
プロ不動産投資家
養成講座

不動産投資ユニバーシティ



こういう悩みはありませんか？

「物件の選定基準がわからない…」

「どの金融機関を使うべきか不明…」

「残債がありこれ以上買えない…」

「失敗物件を掴まされないか不安…」

「相談できる人が身近に欲しい…」
「専門家の指導のもと有利に投資を
進めたい・・・」



志村が直接指導
するこの講座で
解決できます



■40代、年収500万円、投資歴4年
投資総額：3.5億円、 年間CF：800万円

■40代、年収1,200万円、投資歴5年
投資総額：11億円 年間CF：1,800万円

■30代、年収800万円、投資歴6年
投資総額：20億円 年間CF：4,000万円

再掲）講座受講生の実績



費用



費用

※プラチナは志村との個別面談付き

項目 金額(税抜き)

プラチナ会員 入会金10万円＋
12カ月148万円

通常会員 入会金10万円＋
6か月80万円



カリキュラム



①30時間分の

eラーニング

不動産投資ユニバーシティ



30時間のeラーニングで
基礎から応用まで学習

不動産投資ユニバーシティ

※画面はサンプルです



上級者も学べる内容！

【応用】
1.高利回りボロ戸建の購入
2.土地から新築建築
3.競売物件の購入
4.再建築不可物件の購入
5.太陽光投資 ほか



②投資戦略の作成

不動産投資ユニバーシティ



あなたの個人属性を踏まえた

「投資戦略資料」

のPDFを作成

・継続購入のための物件選定
・金融機関の選定
・NGな進め方



③会員限定セミナー・
懇親会に参加可能

不動産投資ユニバーシティ



会員限定セミナー

「不動産投資のプロ」があなたに
直接対応！

※頻度：ZOOM＋リアルで月数回程度



懇親会





④非公開物件情報の
会員限定配信

不動産投資ユニバーシティ



・静岡、RC、平成3年築、利回り12.7％
・東京23区、平成2年築、利回り9.2%
・大阪、平成6年築S造、利回り11%
・横浜、新築木造、利回り9.7%
・埼玉、平成11年S造、利回り14.4%

会員限定で非公開物件を紹介



会員限定で非公開物件情報を紹介



⑤いつでも24H質問可能

不動産投資ユニバーシティ



中立的なアドバイスによる

失敗しない不動産投資

を実現！

投資戦略、物件、融資、税金、リフォーム、
法人、損保、借換、売却 ・・・

専門家にいつでも質問可能！



⑥会員限定チャットの利用

不動産投資ユニバーシティ



最新情報の共有



購入物件見学会



⑦専門家の紹介

不動産投資ユニバーシティ



日本一の専門家のみを紹介

税理士
司法書士
損保代理店
管理会社
賃貸会社
リフォーム会社
インターネット会社
助成金申請会社



不動産投資専門
会計事務所長

S先生

不動産取引専門
司法書士事務所

K先生

投資物件専門
損保代理店

O氏

その分野の日本一の専門家のみと提携



80万円は高い？安い？



費用対効果（通常会員）

600
万円
／年

講座費用

講座入会者のCF平均
（10年で合計6,000万円）

…

（少なく見積もって）

80万円
で

6,000万円
の価値

80万円

600
万円
／年

＋
600
万円
／年

＋

1年目 2年目 3年目 ・・・



費用対効果

私立大学文系の授業料 573万円
海外MBA（経営学修士）2,000万円

⇒学んでも稼げない人が多数・・・

⇒この講座
数年後、毎年500-1,000万円の
利益が得られる知識を80万円で
学べる



学校では教えてくれない

投資・成功法則
⇒人生最後の学び



年2棟のペースで優良物件を購入

・志村から購入(特に初期は推奨)
・自分で見つけてサポートを
受けながら他社から購入

12か月後：2棟(CF月15～30万円)
18か月後：3棟(CF月30～50万円)
36か月後：6棟(CF月50～80万円)



【環境構築】
勉強・仲間づくり

【1棟目購入】
戸建・アパート

【数棟購入】
プロパーローン

【宅建会社開業】
物件仲介

【再生物件】
利回り20%

【建築】
高利回り建築

初心者 CF200万円/年

中級者 CF1000万円/年

上級者 CF3000万円/年



会員からの声



プロ不動産投資家養成講座
受講生喜びの声



いま3棟保有しています。
悪徳コンサルも多いと聞くので、先生選びでつま
ずかなくて本当に良かったです。

SMBCからは4棟目も可能性があると言われている
ので、札幌近辺でRCを探しています。

私は他の大家塾にも入っていますが、志村先生の

知識やアドバイスはレベルが段違いだ
と感じています。

30代・女性
Mさん

実績のある大家さんの会員さんと直接会って、情報
交換や刺激を受けることは貴重だと思うのでありが
たいです。

主婦の自分には無理だと思っていたのに物件を3棟

も買えました。投資友達も出来たのでこの講
座に入って本当に良かったです！

40代・女性
Ｏさん



現在ホテルと自宅併用賃貸物件を自社で建築中です。

借入金額も６億円を突破できましたしCFも

年間1000万円を大きく超えています。

何もわからない私ども夫婦をここまでにしてくれた

のは志村さんのおかげです。我々の人生は
本当に大きく変わりました！

40代・夫妻
Sさん

現在はRC10棟投資金額は18億円ほどに

なりました。
志村さんには丁寧な回答などを通じて細やかなこと
もたくさん教えて頂き、すごく感謝しています。

私は2棟保有して入会しましたが、入って規
模拡大が出来たので本当に良かったです。

50代・男性
Kさん



自分は年収が500万円程度なので「あなたに
は無理だ」と不動産会社には言われ続けてい

ました。

でも、志村さんから私が知らない金融機関を教えて

もらえたことで、結果が出ました。本当にあ
りがとうございます。

40代・男性
Kさん

私は商社に勤めており忙しいのですが、１棟目を
2000万円で購入し、その後も4200万円の中古物件
を購入ました。

入会するのにはお金がかかりますが、1棟買うだけ
で十分ペイ出来ますし、それで利回りが高い優良物

件が買えるのであれば正直かなり安いと

思います。
20代・男性
Yさん



取り組んでいた新築木造物件が引き渡しを終え、契約も決まり、
落ち着けたところです。2年前から始め、これが5棟目になります。
会社をリタイアするつもりでいたのですが、もう暫く続けます。

この講座で一から不動産の勉強をはじめ、2年間で5棟所
有することができました。CFは1000万円を超え、本

当にこの講座のおかげでしかないので感謝しています。

この講座は、「サラリーマン」で「これから不動産の勉強をス
タートする」という人が多く、そういう人向けの情報（サイトや
チャットワークの過去ログ）が充実していたため、基本をしっか
り勉強しながら、（変な物件に手を出すことなく）活動できまし
た。

30代・男性・Yさん



費用

※プラチナは志村との個別面談付き

項目 金額(税抜き)

プラチナ会員 入会金10万円＋
12カ月148万円

⇒120万円
通常会員 入会金10万円＋

6か月80万円

⇒54万円



金融機関の融資条件を提供
金利、融資割合、融資期間、法人可否、信用情
報掲載の一覧

特典①（金融機関一覧）

・メガバンク（SMBC、みずほ、三菱東京UF・信託J、りそな）（三
井住友、みずほ、三菱）・地銀（千葉、横浜、静岡、関西アーバン、
西京、福岡、北陸、東日本、群馬、八十二、第四、北日本、スルガ、
東京都民）・信金（西武、さわやか、横浜、埼玉県、昭和）・ノンバ
ンク（セゾン、L&F、SBJ）・政府系（公庫、商工中金） など

※無料PDFの5倍以上の情報量



実例付き家賃設定の調査方法

・ネットで相場を調べる方法

・適切な家賃の調べ方

・複数の不動産会社で意見が分
かれた際の判断ポイント

※調べ方の実例集有り

特典②（入居需要調査マニュアル）



プロパー融資(事業性融資)を引く
ためのマニュアル(サンプルあり)

特典③(事業計画書作成マニュアル)

・年収400万円台でもメガバンクからプ
ロパー融資を受けた実例

・不動産投資を「賃貸業」としてアピー
ルするための事業計画書の書き方



特典④マル秘限定動画

無金利のコロナ融資を引いて物件を買う方法

普通の人でもブラックカードを作る方法（紹介あ
り）

マイルを無料で貯め「ビジネスクラス航空券＋
5つ星ホテル宿泊」をゲットする方法

銀行返済が出来なくなっても破産しないで資産を
残す方法（借金1000億円の人との対談動画）



1.50本・30時間分の「動画講座」「会員サイト」

2.個人ごとの「戦略策定資料」の提示

3. 「会員限定セミナー」「懇親会」の参加

4.無制限の質問、物件診断、契約書チェック

5.高収益物件情報の紹介サービス

6.チャットワークによる最新情報の共有

7.税理士、司法書士など専門家紹介サービス

金融機関一覧

入居需要調査ﾏﾆｭｱﾙ

事業計画書作成ﾏﾆｭｱﾙ

特典

マル秘の限定動画4本

内容



成功する環境



大前研一

人生を変革するための
３つの方法

元マッキンゼー日本支社長
元スタンフォード教授



人生を変革するための3つの方法

１．時間配分 を変える

２．住む場所 を変える

３．付き合う人 を変える

「環境を変える」ことが重要！



環境を変えるから成果が出る

自分 自分

自分で決意していくら努力し
ても成果は何も変わらない…

既に変わった環境を作ってし
まえば自動的に成果も変わる



５人の法則

あなたが日頃、よく一緒にいる
５人を思い浮かべてみてください。



周りに凄腕大家さんはいますか？

今のままの環境 凄腕大家がいる環境

自分 自分

居心地はいいが、
変化や成長はし難い…

常に最新の有益な情報が
手に入り成功しやすい



山岳ガイドは必要



チームでなければ登れない



よく出る質問

不動産投資ユニバーシティ



Q.カード払いは出来ますか？
A.クレジットカードでお支払い可能です。
（手数料が3%掛かります。）

Q.年収･自己資金が低くても大丈夫
ですか？

A.大丈夫です。※海外居住者はダメです。



Q.プラチナ会員と通常会員の
違いは？

A.個別に相談を頻繁にしたい方はプラチナ
会員にお申し込みください。



「プロ不動産投資家養成講座」
プラチナ会員 通常会員

価格(税抜き) 1,200,000円 548,000円
24分割払いの月額費用 50,000円 22,800円

期間 ※終了後は月2万円で継続可能 12か月間 6か月間

勉強用動画(50本・30時間分) ○ ○
メール講座(週3回) ○ ○
会員限定サイトの利用 ○ ○
会員限定チャットワーク招待 ○ ○
個人属性別戦略策定資料の作成 ○ ○
会員限定セミナー参加(月1回程度) ○ ○
メール質問(無制限) ○ ○
物件診断サービス ○ ○
税理士・司法書士などの専門家紹介サービ
ス

○ ○

会員限定非公開物件の紹介 ○ ○
志村との個別ダイレクトチャット、直通携
帯による相談

○

志村との個別面談 ○

会員限定非公開物件の「買付優先権」 ○



Q.講座開始はいつからですか？
A.翌月1日からとなります。

Q.プラチナ会員で終了後はどうす
ればいいのでしょうか？
A.月2万円(税抜)で通常会員として

継続可能です。



【限定特典】

本日面談申し込みを
した方限定

不動産投資ユニバーシティ



項目 金額(税抜き)

プラチナ会員 入会金10万円＋12カ月148万円

⇓
入会金10万円

＋
12か月98万円

①限定の特典



項目 金額(税抜き)

通常会員 入会金10万円＋6か月80万円

⇓
入会金10万円

＋

６ヶ月35万円

①限定の特典



申し込み後1週間は

いつでも無料キャンセル可能

※講座開始前までになります

②返金保証



通常会員割引後

600
万円
／年

講座費用

講座入会者のCF平均
（10年で合計6,000万円）

…

（少なく見積もって）

45万円
で

6,000万円
の価値

45万円

600
万円
／年

＋
600
万円
／年

＋

1年目 2年目 3年目 ・・・





登山チームの一員として
加わりたいですか？



カードの「分割払い」が可能！

項目 24回払い(税抜き)

プラチナ会員 4.6万円/月

通常会員 1.9万円/月

※カード払いの場合3％の手数料が加算されます
※カード会社側に分割手数料が加算される場合があります
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