。昨日は管理業務主任者登録実務講習ありがとうございました。 

２日間の長丁場でしたが、現場でのお話を交えた講習で飽きずに学習することが出来ま

した。また、管理会社、理事の両面の立場の話も聞け大変参考になりました。また、機

会があれば宜しくお願いします。 

 

２０代女性  

土日、管理業務主任者登録実務講習ありがとうございました。瀬古さんのお話、どれも興

味深く今後の参考になりました。御社の講習を受けれて、良かったです！。来年、職場の

人で合格者がいたら、御社の講習受けることを勧めさせていただきます。よろしくお願い

します。 

 

５０代男性  

２/５～６ 大阪での管理業務主任者登録実務講習で大変参考になるお話を頂き有難うござ

いました。私自身、マンションの理事長を務めたことがありますが今後のマンション管理

組合の運営について、いくつも役に立つアドバイスを頂くことができて、二日間充実した 

時間を過ごすことができました。 

 

 

 

 

 



６０代男性  

この度は研修ありがとうございました。実務上の様々な経験を踏まえての実務研修はとて

も興味深かったです。テキストには本試験での知識の確認のような内容も多かったのです

が、そこに実例を入れていただいてお話ししてもらったので、具体的にイメージしやすい

内容でした。コロナでなければグループ討論などを繰り返して、もっと実務に寄った経験

ができるのだろうとコロナのせいで残念でした。業界経験は全くありませんが、管理業務

主任者としての業務内容はイメージできました。結構な長丁場でしたがアッという間に時

間が経ってしまい、何十年かぶりでの２日間の受講ができました。御礼申し上げます。 

 

２０代男性  

先日お世話になりました木村匡です。２日間にわたり、大変ありがとうございました。理

事長としてのご経験や実務に沿った内容の話はわかりやすく未経験の自分にもかなりため

になりました。今後管理会社にご縁がありましたら今回で得た知識などを思い出して活用

していきたいと思います。 

 

３０代男性  

お世話になります、２/５～６の大阪での登録実務講習を受けさせていただきました〇〇で

す。２日間の講習ありがとうございました。理事としてマンションを改革された瀬古様、

管理会社フロントとして優秀な橋本様、両名のマンション管理における両方の目線で講習

を受けられたことが本当に良い経験になりました。不動産業界にいますと講習等で習う事

と現場で大きく乖離している場面が多々あります。その中でマンション理事長目線、フロ

ント目線の生の声が聞けたことはすごく参考になりました。また何かの機会にご縁があり

ましたらよろしくお願いいたします。 

 

５０代男性  

先日は登録実務講習ありがとうございました。当初は２日間にまたがる講習で、時間がタ

イトで心配していましたが、ご講義の工夫がなされ、大変集中して受講することが出来ま

した。特に実務に関する内容は不動産関係会社に全く経験のない私にとっては大変新鮮で、

またデスク上とは違うことを改めて学ばせていただきました。（厳しい点、良い点も含めて）。

私は〇〇会社に勤務し今年定年を迎えます。セカンドキャリアを目的としてこの資格を取

得しました。再就職は厳しいとは思いますが、もし機会があればチャレンジしてみたいと

感じています。最後になりましたが、御社の益々の発展を祈念しています。 

瀬古様 橋本様 ご講義ありがとうございました。 

 

 

 



４０代男性  

お世話になります。先週末（2/5(土)、6(日)）、大阪で講習を受講させていただいた〇〇と

申します。この度は、大変有意義な講義を提供いただき、誠にありがとうございました。 

テキストの内容というよりは、実務にまつわる体験談を、大変興味深く聞かせていただき

ました。私もマンション管理組合の理事長を経験したことがあり、今後また携わる機会が

あるかもしれないので、お聞きした内容を生かして、資産価値の向上が図られるよう努力

したいと思います。さて、講義時にお話のあった資料をいただけると大変ありがたく、よ

ろしくお願い申し上げます。 

 

５０代男性  

大変お世話になっております。昨日、本日と大阪にて講習を受講させていただきました。

有り難うございました。2日間のご講義はとても有意義でした。会社勤めや代表取締役とし

て積まれてきたご見識に加え、マンション理事としてのご経験、ご実績をふまえた瀬古様

のお話と、大手管理会社で管理職をされていたという橋本様の豊富な実務経験を織り交ぜ

ながらのテキストの解説を、1コマの中で交替で展開されていくという飽きさせない工夫に

より、長丁場があっという間に過ぎていきました。異業種に勤めているなかで、セカンド

キャリアを意識して今回資格を取得しましたが、深い知見を披露いただけたと感じており

ます。重ねて御礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



［３］名古屋コース(令和４年２月 19 日～20 日)を受講の皆様より 

４０代男性  

お世話になります。2/19,20名古屋で管理業務主任者登録実務講習を受講した〇〇です。 

この度は、まことにありがとうございました。全くの未経験から資格試験に取り組み、今

回の本講習を受講したので、講習を受けることで素人でも仕事のリアルがイメージしやす

く、本当に勉強になりました。講習の中にあった、「息の長い仕事」という点も、今後の働

き方の選択肢が増えそうで安心しております。また、分譲マンションの所有者でもあるの

で、入居者目線で管理会社の対応を見る目も養えたので、一石二鳥の講習でした。橋下様

にもよろしくお伝えくださいませ。土日にご説明いただいた際の資料、今後のキャリアチ

ェンジを見据え、ぜひ頂戴したく存じます。お手数ですが、よろしくお願いいたします。 

 

５０代女性  

２０２２年２月１９・２０日名古屋会場の登録実務講習を受講いたしました〇〇と申しま

す。登録実務講習は お堅い講義というより大変面白く興味深いお話ばかりで２日間があ

っという間でした。私自身分譲マンションに暮らしておりますが、あらためて管理会社の

方のご苦労、大変さを垣間見ました。また、マンションの管理組合の役員、理事長には膨

大な資産を管理しているという自覚を持ってもらうことが大切なことと感じました。新任

の理事を対象に管理規約などの基本的な講習があったら良いと思います。ありがとうござ

いました。 

 

４０代男性  

お世話になります。齊藤と申します。2月 19日、20日に名古屋にて開催された、管理業務

主任者の登録実務講習に参加させていただいたものです。お二人の講師で、法務的な側面

と実務的な側面をそれぞれご担当されて、1時間の中で入れ替わりながら講義を受けて感じ

たのは、飽きさせないような工夫がされ、講習を受ける側に少しでも多くの情報を伝えよ

うとされている努力を感じました。コロナの影響で、ディスカッション形式の講義が行え

ないのが残念、と度々言われておりましたが、私個人的には受動的な講習のほうが好みで、

多くの有益な情報が得られたと感じております。２日間の講習、大変お世話になりありが

とうございました。今後とも何卒よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 



５０代男性  

２月１９日、２０日の名古屋での管理業務主任者登録実務講習を受講させていただた〇〇

と申します。講習では大変実務的で貴重なお話も多々いただき、誠にありがとうございま

した。私は会社で〇〇関係の業務をしており、最近、マンション投資案件も出てきて、重

要事項説明書、売買契約書のチェック、また管理委託契約書のチェックを行うこともある

ため、管理業務主任者試験を受験しました。とはいっても、マンション管理業務が実際ど

のようなものか、ということは、ほとんどわかっていませんでしたが、瀬古様、橋本様両

講師の話をお伺いし、かなりイメージすることができるようになりました。また、業務を

行っていくうえで、大変困難なことが多々あることもわかりましたが、その対応について

のノウハウが豊富で、すぐにでも役立つ実践的な内容と感じました。また、休み時間には、

瀬古様に現在の私の業務に関する件でご意見をお伺いしましたが、丁寧かつ豊富な経験に

基づく助言もいただきました。２日間、大変勉強になり、プライシングジャパンさまで講

習を受けさせていただいて心からよかったと思っております。誠にありがとうございまし

た。 

 

４０代男性  

管理業務主任者登録実務講習を名古屋で受講した〇〇です。講習ありがとうございました。

講習の感想ですが１時間をお二方で交互に話されることで、２日間と言いう長丁場を飽き

ることなく聞くことができました。また、実例をあげての内容に聞き入り、頭の中でこの

場合はどうなんだろう？とか、その後はどう解決していったんだろうと想像しながら聞く

ことができました。２日間の講習ですが非常に良い内容で、また良い出会いだと思いまし

た。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６０代男性  

管理業務主任者 登録実務講習：名古屋①コース（令和 4年２月 19日～20日）を受講させ

ていただきました〇〇と申します。瀬古先生・橋本先生、コロナ禍での 2 日間にわたる登

録実務講習、本当にありがとうございました。お礼のご返事が遅れてしまいましたこと、

まずはお詫びいたします。瀬古先生の不動産業界でのお話し、並びに、大規模マンション

管理組合の理事時代の資産価値向上の取り組みには本当に感服しました。まさに実体験に

基づくお話しで、その行動力たるや見習うべきものばかりでした。また、入れ代わるよう

に始まる交互セッションでの橋本先生の管理会社（フロントマネジャー）から見た取り組

み（特に、リプレース局面での話）や現場のフロント・マンからは、直ぐには聞き出せな

い本音トーク（業界の実情）？が垣間見える部分もあり、非常にメリハリの利いた講義内

容で、分かり易くアッという間に時間が過ぎてしまった感じでした。受講前は、２年間の

実務経験レベルを、わずか２日間でどのようにしたらクリアできるのか疑心暗鬼でしたが、

当然実務は机上の論理だけで動くものでなく、苦い経験を繰り返す中で培われるものだと

割り切って受講しましたが、こんなにも練り込まれた講義内容で、中身も濃く、長丁場で

多少の疲労感もありましたが、もっと講義時間に余裕があるのなら、さらに突っ込んで質

問したかったというのが、正直な感想です。試験合格者は、３社（団体）が実施する登録

実務講習から各自が主体的に選択することになりますが、過去の受講生の声を参考にしつ

つ、御社を選択したことは、まさに正解でした。コロナ禍で、グループワークを通じて、

同じ志を持った人たちと意見交換・交流が出来ずじまいであったことは、少しばかり残念

でした。私し自身は、通信業界の現役時代から週末の掛け持ちで活動していたマンション

管理組合の団体に現在は身を置いて、定年も無く？会員管理組合の皆様からの相談事業な

どに取り組んでおります。年齢に関係なく、あくまで実践に役立つ資格取得を通じた生涯

学習によって柔らかな頭をキープしたいと考え、不動産３種のうち、昨年合格したマン管・

主任者のＷライセンスの取得に続き、残る宅建士の合格の報告もできれば良いかなと思っ

ております。 

 

４０代男性  

お世話になっております。先日２月１９・２０日の両日、名古屋会場にて管理業務主任者

登録実務講習を受講した〇〇と申します。先日の２日間にわたる講義では、まずテキスト

の分かりやすさが印象に残り、管理業務主任者試験の受験においては、市販のテキストを

利用しましたが、今回この講習で配布されたテキストは、内容も濃く、試験の前にめぐり

会いたかったなあ、とつくづく思いました。また、講師の瀬古先生・橋本先生もそれぞれ

の実務経験を生かした講義をしてくださり、テキストとは違う目線でお話が聞けて、たい

へん有意義でした。２日間の講義、ありがとうございました。 

 

 



４０代男性  

2022年 2月 19日～20日に御社の管理業務主任者登録実務講習を受講させて頂いた〇〇で

す。非常に参考になる講習で管理会社の業務内容がイメージでき感謝しております。就職

支援のお話がありましたが、私自身検討している会社がありましてその会社がどの様な会

社か？と言った相談は受けて頂く事は可能でしょうか？。もちろんご存じない会社かも知

れませんし、ご存じであっても個別案件に関しては答えかねるという事もあろうかと思い

ます。無理であれば無理と仰って下さって結構ですのでお返事頂けると幸いです。私はマ

ンション管理業界未経験ゆえ、業界に精通されておられる先生のご意見が頂く事が出来れ

ばとの思いでメールさせて頂きました。何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

２０代男性 山崎さん 

お世話になっております。2月 19日・20日の管理業務主任者の登録実務講習に参加致しま

した〇〇と申します。お礼のご連絡が遅くなってしまい申し訳ございません。先日は、登

録実務講習で大変貴重なお話をありがとうございます。管理組合の理事長目線と管理会社

で経験された目線、両方のお話を聴けて大変勉強になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



［４］東京②コース(令和４年２月 26 日～27 日)を受講の皆様より 

４０代男性  

お世話になります。本日、登録実務講習を受講しました〇〇と申します。本日は、ありが

とうございました。2日間にわたる長丁場でありましたが、一コマを瀬古様の実事例に基づ

いた管理業者の提案・報告・相談業務の解説と橋本様の実体験を交えた管理業務の解説に

分けて講義頂き飽きる事無く受講できました。ありがとうございました。 

 

５０代男性  

お世話になっております。本日管理業務主任者実務講習を受講しました〇〇と申します。

今回は長時間にわたる講習、ありがとうございました。大変楽しく、参考になりました。 

御社の講習を受けるのを決めたのは、口コミで、御社の講習は、組合と管理業者の両面か

らの目線でレクチャーがあり大変有意義だとのことで、自宅マンションの理事会運営のた

めに大変役立ちそうと思ったからです。講習の感想は、自宅マンションとは当然事情も違

い、直接あてはめられるわけではありませんが、マンションの価値の向上のための大変参

考になるアイデアをいただけました。早速、参考にできる点があればしてみたいと思いま

す。水災の保険について早速確認したいと思います。私のマンションはハザードマップ上

５ｍの浸水というエリアで、水災について昨年４５ｃｍ以上の浸水を保険対象で追加しま

した。しかし、地下に電気室があるので、深さ４５ｃｍ以上の浸水の場合どう地下に浸水

させないかを、止水板を使って対策を行いましたが、実際に止められるか不安を感じてお

りました。地下が保険対象にできるか早速確認したいと思います。 

 

５０代男性  

２月 26、27日に講習に参加した〇〇と申します。登録講習ありがとうございました。私は、

全くマンション等とは関わりのない仕事をしており、マンションの購入を考え始めたとき

に何も知識がなく、不安になり、色々調べたところ、この国家資格を知り、いい機会だと

思い勉強を始めました。しかしながら、試験合格のための知識はついたかもしれませんが、

１区分所有者としていずれ経験するであろう役員となったときにどんなことがあるのだろ

うと考え、実務経験を交えた講義をしていただけるという御社の存在を知り参加致しまし

た。過去の参加者の口コミ通り、結果は大正解でした。長丁場の２日間でしたが、あっと

いう間で、時間が足らないくらいだったと思います。勉強では得られない、事例交えた実

務の話は本当に参考になりました。今後ともよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 



３０代男性  

お世話になっております。2/26，27 の管業登録実務講習を受講しました〇〇と申します。

昨日までの講習では、大変貴重なお話をいただき、ありがとうございました。昨年は、宅

建の登録実務講習を資格予備校で受けましたが、そちらは宅建試験の復習であり、ほとん

ど新しい情報を得ることができませんでしたが、それと比較すると、（本音と建前をまじえ

た）実務寄りの内容であり、長時間の講義でも飽きることなく、勉強になりました。法定

講習ということもあり制約もあるかと思いますが、無駄なくバランスの良い講義内容であ

ると感じました。宅建、賃管のついでに、不動産関連の知識を得るため資格取得しました

が、今回の講習もヒントに、ビジネスチャンスを模索していければと思っております。ま

た、4月に分譲マンションに入居いたしますので、新生活における管理組合、管理会社との

関わりにおいても、参考にさせていただきます。 

 

５０代男性  

2/26～27 の管理業務主任者登録実務講習を受講した〇〇と申します。講習は、大変、勉強

になり、ありがとうございました。とても熱のこもった講義で、長時間の講義にもかかわ

らず、時間を忘れ受講することができました。内容も実務に直結できる内容で、これまで

管業務主任者の業務の具体的なイメージを持てずにいましたが、かなりイメージできるよ

うになりました。私は、分譲マンションに住んでいますが、お話を聞いて、私のマンショ

ンの管理会社が物足りなく思えるほどです。ご紹介いただいた数々のアイデアは、すぐに

でも活用できそうなものばかりで、とても参考になりました。なにより、この講習でマン

ション管理に必要なマインドを理解することができたのが最大の成果だと思っております。

いかにしてマンションの資産価値の維持・向上するためにアイデアを捻出するか、管理組

合の信頼を得るために注意すべきこと、こうしたことは実務に際して、とても重要なこと

だと思っております。私は若年定年（〇歳で定年）の職に就いており、来年 1 月に定年を

迎えまることから、定年後の再就職に役立てばと思い、管理業務主任者の資格を取得しま

した。実際に管理業務主任者として業務に就けるかどうか分かりませんが、教え頂いたこ

とを胸に頑張ってまいります。この度は、大変ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５０代男性  

土日の登録実務講習を受講致しました〇〇です。私は ITの仕事をしておりますが、不動産

への興味と将来への準備として、この 2 年で宅建、賃貸不動産経営管理士、管理業務主任

者の資格取得と登録実務講習を受講しました。また、私もマンション住まいで理事長も経

験し、身近なテーマでもありました。今回の実務講習では、管理会社の立場と管理組合の

立場からお話頂き、マンションの資産価値維持のために何ができるか? 考えさせられまし

た。受講して良かったです。ありがとうございました。 

 

６０代男性  

令和４年２月２６日及び２７日の御社開催の管理業務主任者実務研修に参加いたしました 

〇〇です。小生マンションに住んだことがなく、かつ、マンション管理もしたことがあり

ませんので（賃貸住宅管理の実績はありますが）講師の事例を示された説得力のある講義

に理事会、総会の運営を含めて、マンション管理は大変だと感じました。講義は話し方も

よく、飽きさせない進め方で、退屈で眠くなることもなく大変良かったと感じております。

講義の進め方では、１コマ５５分の間に、「実務の事例」と「法令等の解説」を分けて行う

というスタイルは多数の講義を受けてきましたが、初めてでした。受講者を飽きさせてな

いための工夫かと思います。確かに集中があまり途切れませんでした。ただ、事前に講義

スタイルを説明していただくとよかったです。 

マンション管理に関する所感について 

 マンション管理については、マンション自体の老朽化、住民の高齢化で、管理組合の財

政面と合意形成がますます難しくなると容易に推察できます。これまでは、管理組合が業

者を選定してこれたが、今後は、管理業者が管理組合を選定するとの報道もなされていま

す。さらに、今後建替えが必要なとなったとき、建替え合意は一層困難となり、建て替え

時の容積率の付与、4/5 の特別決議の緩和等法改正が必要になると予測します。その根拠と

なるのが、建築後数年にも関わらず、構造上問題があり販売会社が建替え費用を全て負担

すると提案しても、建替えが円滑に進まなかったことが挙げられます。財政負担なしでも、

合意形成が難しいのに、余命僅かな年金しかない高齢者が高額な財政負担をして、素直に

建替えに合意するとは、考えられません。瀬古講師のような理事長が活躍するマンション

ではマンション自体の価値も下げることなく、組合員の意識も高くなり、維持管理、建替

えも円滑に行えますが、今後 20 年後には、ほとんどのマンションの老朽化が社会問題化す

ると思います。実務講習が無事終了できたことに感謝いたします。今後御社のますますの

発展をご祈念申し上げます。 

 

 

 

 



４０代女性  

お世話になっております。2/26～27 の二日間、管理業務主任者の登録実務講習を受講させ

て頂きました〇〇と申します。二日間、楽しく受講させて頂き、誠にありがとうございま

した。私は現在、別の業種（IT 業界）で働く会社員ですが、近くマンション管理の仕事に

転職を希望しております。昨年の 5 月から管理業務主任者の試験勉強を開始し、初めて聞

く用語に圧倒されながらなんとか合格を掴みましたが、試験勉強では絶対に得られない、

実務としての運用のありかたをご説明して下さったこの二日間の講義は大変分かりやすく、

新鮮で、この業界で働くことにチャレンジしたい気持ちが高まった次第です。また、コロ

ナ禍でありながらも講習会を開催して下さいました事、受講生のへ感染対策にご配慮頂け

ました事、心より感謝申し上げます。今年は宅建と賃貸不動産経営管理士の試験を受験す

るつもりです。合格できましたら、ぜひ御社の宅建登録実務講習を受講させて頂きたいと

考えております。先にも申し上げました通り、マンション管理の仕事へ転職を考えており

ます。転職への準備が整い次第、就職のご相談もさせて頂ければと存じます。厚かましい

お願いで大変恐縮ではございますが、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。寒暖差

激しい時節柄、ご自愛くださいませ。 

 

３０代男性  

先日、管理業務主任者登録実務講習を受けさせて頂きました。ありがとうございました。 

講義において資料を頂けるということでしたのでよろしくお願いします。2日間に渡る長丁

場の講習でしたが、興味深い話がたくさん聞けて良かったです。単にテキストを読み上げ

るだけの講習ではなく、理事長としての立場、そして、マンション管理会社の立場を経験

された講師陣の生の声という貴重なお話でした。その話を聞くことで、マンション管理の

仕事がどういうものなのかということがより分かりやすくなりました。これから、人口減

少によりマンションの棟数も減っていくことが想定されますが、そのような状況の中でど

のような提案をしていけばいいのかということを考えさせられる講習でもありました。ま

た、機会がありましたらよろしくお願い致します。 

 

５０代男性  

２月２６，２７日に管理業務主任者登録講習を受講した〇〇と申します。具体的な事例を

軸にされた内容は飽きることなく最後まで集中して受講することできたことは感謝申し上

げます。私は現在、他業種で就労しておりますが、不動産業界の一端を知ることができ、

大変有意義なものとなりました。 

 

 

 

 



４０代男性  

この度は大変お世話になりました。2月 26、27日で実務講習を受講した〇〇です。お二人

の講師の内容が素人レベルの私へも分かりやすく丁寧にご説明してくださりありがとうご

ざいました。正直、目から鱗といいますか、自社の対応に不足している部分が多々あり、

大変勉強になりました。もう一度、受講したい気分です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



［５］東京③コース(令和４年３月８日～９日)を受講の皆様より 

６０代男性  

昨日は本当にありがとうございました。私は現在大手管理会社の受託契約をしている企業

で清掃の責任者をしています。管理会社、管理組合の意向を素早くキャッチしてコミュニ

ケーションを取りながらエッセンシャルワークをこなしています。講習の中身がまさに毎

日起きていることであり、私は〇区のタワーマンションでの仕事なのでエレベーターボタ

ンの消毒、駐車場の私物置き、ゴミの出し方などすべて先回りして対処しています。レセ

プションがあり警備会社とも連係しながらトレーニングルーム、ゲストルームなどの清掃

の指示をしています。次の日曜日は避難訓練で安否確認アンケートなどをやる予定ですが、

清掃員にもできる範囲で参加させたいと思います。まさに生きた講習で有意義でした。 

 

２０代男性  

お世話になっております。先日は、登録実務講習ありがとうございました。内容として、

テキストをただ読み進めるのではなく、理事会や総会においての実体験を交えてお話され

ることで他の管理会社はそういう取り組みを行っているのかと視野が広がり非常に勉強に

なりました。また、クレーム客に対しては嫌だけど定期的に会うように努めることで関係

性を良くしていったという話は非常に勉強になり実践しようと思えました。この度はあり

がとうございました。 

 

４０代女性  

先週 8日、9日に行われた「管理業務主任者 登録実務講習」に参加致しました〇〇と申し

ます。講習会では実務上必要な知識（管理組合側、管理会社側）をご指導頂きありがとう

ございました。 

 

６０代男性  

お世話になります。３月８日～９日には管理業務主任者の実務登録講習を受講させていた

だき、ありがとうございました。その後テキストを再読しましたので、頭の中を整理しな

がらの理解ができたように思います。実際の管理業務での工夫・アイディア・解決のヒン

トなどをたくさん紹介していただきましたので、自学自習では得られない値千金の知恵の

情報でした。ありがとうございます。また昨年、管業主任者の受験勉強中に、私の勤務先

と管理組合の委託契約内容を調べたところ、約２０年間更新のない（自動継続）契約で、

そもそも勤務先はマンション管理業の無登録業者でした。かなりブラックな会社でもあり

ましたので１月末で辞職し、現在、居住する熊谷市内で求職中です。現在、私は〇歳です

のでコロナ感染予防からも〇〇市内で働こうと考えています。〇〇市内の「通勤管理人の

求人情報」など、お時間のある時、お知らせいただけると幸いです。重ね重ね、講習会で

はたいへんお世話になり、ありがとうございました。 



３０代男性  

お世話になっております。先日 貴社の主催される管理業務主任者 登録実務講習を受講さ

せていただいた〇〇と申します。受講に際しましては、瀬古様・橋本様のお二方の講義と

も大変有意義に感じられ、貴重な体験をさせていただけたものと思っております。 

【(僭越ではありますが) 特に良いと感じた点】 

・現場や実務をイメージしやすいお話が多く、単純に面白かったです。漠然ともっと事務

的な内容を想定していたので良い意味で期待を裏切られました。 

・お二人のお話のバランス(内容・時間配分)がとても良く、長時間の講義でも 最後まで 

 モチベーションを保つことが出来ました。 

以上、ご参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



［６］東京④コース(令和４年３月 19 日～20 日)を受講の皆様より 

２０代男性  

本日、管理業務主任者登録講習を受けていた〇〇です。専有部分の管理業務に携わってい

るので建物管理会社の実務を知ることが出来て勉強になりました。テキストも大事ですが

実務や体験談の話が特にタメになり、興味深かったです。座学だけだと眠くなってしまう

のでグループ単位の行動により最後まで集中して取り組めました。2日間ありがとうござい

ました。 

 

４０代男性  

昨日・本日と受講しました〇〇と申します。２日間の講習、ありがとうございました。実

体験に基づく講義で、大変分かり易く、実務的な面でとても勉強になりました。私は、昨

年、自分が住むマンションの理事長になったことをきっかけで、試験を受けました。昨日、

昨日と管理業務主任者としての業務としてだけでなく、今後理事長としての活動にも参考

になるお話をいただき、とても助かりました。現在、当マンションは一回目の大規模修繕

工事を控えており、私の任期中に総会で決定までもちこみたいのですが、修繕積立金が十

分に積み上がっていなくてどうしようかと考えていました。補助金ありの修繕工事という、

教えていただいたものも含めて、活かせていければなと思いました。本当にありがとうご

ざいました。 

 

５０代女性  

本日と昨日、大変、内容の濃い講義をありがとうございます。もっと早く受けたかった。

２年以上の実務が、たった２日で経験できる講座ですね。最新の話題や、試験にはしにく

い、実務上のスキルまで、本当に有益な講義でした。私が管理業務主任者を受けるきっか

けは、マンション管理組合の理事長になったことです。勉強しながら、理事長の経験を積

み、晴れて合格した頃には、任期満了を迎えました。もっと早く受けていたら、もっと上

手に理事会、総会運営できたのに。瀬古様、橋本様のとのご縁は、自分で勉強を頑張った

ことからのご縁ですから、良縁間違いなし、深めていきたいと受け止めております。現在

は、〇〇職の正社員で就業中なので、管理業務主任者の資格は登録までにとどめておきま

す。フレックス制で副業奨励の会社なので、短時間の就業でお手伝いできましたら、幸い

です。今後とも宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 



２０代男性  

本日、登録実務講習を受講させていただいた〇〇です。講義の中で紹介されていた資料を

お送りくださいませんでしょうか。講義の感想を以下に書かせていただきます。以前、宅

建を取得し他社で登録実務講習を受講したのですが、最後に行われる試験の問題について

や重説書の書き方、３７条の書面の書き方などは教えていただいたのですが、実際の取引

士の実態については少ししか触れられておらず、システマチックに行われている印象を抱

きました。資格の性質が違うので難しいところではありますが、今回プライシングジャパ

ンさんで受講した管理業務主任者の登録実務講習では、その資格を活かした仕事をするう

えでの実際の動きや心構えなどを知ることができ今後、そのような仕事をすることになっ

た際に役立つだろうなと思う点が多くありとても有意義な講習でした。短い間でしたがあ

りがとうございました。 

 

５０代男性  

本日は管理業務主任者の登録実務講習で大変にお世話になりました。すぐにでも管理業務

主任者としてデビューできるようなマンションフロントとしての貴重な知識や経験、また

管理組合、管理会社、居住者それぞれの目線からマンションの資産価値の向上や取り組み

方法など、オリジナル資料を用いて行っていただいた講習は、単に修了証を得るだけでは

無く、とても今後の経験として役立つ有意義なものとなりました。是非また主任者証の更

新講習でもお世話になりたいと存じます。その時はよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５０代男性  

お世話になります。3 月 19 日、20 日の管理業務主任者実務者講習を受講させていただき、

ありがとうございました。2日間にわたり長時間のカリキュラムであったので、受講前は（失

礼ながら）気が重かったのですが、メニューは 55分の講義と 5分の休憩を 1セットにした

60 分１コマの丁度よい尺でテンポよく進行頂き、受講者の一人としての感想ですが、あま

り疲労感なく受講することができました。コロナ禍で、最近ではこのような講習は各社オ

ンライン形式のものが増えてきていますが、今回の講習は会場形式ならではのメニューと

して４，5名に分かれてのグループディスカッション（一人 1分程度の短い負担感のない意

見交換）なども用意されており、他の受講者の意見を聞く機会など、通常はなかなかない

ので大変貴重な経験にもなりました。また会場スペースもかなり広々確保されていて運営

に際し感染リスクへの配慮も感じました。これらのことも含め会場での受講は私にとって

たいへん価値のあるように感じました。なお、講義の内容については瀬古先生の実際のマ

ンション管理組合での理事長（理事会）のご経験と実際現場で起きている事象・事案をも

とにした各種情報やエピソードは、いずれも市販の教科書等にはない無二の内容でした。

また橋本先生の講義においても管理の現場に身を置かれていた時のご経験に裏打ちされた

内容で説得力のあるもので実務に関して誰もが聞き入ってしまう内容であったろうと思い

ました。私は今回の他社を含めた実務者講習の選択にあたり、実は特段の下調べもせず、

開催の日程で都合が良いという点のみで申し込みをしたのですが、貴社の講義は 2 日間と

いう時間以上の大変充実した価値のある講習でした。大変感謝しております。ありがとう

ございました。今後も、何かのご縁がありました際にはご指導のほど、何卒よろしくお願

いいたします。長文失礼しました。 

 

４０代女性 森さん 

３月 19、20日の管理業務主任者の登録実務者講習でお世話になりました。 

二日間の感想 

良かった点 

・実際どのような点に注意して実務を行えば良いのか、豊富な事例を取り上げていたので、

想像しやすかった(特に瀬古先生) 

・ディスカッションを取り入れていたため、受け身の授業でなく、実際に自分が働くとい

う場面をリアルに想像できた 

・個人的な質問に丁寧親切に本音で答えてもらえた(橋本先生) 

二日間、ありがとうございました。 

 

 

 

 



４０代男性  

昨日までの管理業務主任者登録実務講習を受講しました小野です。2日間ありがとうござい

ました。現職の都合で平日 2日間休暇を取るのが現実的に厳しい中で、プライシングジャ

パン様の登録実務講習が土日の 2日間の講習が用意されていることを知り、受講を申し込

みました。初日の講義の冒頭で分厚いテキストが配布され、スケジュールも 2日間びっし

りだったので、厳しい座学の 2日間になりそうだと覚悟しましたが、始まってみると、瀬

古様、橋本様の講義はよくあるテキストのべた読みではなく、お二人ともすごくエネルギ

ッシュで眠くなることなく最後まで受けきることができました。橋本様には、管理業勤務

のご経験に根差して実務上の経験をふんだんに織り込んでいただき、本当に感謝です。ま

た爽やかで、丁寧かつ明瞭なお話のされ方は、フロントが管理組合と円滑なコミュニケー

ションや信頼関係を築く上でも重要ですし今後自身も見習いたいと思いました。瀬古様の

講義では、2日間のうち半分以上の講義時間を割いて管理組合の目線からフロントがどのよ

うにふるまうべきかを徹底して教えていただき、資産価値向上に向けた管理組合のニーズ

を丁寧に拾い上げるという意味で本当に参考になりました。受講前は、管理業務主任者の

登録実務講習ですので、管理業者の目線での実務について学ぶ機会と思っていましたので、

大変充実した講習だと感じました。また、豊富な参考資料など講義の準備も手厚く入念に

されていたのも大変印象的でした。プライシングジャパン様を選択して大正解でした。改

めて感謝を申し上げます。次に講習を受ける機会がありましたらまたお世話になりたいと

思います。 

 

５０代男性  

先日はありがとうございました。コロナ禍の中、オンライン講習にしようかとも考えてま

したが、二日間の短期決戦を選択しました。今回受講させて頂いて、対面式講義を選択し

て良かったと感じています。マンション管理業務は知識はもちろんですが、経験がより重

要だとあらためて思いました。管理組合員、理事会そして管理業務主任者のそれぞれの立

場からの様々なお話はとても参考になり、実務経験が得られたと感じました。特に、瀬古

代表のマンションへの想いと取組みは今後関東圏のマンション管理組合にも繋げていけれ

ば、マンション管理適正化問題は改善されるとも思いました。空き家やセーフティネット

住宅などの課題も意識しながら、今後取り組みたいと思います。二日間お世話になりあり

がとうございました。講義で紹介された資料を実務で活用させて頂きます。 

 

 

 

 

 

 



５０代男性  

19 日・２０日はお世話になりました。先に結論から申せば、最高でした。講師のお二人の

うち、瀬古先生はディベロッパーとしての経験と管理組合の理事長の経験から、管理組合

目線のお話をなさいます。橋本先生はディベロッパーや管理会社社員の経験から管理会社

目線のお話をなさいます。お二方とも、豊富な実務経験に基づいた、極めて現実的な課題

とその対処法をお話してくださいます。お二人のお話で「２年間の実務経験以上の内容を

お渡しできた」というのもうなずける内容です。また、何より良かったのは、担当するマ

ンションの資産価値を上げるということがどれだけ大事なことなのか、そのために何がで

きるのかを気づけたことです。管理業務主任者として何をなすべきかが見えます。受講で

きて本当に良かった。瀬古先生、橋本先生、誠にありがとうございました。以上となりま

す。それでは、よろしくお願い申し上げます。 

 

７０代男性  

3月１９~20日に受講しました〇〇です。講師の瀬古さん、橋本さんありがとうございまし

た。私が、協会ではなくこちらを選んだのは、①修了証の即日交付②受講料が安かったこ

と③昨年受講者のレヴュー評価が良かったこと等です。講義の内容は、主に、理事長経験

者の瀬古さんがマンションの資産価値をあげるための様々な提案事例、管理会社勤務経験

者の橋本さんはレプレイスされないように管理組合といかに良い関係を構築、維持するに

ついて貴重な経験談を含め話してくださいました。管理業務主任者の仕事の大変さも伝わ

ってきました。講義は 1コマが 55分で 5分の休憩があり、55分を瀬古さんと橋本さんが交

代で担当され、リズムがありいい感じでした。初日は９コマもあり、疲れはしましたが苦

痛ではありませんでした。5年後の研修もこちらで受講したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



［７］東京⑤コース(令和４年４月９日～10 日)を受講の皆様より 

６０代男性  

昨日・本日の 2 日間に亘り、御社管業登録実務講習を受講させて頂きました〇〇でござい

ます。講師のお勤め、まことにお疲れ様でございました。先生の御講義は話題が豊富であ

り、御説明が大変分かりやすく、充実した 2 日間となりましたことに感謝申し上げます。

私は、昨年定年を迎え、引き続きフルタイムにて再雇用されておりますが、来年にはパー

トタイムになることから、属性アップのため、不動産資格の取得に努めている毎日です。

既に、宅建、賃貸管、マン管、競売主任の資格を取得済みであり、管業で 5 つ目となりま

す。今年は更にビル経営管理士、任売主任の資格取得を目指し、勉強中です。先生の講義

を聞いて不動産に対する興味が一段と膨らみました。今後とも、どうぞよろしくお願いい

たします。瀬古先生とプライシングジャパンに幸多かれと祈ります。 

 

５０代男性  

４月 9～10日管理業務主任者登録実務講習を受講した〇〇です。先日は、大変有意義な講

習有難うございました。マンション管理に関しては、元々マンションに使用する建材関係

の営業をしており、数度理事会に管理会社フロントともに出席したことがある程度でした。

また、私は賃貸アパート暮らしの経験はあっても分譲マンションに住んだ事はないのです

が、いずれ「管理業主任者」として仕事をするかもしくは、それを生かせる仕事をしたい

と考えています。その様な中で正直、他の会社の講習では登録実務講習を無難に終わらせ

る事が出来るとは思いましたが、「それで本当に管理業主任者としてやっていけるのか？」

非常に心許なく、そうであればより実践的なプライシングジャパンの講習にしようと思い

御社の「管理業主任者登録実務講習」に応募させて頂きました。受講した感想としては管

理業や管理組合活動未経験である私は通常の管理組合の活動がどの様なものか全く想像が

つかない状態でしたが、御社のこの講習を受けて管理組合の実際の活動内容やその存在意

義、また試験勉強の内容と実際の「フロント」としての業務の違いについて明確につかむ

事が出来たと感じています。また、この講義は講師の話を聞くだけではなく受講生の中に

も実際の管理員の方やマンション管理組合理事の方もおり、その方々と講義の中で意見を

聞いたり話し合いをする機会があった事が、マンション管理においての実務経験が無い私

にとってとても今後の良い経験になりました。講習は、2日間真剣に受講すれば確かに体力

的にしんどい部分もありますが充実した講習でした。2日間有難うございました。講義で使

った資料希望します。通常総会・理事会の議案書、管理業主任者としての業務報告書等、

送って頂けるもの全てお願いします。 

 

 

 

 



５０代男性 本間さん 

この度 4/9～10 受講させて頂きました。弊社はビル賃貸業でありますが、担当ビルが弊社

所有の事務所棟と分譲マンションが混在するいわゆる複合用途型マンションとなっており

ます。従いまして、マンション管理会社の方と日々やりとりしており、その業務内容を把

握して、同社と協調していくことが必要なため、管理業務主任者とマンション管理士を昨

年受検し何とか両方とも合格することができました。瀬古講師にはマンションのさまざま

想定事案を写真を用いて披露、解説していただきまして本当に有益な時間を過ごせたと実

感しております。たまたま一番前の席だったこともあり、写真がよく見えまして、マンシ

ョン管理の何たるか素人の私もイメージを湧くことができたように思います。本当にあり

がとうございました。 

橋本講師にはテキストをベースにポイントをわかりやすく解説いただき知識の装備に大変 

役立ったと思います。私も日々マンション管理会社とは総会、理事会、設備管理面で接し

ておりますが、その忙しさは伺っており存じ上げているつもりではあります。橋本講師の

ご経験に基づく講話を聞くことができ、注意点などを学ばせていただきました。本当にた

めになったと実感しております。ありがとうございました。土曜日、日曜日に開催されて

いることから貴社の登録実務講習を受講させていただきましたが、非常に有益な 2日間を

過ごさせて頂きました。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 

３０代男性  

お世話になっております。4 月 9 日、10 日の管理業務主任者登録実務講習に参加した〇〇

と申します。受講前は長時間の講習に集中力を切らさないか少々不安でしたが、お二方の

説明の仕方がわかりやすく、また受講者参加型の時間もあり、集中を切らさずに受講する

ことができました。過去に分譲マンションのフロント職を 1 年近く務めておりましたが、

瀬古様の理事会目線、橋本様の管理会社目線、それぞれのご経験に基づくお話は知らなか

った内容も多く、大変参考になりました。2日間の講習は、私の中で貴重な経験、知識とな

りました。今回の受講で得た知識をいつか活かしたいと思います。実務講習を御社で受講

できてよかったです。本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



［８］東京⑦コース(令和４年６月 11 日～12 日)を受講の皆様より 

６０代男性  

６月１１日、１２日の管理業務主任者登録実務講習でお世話になりました、〇〇です。あ

りがとうございました。講習会のお話は、管理会社や理事会の実務に即した内容であった

と感じました。今後、マンション管理に関わる際に大いに役立つものと思います。 

 

５０代女性 

いつもお世話になります。先月、御社の登録講習を受講させて頂きました〇〇と申します。 

相当昔に合格した資格だったこともあり、しかも実務経験もないためゼロベースで伺う内

容。さっぱり分からずでついていけないかも、と思いながら臨みましたが、講師のお二方

のマンションの理事やフロント実務経験に基づく説明は大変イメージしやすくとても分か

りやすい内容でした。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



［９］東京⑨コース(令和４年 10 月 18 日～19 日)を受講の皆様より 

３０代男性  

お世話になっております。昨日は講習実施頂きありがとうございました。説明も丁寧で分

かりやすかったです。更新の際も是非お願いしたいと思っております。 

 

５０代男性  

10/18、19の管理業務主任者登録講習、ありがとうございました。おかげさまで修了証を頂

くことができました。講習につきましては、長時間に及ぶ広範囲の内容であったにも関わ

らず、お二人の講習の密度の高さと退屈させない工夫が随所にあり、集中力が切れること

なく受講することが出来ました。またの機会の際には宜しくお願い致します。 

 

６０代男性  

お世話になっております。一昨日の業務管理主任実務者講習ありがとうございました。2日

間、びっしりのスケジュールでしたが、あっという間の 2 日間でした。わかりやすく説明

して頂き、また、内容としても、様々な実践的な資料をベースにされており大変分かりや

すかったと思います。仕事として取り組む大変さも伝わってきました。簡単ではあります

が、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WEB コースを受講の皆様より 

３０代女性  

お世話になります。本日で講習を修了しました。ありがとうございました。最後まで楽し

く講義を受け、とても勉強になりました。私は現在産休中ですが、北海道の不動産開発業

者に勤めております。元々は東京出身ですが、〇〇人の夫の仕事の関係で〇〇に現在は暮

らしております。もしかすると数年後はまた関東に戻ることになるかもしれず、その際は

職探しをする必要がでてきます。その場合はご相談させていただけますでしょうか。 

私は英語（ビジネスレベル）や韓国語（日常会話レベル）がある程度できます。事務仕事

が長いため、文書処理能力は問題ないかと思います。今後とも引き続きどうぞよろしくお

願いいたします。 

 

３０代男性 

お世話になります。令和 4年度管理業務主任者登録実務講習、Web②コースを受講した〇〇

と申します。末筆ながら、講習中の実務のお話や概念は、マンション管理のみならず、賃

貸不動産管理をはじめとする他業種にも通じるところがあるなと痛感することがあり、最

後まで大変興味深く拝見いたしました。 

 

４０代男性 

令和４年度「管理業務主任者登録実務講習」を受講させていただきました〇〇と申します。

この度は、管理業務実務について、大変わかりやすく、貴重なお話を聞かせていただき、

誠にありがとうございました。あっという間の１５時間でした。今後の実務において参考

にさせていただきます。 

 

５０代男性 

昨日、登録実務講習 WEB 講習を受講させていただいた者でございます。とても密度の高い

講習をありがとうございました。管理会社側から、そして管理組合・理事会側から、それ

ぞれのお話は大変勉強になりました。 特に管理組合として資産価値を高める数々の取り

組みには大変驚きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 


