
〒994-0062 山形県天童市長岡北三丁目4番26号ヒールコート長岡101号

e-mail.info@second-op.com

特定非営利活動法人
日本モーゲージプランナーズ協会　　　
会員番号：C 10 092 000116 

代表取締役ＣＥＯ
伊藤 隆芳

取得資格

・宅地建物取引主任者

・(CMP)サーティファイトモーゲージプランナー

・(MP)モーゲージプランナー

・(FP)ファイナンシャルプランナー

・住宅ローンアドバイザー

TEL.023-679-5806
FAX.023-679-5783　

詳細は当社ＨＰ

天童　セカンドオピニオン で検索！

完全成功報酬制

使用可能
融資機関

< 山  形  版 > 山形銀行・きらやか銀行・荘内銀行・山形信金・みずほ銀行・七十七銀行 etc…

< フラット35 > 約20社

■コンサルティングサービス

■マッチング報酬…上限で借入金額の2%+消費税 

氏　名：伊藤　隆芳　Ｓ48.9.20(38歳)

住まい：天童市在住で5人家族の大黒柱です！

現在、トータル450～500件の融資案件に

関わる成功率88％位。
この時代だからこそ返せる資金計算など
　　　顧客のニーズに合わせ提案致します。

お支払いも安心
！

否決 になった、 減額 になった、

【業者様各位】

融資案件のお役にたちたい！

「メールでも受付けております！」

弊社に足を運ばれる前に、メールでの質問等も受付けております。お気軽にご相談ください、お答えいたします！

Ａコース

Ｃコース

Ｂコース

個人情報調査、分析＋提案書作成・提案

各住宅ローン数種類、助言・選定＋提案書提出

融資完全報酬

…25,000円（税別）

…25,000円（税別）
…融資額2％＋消費税

皆さん、あけましておめでとうございます！セカンド・オピニオンの伊藤です。昨年は皆様のご協力もあり、変動の1年でしたが無事に新年を迎える

ことが出来ました！感謝申し上げます！早速、今回の当社のお仕事内容を紹介します。知っている方も知らなかった方も参考の1つにして頂き、

1組でも困っているお客様のお役に立てたら幸いです。宜しくお願いします！

成功事例：

■天童市K様(職業：国家公務員)

約35万円の減額に成功！ 

クライアントカルテNO.5

平成
24年1月号

成功の

ポイン
ト

成功の

ポイン
ト

賀正　今年も宜しくお願い申し上げます。

｛結　　果｝

・某銀行　【プロパー公務員住宅ローン】

・借り入れ… 2,190万円
・月々返済額 
　変　　動…  81,000円
　固定5年…  82,000円
　固定10年… 101,000円

借り換え成功実例

セ
カ
ン
ド
・
オ
ピ
ニ
オ
ン
に

依
頼
す
る
と
？

21年間の支払い分

年間で、

727万円727万円
21年間の支払い分年間でなんと以前より346,000円も支払額が

減っている。残りの年数を考えて借り換えを
しなかった場合と比べると
346,000円×21年間＝約727万円もの違いになる！

しかも、完済まで

通期優遇 

1.20％付

しかも、完済まで

通期優遇 

1.20％付

某金融機関と財形融資の2社借り入れローンの1本化を希望。
依頼を受け、K様のご職業が公務員ということで某銀行に相談し「プロパー公務員住宅ローン」を利用
することでボーナス返済をなくし、現在の返済額を大きく変えることなく成功。
金利も変動…0.80％　固定5年…0.90％　固定10年…1.45％まで引き下げることに成功。
お子様の大学進学を考え、固定10年のボーナス払いなしを選択。
月々の支払いは以前より上がったが、年間で見ると月々101,000円×12ヶ月＝約121万円になる。

が抹消！

・借り入れ残高　某金融機関…　701万円　内ボーナス返済…210万円

　　　　　　 (財形融資)…1,474万円　内ボーナス返済…524 万円

　　　　　　　合　計　2,175万円

・月々返済　某金融機関…32,000円　ボーナス返済…160,000 円

　　　　　 　(財形融資)… 45,500円　ボーナス返済…153,000 円

　　　　　　　合　計 77,500円　　　ボーナス返済…313,000 円

・年収…787万円　・残り支払い年数…21年

以前の支払額と比べると…
月々77,500円×12ヶ月＝930,000円と
ボーナス分　160,000円×2回＝320,000円、
　　　　　　153,000円×2回＝306,000円
合計155万6千円

そんな事が　可能なの？！

そんな事が　可能なの？！

そんな事が　可能なの？！

（-121万円＝346,000円）



〒994-0062 山形県天童市長岡北三丁目4番26号ヒールコート長岡101号

e-mail.info@second-op.com

特定非営利活動法人
日本モーゲージプランナーズ協会　　　
会員番号：C 10 092 000116 

代表取締役ＣＥＯ
伊藤 隆芳

取得資格

・宅地建物取引主任者

・(CMP)サーティファイトモーゲージプランナー

・(MP)モーゲージプランナー

・(FP)ファイナンシャルプランナー

・住宅ローンアドバイザー

TEL.023-679-5806
FAX.023-679-5783　

詳細は当社ＨＰ

天童　セカンドオピニオン で検索！

完全成功報酬制

使用可能
融資機関

< 山  形  版 > 山形銀行・きらやか銀行・荘内銀行・山形信金・みずほ銀行・七十七銀行 etc…

< フラット35 > 約20社

■コンサルティングサービス

■マッチング報酬…上限で借入金額の2%+消費税 

氏　名：伊藤　隆芳　Ｓ48.9.20(38歳)

住まい：天童市在住で5人家族の大黒柱です！

現在、トータル450～500件の融資案件に

関わる成功率88％位。
この時代だからこそ返せる資金計算など
　　　顧客のニーズに合わせ提案致します。

お支払いも安心
！

否決 になった、 減額 になった、

【業者様各位】

貴方の融資案件のお役にたちたい！

「メールでも受付けております！」

弊社に足を運ばれる前に、メールでお悩み・質問等も受付けております。お気軽にご相談ください、お答えいたします！

Ａコース

Ｃコース

Ｂコース

個人情報調査、分析＋提案書作成・提案

各住宅ローン数種類、助言・選定＋提案書提出

融資完全報酬

…25,000円（税別）

…25,000円（税別）
…融資額2％＋消費税

皆さん、お世話になっております。セカンド・オピニオンの伊藤です。インフルエンザが流行っています。

お互い注意していきましょう。早速、今回の当社のお仕事内容を紹介します。知っている方も知らなかった方も

参考の1つにして頂き、1組でも困っているお客様のお役に立てたら幸いです。宜しくお願いします！

成功事例：

2,400万円の審査通過！

クライアントカルテNO.6

平成
24年2月号

成功の

ポイント
成功の

ポイント

失礼ですが御社のFAXをお借りしました！

借り入れ

  成功実例

自営業での借り入れの道筋を証明できたことと考える。

加えて年収は少ないが、奥様の定期的な収入があることが評価されたと考える。

そんな事が　可能なの？！

そんな事が　可能なの？！

そんな事が　可能なの？！

解決方法　・数か月前に、消費者金融から出し入れが複数回あり。(自営業者の回転資金によくある)

　　　　　　これを解約したこと。

　　　　　・旦那様が所持する車のローン残高160万円。　
　　　　　　旦那様個人の借り入れ計上だが、この車を自営業で会社でも使用する為

　　　　　　会社の車の借り入れだという事の道筋を証明できたこと。

　　　　フラット35で2400万円の審査を通す事に成功！

■旦那様（38歳）：自営業/個人住宅の設備関係業者
　　　　　　　　　　・平成21年6月より開業…年収 280万円(昨年より低下)

■奥　様（38歳）：パート・平成20年7月より勤務…年収約 80万円
●お子様2人の4人家族

夫婦の合計年収

360万円

フラット35で

注目！

相談に来たときには、市内の銀行3社とフラット35(東京の融資機関)から全て否決されていた。

結　果

最後の頼みである　セカンド・オピニオン に依頼！！

この様に、他社ではＮＯと言われる審査でも、セカンド・オピニオンではＹＥＳに出来る案件もあります！

(東京の融資機関)

車1台で
も融資の

結果に

　　　変
化をおこ

します！

(東京の融資機関)



〒994-0062 山形県天童市長岡北三丁目4番26号ヒールコート長岡101号

代表取締役ＣＥＯ
伊藤 隆芳

取得資格

・宅地建物取引主任者

・(CMP)サーティファイトモーゲージプランナー

・(MP)モーゲージプランナー

・(FP)ファイナンシャルプランナー

・住宅ローンアドバイザー

TEL.023-679-5806 FAX.023-679-5783　
詳細は当社ＨＰ

天童　セカンドオピニオン で検索！

完全成功報酬制

使用可能
融資機関

< 山  形  版 > 山形銀行・きらやか銀行・荘内銀行・山形信金・みずほ銀行・七十七銀行 etc…

< フラット35 > 約20社

■コンサルティングサービス

■マッチング報酬…上限で借入金額の2%+消費税 

氏　名：伊藤　隆芳　Ｓ48.9.20(38歳)

住まい：天童市在住で5人家族の大黒柱です！

現在、トータル450～500件の融資案件に

関わる成功率88％位。
この時代だからこそ返せる資金計算など
　　　顧客のニーズに合わせ提案致します。

お支払いも安心
！

顧客想いの業者様専用

【業者様各位】

難しい融資案件、否決になった案件もお任せ下さい！

「メールでも受付けております！」

弊社に足を運ばれる前に、メールでお悩み・質問等も受付けております。お気軽にご相談ください、お答えいたします！

Ａコース

Ｃコース

Ｂコース

個人情報調査、分析＋提案書作成・提案

各住宅ローン数種類、助言・選定＋提案書提出

融資完全報酬

…25,000円（税別）

…25,000円（税別）
…融資額2％＋消費税

e-mail.info@second-op.com

特定非営利活動法人
日本モーゲージプランナーズ協会　山形宮城支店
会員番号：ＣＭＰ 10 092 000116 

安心ダイヤル

すべてはお客様の笑顔のために！

の お手伝いをさせて下さい！

皆さん、お世話になっております。モーゲージプランナーのセカンド・オピニオンの伊藤です。
まだ雪が多く残る中、日に日に春へと近づいてきましたね！早速、今回の当社のお仕事内容を紹介します。知っている方も

知らなかった方も参考の1つにして頂き、1組でも困っているお客様のお役に立てたら幸いです。宜しくお願いします！

中古物件成功事例：

850万円の金融融資成功！

クライアントカルテNO.7

平成
24年3月号失礼ですが御社のFAXをお借りしました！

借り入れ

  成功実例

そんな事が　可能なの？！

そんな事が　可能なの？！

そんな事が　可能なの？！

寒河江市N様■旦那様（56歳）：会社員　■奥　様（38歳）：パート・外国の方

N様は当社に相談に来たときには、

　市内の銀行3社から全て否決されていた。

最後の頼みである

　セカンド・オピニオン に依頼！！

日本モーゲージプランナーズ協会は、モーゲージプランナーを育成し、世の中に貢献するＮＰＯ法人です。モーゲージプランナーは利用者に

最適な住宅ローンを中立、公正な立場からコンサルします。そして、業務に見合う手数料を取得できる資格が

ＣＭＰ（協会認定住宅ローンコンサルティング上級資格者）です。

「モーゲージプランナー」ってなーに？？

現在、東北では３人しかいない数少ないプロの資格取得者です。

注目！

お客様
希望額

中古物件の融資って難しくありませんか？新築はビルダー様が全部段取りをして頂けます。
しかし、以外と中古物件の融資は買い手が自分で銀行に申し込みに行く1社しか融資審査をせず、

結果として、高い金利で支払っているのが現状のようです。是非、下記のお客様を参考にしてみて下さい。

1. Ｎ様の年齢が高いので、その後の返済原資を証明しました。
2. クレジット関係が多数あったので、必要なカード以外は全て解約しました。

…その後、お客様の情報が消える時を待ち、2ヶ月後には…

850万円（リフォーム込）の金融融資をとることが出来ました！

そこで…

中古物件のご購入を
お考えのお客様へ

教えてあげたいこと！



住宅ローンの相談をプロに相談する

一口に住宅ローンの相談といっても、その内容は様々です。
新規の住宅ローン・借り換え・繰上げ返済・アパートローンの相談を筆頭に承っております。

■ 融資実行が決まったけど、本当にこの住宅ローンでいいのかな？
■ 変動金利を勧められたけど、短期固定とどうちがうんだろう。
■ まとまったお金があるから、繰上げ返済したいけど、どうすればいいの？
■ 「来月から金利が上ります」ってお知らせハガキがきたけど、どうしたらいいの？
■ 金利上昇傾向、今、借り換えたいけど、どうすればいいの？どこがお得なの？
■ 家を新築したいけど、どうすれば住宅ローンを借りれるの？
■ 給料が下がっちゃったけど、住宅ローンの条件変更はできないの？
■ 年収２５０万円。家が絶対に欲しいから力になって！
■ 過去にクレジットの焦げ付きがある。住宅ローン借りられるかな？
■ 提携ローンを勧められてるけど、今まで財形貯蓄をしていた金融機関とは
　　異なるけど、どっちがお得？
■ 住宅ローンの返済計画の見直しをしてほしい　　…などなど

住宅ローンの種類は2500種類を超えています。

そのひとつひとつに特徴があり、借り手のニーズを満たす商品が存在しています。

しかし現実には今だに住宅を売る側、ローンを貸す側の都合が優先され、借り手の声は

金融機関に届かぬまま、「借りることができさえすれば万事ＯＫ！」と、紹介される住宅

ローンでことが進められることが少なくありません。

　短期固定に変動金利、さらに今、住宅ローン市場では、金融機関に記されるショー

ウィンドウ金利と呼ばれる、公示されている金利ではなく、借り手の信用による金利が

適用される住宅ローン商品の時代へと国際社会の常識へ足並みを揃えつつあります。

　大変に複雑で難しく、返済負担が分かりにくい住宅ローンという金融商品。

　消費者保護の観点を軸にして、相談にのり、借り手に返済可能なローンを探して

契約にこぎつける。

もちろん難しい融資を引き出すことも、返済額を数百万減らすこともモーゲージ

プランナーの仕事ですが、

まず、「金利はどうなるのか？」

「返済するまでにいくら払う事になるのか？」

「なぜ、私は安い金利で住宅ローンを借りれないのか？」

住宅ローンを借りる人がまず立ち止まる、それらの疑問全てにお応えします！

ＭＰを取得したものが、

協会の養成講座、検定試験を合格し、

実務経験を持つ有識者です！

安心して、ご相談下さい！

ＣＭＰ（協会認定住宅ローンコンサルティング上級資格者）

モーゲージプランナーに相談したい！

御客様からよくある質問

ＭＰに相談する

現在、東北では３人しかいない数少ないプロの資格取得者です。

取得資格

・宅地建物取引主任者

・(CMP)サーティファイトモーゲージプランナー

・(MP)モーゲージプランナー

・(FP)ファイナンシャルプランナー

・住宅ローンアドバイザー



〒994-0062 山形県天童市長岡北三丁目4番26号ヒールコート長岡101号

代表取締役ＣＥＯ
伊藤 隆芳

取得資格

・宅地建物取引主任者

・(CMP)サーティファイトモーゲージプランナー

・(MP)モーゲージプランナー

・(FP)ファイナンシャルプランナー

・住宅ローンアドバイザー

TEL.023-679-5806 FAX.023-679-5783　
詳細は当社ＨＰ

天童　セカンドオピニオン で検索！

完全成功報酬制

使用可能
融資機関

< 山  形  版 > 山形銀行・きらやか銀行・荘内銀行・山形信金・みずほ銀行・七十七銀行 etc…

< フラット35 > 約20社

■コンサルティングサービス

■マッチング報酬…上限で借入金額の2%+消費税 

氏　名：伊藤　隆芳　Ｓ48.9.20(38歳)

住まい：天童市在住で5人家族の大黒柱です！

現在、トータル450～500件の融資案件に

関わる成功率88％位。
この時代だからこそ返せる資金計算など
　　　顧客のニーズに合わせ提案致します。

お支払いも安心
！

顧客想いの業者様専用

【業者様各位】

難しい融資案件、否決になった案件もお任せ下さい！

「メールでも受付けております！」

弊社に足を運ばれる前に、メールでお悩み・質問等も受付けております。お気軽にご相談ください、お答えいたします！

Ａコース

Ｃコース

Ｂコース

個人情報調査、分析＋提案書作成・提案

各住宅ローン数種類、助言・選定＋提案書提出

融資完全報酬

…25,000円（税別）

…25,000円（税別）
…融資額2％＋消費税

e-mail.info@second-op.com

特定非営利活動法人
日本モーゲージプランナーズ協会　山形宮城支店
会員番号：ＣＭＰ 10 092 000116 

安心ダイヤル

すべてはお客様の笑顔のために！

の お手伝いをさせて下さい！

皆さん、お世話になっております。モーゲージプランナーのセカンド・オピニオンの伊藤です。
今年のＧＷはどうおすごしでしたか？さて、今回の当社のお仕事内容を紹介します。知っている方も知らなかった方も

参考の1つにして頂き、1組でも困っているお客様のお役に立てたら幸いです。宜しくお願いします！

新築成功事例：

1,700万円の金融融資成功！

クライアントカルテNO.８

平成
24年5月号失礼ですが御社のFAXをお借りしました！

内諾成功

　実例！

こんな事が　できるんです！

こんな事が　できるんです！

こんな事が　できるんです！

舟形市H様■旦那様（39歳）：会社員　年収１９０万円■奥様（37歳）：専業主婦　【家賃5.3万円】

H様は当社に相談に来たときには、

　市内の銀行２社から否決されていた。

あきらめずに、

　セカンド・オピニオン に依頼!!

日本モーゲージプランナーズ協会は、モーゲージプランナーを育成し、世の中に貢献するＮＰＯ法人です。
モーゲージプランナーは利用者に最適な住宅ローンを中立、公正な立場からコンサルします。
そして、業務に見合う手数料を取得できる資格がＣＭＰ（協会認定住宅ローンコンサルティング上級資格者）です。

「モーゲージプランナー」ってなーに？？

現在、東北では３人しかいない数少ないプロの資格取得者です。

注目！

しかし…

奥様の親御様が年金受給者で将来同居も視野にいれ、

「子入居型住宅ローン」を提案。しかも、支払い額も家賃同等での返済となる！

私たちの少ない収入でも、融資が通るのかを教えて欲しい！

中古物件の融資って難しくありませんか？新築はビルダー様が全部段取りをして頂けます。
しかし、以外と中古物件の融資は買い手が自分で銀行に申し込みに行く1社しか融資審査をせず、

結果として、高い金利で支払っているのが現状のようです。是非、ご相談下さい。

中古物件のご購入を
お考えのお客様へ

教えてあげたいこと！



〒994-0062 山形県天童市長岡北三丁目4番26号ヒールコート長岡101号

代表取締役ＣＥＯ
伊藤 隆芳

取得資格

・宅地建物取引主任者

・(CMP)サーティファイトモーゲージプランナー

・(MP)モーゲージプランナー

・(FP)ファイナンシャルプランナー

・住宅ローンアドバイザー

TEL.023-679-5806 FAX.023-679-5783　
詳細は当社ＨＰ

天童　セカンドオピニオン で検索！

完全成功報酬制

使用可能
融資機関

< 山  形  版 > 山形銀行・きらやか銀行・荘内銀行・山形信金・みずほ銀行・七十七銀行 etc…

< フラット35 > 約20社

■コンサルティングサービス

■マッチング報酬…上限で借入金額の2%+消費税 

氏　名：伊藤　隆芳　Ｓ48.9.20(38歳)

住まい：天童市在住で5人家族の大黒柱です！

現在、トータル450～500件の融資案件に

関わる成功率88％位。
この時代だからこそ返せる資金計算など
　　　顧客のニーズに合わせ提案致します。

お支払いも安心
！

顧客想いの業者様専用

【業者様各位】

難しい融資案件、否決になった案件もお任せ下さい！

「メールでも受付けております！」

弊社に足を運ばれる前に、メールでお悩み・質問等も受付けております。お気軽にご相談ください、お答えいたします！

Ａコース

Ｃコース

Ｂコース

個人情報調査、分析＋提案書作成・提案

各住宅ローン数種類、助言・選定＋提案書提出

融資完全報酬

…25,000円（税別）

…25,000円（税別）
…融資額2％＋消費税

e-mail.info@second-op.com

特定非営利活動法人
日本モーゲージプランナーズ協会　山形宮城支店
会員番号：ＣＭＰ 10 092 000116 

安心ダイヤル

すべてはお客様の笑顔のために！

の お手伝いをさせて下さい！

皆さん、お世話になっております。モーゲージプランナーのセカンド・オピニオンの伊藤です。
美味しいサクランボが実る頃となりましたね！さて、今回の当社のお仕事内容を紹介します。知っている方も

知らなかった方も参考の1つにして頂き、1組でも困っているお客様のお役に立てたら幸いです。宜しくお願いします！

経営成功事例：

2,100万円の金融融資成功！

クライアントカルテNO.９

平成
24年6月号失礼ですが御社のFAXをお借りしました！

内諾成功

　実例！

こんな事が　できるんです！

こんな事が　できるんです！

こんな事が　できるんです！

山形市K様■依頼主様（49歳/女性）：会社役員　年収３５０万円

会社経営者だが、売上が伸びず、
　メインバンクからも断られた。

これ以上の解決手段もみつからず、

　セカンド・オピニオン に依頼!!

日本モーゲージプランナーズ協会は、モーゲージプランナーを育成し、世の中に貢献するＮＰＯ法人です。
モーゲージプランナーは利用者に最適な住宅ローンを中立、公正な立場からコンサルします。
そして、業務に見合う手数料を取得できる資格がＣＭＰ（協会認定住宅ローンコンサルティング上級資格者）です。

「モーゲージプランナー」ってなーに？？

現在、東北では３人しかいない数少ないプロの資格取得者です。

注目！

会社の決算報告書の分解、分析などのコンサルは、
個々での条件が異なるので相談ください。色々な手法があります。

中古物件の融資って難しくありませんか？新築はビルダー様が全部段取りをして頂けます。
しかし、以外と中古物件の融資は買い手が自分で銀行に申し込みに行く1社しか融資審査をせず、

結果として、高い金利で支払っているのが現状のようです。是非、ご相談下さい。

中古物件の
ご購入を

お考えのお客様へ!



〒994-0062 山形県天童市長岡北三丁目4番26号ヒールコート長岡101号

代表取締役ＣＥＯ
伊藤 隆芳

取得資格

・宅地建物取引主任者

・(CMP)サーティファイトモーゲージプランナー

・(MP)モーゲージプランナー

・(FP)ファイナンシャルプランナー

・住宅ローンアドバイザー

TEL.023-679-5806 FAX.023-679-5783　
詳細は当社ＨＰ

天童　セカンドオピニオン で検索！

完全成功報酬制

使用可能
融資機関

< 山  形  版 > 山形銀行・きらやか銀行・荘内銀行・山形信金・みずほ銀行・七十七銀行 etc…

< フラット35 > 約20社

■コンサルティングサービス

■マッチング報酬…上限で借入金額の2%+消費税 

氏　名：伊藤　隆芳　Ｓ48.9.20(38歳)

住まい：天童市在住で5人家族の大黒柱です！

現在、トータル450～500件の融資案件に

関わる成功率88％位。
この時代だからこそ返せる資金計算など
　　　顧客のニーズに合わせ提案致します。

お支払いも安心
！

顧客想いの業者様専用

【業者様各位】

難しい融資案件、否決になった案件もお任せ下さい！

「メールでも受付けております！」

弊社に足を運ばれる前に、メールでお悩み・質問等も受付けております。お気軽にご相談ください、お答えいたします！

Ａコース

Ｃコース

Ｂコース

個人情報調査、分析＋提案書作成・提案

各住宅ローン数種類、助言・選定＋提案書提出

融資完全報酬

…25,000円（税別）

…25,000円（税別）
…融資額2％＋消費税

e-mail.info@second-op.com

特定非営利活動法人
日本モーゲージプランナーズ協会　山形宮城支店
会員番号：ＣＭＰ 10 092 000116 

安心ダイヤル

すべてはお客様の笑顔のために！

の お手伝いをさせて下さい！

皆さん、お世話になっております。モーゲージプランナーのセカンド・オピニオンの伊藤です。
夏休みも目の前！家族との思い出作りに出かけませんか！さて、今回の当社のお仕事内容を紹介します。知っている方も

知らなかった方も参考の1つにして頂き、1組でも困っているお客様のお役に立てたら幸いです。宜しくお願いします！

経営成功事例：

2,800万円の金融融資成功！

クライアントカルテNO.10

平成
24年7月号失礼ですが御社のFAXをお借りしました！

内諾成功

　実例！

こんな事が　できるんです！

こんな事が　できるんです！

こんな事が　できるんです！

新庄市S様■依頼主様（28歳/女性）：離婚して小さな2人のお子様との3人暮らし。年収３５０万円。

弊社に来る半年前、既に２社の銀行から否決。
これ以上の解決手段もみつからず、

　セカンド・オピニオン に依頼!!

日本モーゲージプランナーズ協会は、モーゲージプランナーを育成し、世の中に貢献するＮＰＯ法人です。
モーゲージプランナーは利用者に最適な住宅ローンを中立、公正な立場からコンサルします。
そして、業務に見合う手数料を取得できる資格がＣＭＰ（協会認定住宅ローンコンサルティング上級資格者）です。

「モーゲージプランナー」ってなーに？？

現在、東北では３人しかいない数少ないプロの資格取得者です。

注目！

否決の理由を掘り出す。　銀行からは総合的な判断で不可能と言われましたが、

実際のところ銀行も理解不十分でした。保証会社だけがわかる状態だったのです。

コンサルの結果　→過去の返済履歴と今のクレジットカードの多さが否決された理由でした。

半年かけて、クレジットカードの解約と、借り入れ７０万円を完済しました。月々1,5万円の余裕が出来るように

＜家計簿コンサル＞を実行。その金額を財形貯蓄にしたのです。S様の努力が実り、

今月７月に、見事に2,800万円の融資内諾が出たのです！



〒994-0062 山形県天童市長岡北三丁目4番26号ヒールコート長岡101号

代表取締役ＣＥＯ
伊藤 隆芳

取得資格

・宅地建物取引主任者

・(CMP)サーティファイトモーゲージプランナー

・(MP)モーゲージプランナー

・住宅ローンアドバイザー

TEL.023-679-5806 FAX.023-679-5783　
詳細は当社ＨＰ

天童　セカンドオピニオン で検索！

完全成功報酬制

使用可能
融資機関

< 山  形  版 > 山形銀行・きらやか銀行・荘内銀行・山形信金・みずほ銀行・七十七銀行 etc…

< フラット35 > 約20社

■コンサルティングサービス

■マッチング報酬…上限で借入金額の2%+消費税 

氏　名：伊藤　隆芳　Ｓ48.9.20(38歳)

住まい：天童市在住で5人家族の大黒柱です！

現在、トータル450～500件の融資案件に

関わる成功率88％位。
この時代だからこそ返せる資金計算など
　　　顧客のニーズに合わせ提案致します。

お支払いも安心
！

顧客想いの業者様専用

【業者様各位】

難しい融資案件、否決になった案件もお任せ下さい！

「メールでも受付けております！」

弊社に足を運ばれる前に、メールでお悩み・質問等も受付けております。お気軽にご相談ください、お答えいたします！

Ａコース

Ｃコース

Ｂコース

個人情報調査、分析＋提案書作成・提案

各住宅ローン数種類、助言・選定＋提案書提出

融資完全報酬

…25,000円（税別）

…25,000円（税別）
…融資額2％＋消費税

e-mail.info@second-op.com

特定非営利活動法人
日本モーゲージプランナーズ協会　山形宮城支店
会員番号：ＣＭＰ 10 092 000116 

安心ダイヤル

すべてはお客様の笑顔のために！

の お手伝いをさせて下さい！

皆さん、お世話になっております。モーゲージプランナーのセカンド・オピニオンの伊藤です。
共に今年のあっづい夏も乗り越えていきましょう！さて、今回の当社のお仕事内容を紹介します。知っている方も

知らなかった方も参考の1つにして頂き、1組でも困っているお客様のお役に立てたら幸いです。宜しくお願いします！

経営成功事例：

平成
24年8月号失礼ですが御社のFAXをお借りしました！

内諾成功

　実例！

こんな事が　できるんです！

こんな事が　できるんです！

こんな事が　できるんです！

日本モーゲージプランナーズ協会は、モーゲージプランナーを育成し、世の中に貢献するＮＰＯ法人です。
モーゲージプランナーは利用者に最適な住宅ローンを中立、公正な立場からコンサルします。
そして、業務に見合う手数料を取得できる資格がＣＭＰ（協会認定住宅ローンコンサルティング上級資格者）です。

「モーゲージプランナー」ってなーに？？

現在、東北では３人しかいない数少ないプロの資格取得者です。

注目！

中古物件の融資って難しくありませんか？　新築はビルダー様が全部段取りをして頂けます。
しかし、以外と中古物件の融資は購入者の方自身で銀行に申し込みに行く1社しか融資審査しません。
結果として、購入者の方は高い金利を支払っているのが現状のようです。
今よりも、もう少し安い金利にする方法があるかもしれません。将来の為にもぜひ、ご相談下さい。

中古物件の
ご購入を

お考えのお客様へ!

2,600万円の金融融資成功！

クライアントカルテNO.11

■依頼主様　白鷹市I様（28歳）開業2年目：年収350万円　奥様専業主婦　子供４歳の3人家族

弊社に来る半年前と2週間前、
　　既に２社の銀行から否決。

悩んでいた時に、友人のすすめで

　セカンド・オピニオン に依頼!!

確定申告を見る限り、開業２年目とかさねて売上があまり上がっていないのが原因でした。

確定申告を分析コンサルすると、かえって地元金融機関の方が融資がとおる確率が高いのです。

地元の取引会社や、将来の見通しのなどの観点から地元銀行で2,600万円の融資内諾が出ました！

個人で開業している方にはよくあるケース！個人で開業している方にはよくあるケース！個人で開業している方にはよくあるケース！個人で開業している方にはよくあるケース！個人で開業している方にはよくあるケース！

自己紹介



春より債務整理されたという履歴は、よほどの滞納歴がない限り個人情報には



〒994-0062 山形県天童市長岡北三丁目4番26号ヒールコート長岡101号

代表取締役ＣＥＯ
伊藤 隆芳

取得資格

・宅地建物取引主任者

・(CMP)サーティファイトモーゲージプランナー

・(MP)モーゲージプランナー

・住宅ローンアドバイザー

TEL.023-679-5806 FAX.023-679-5783　
詳細は当社ＨＰ

天童　セカンドオピニオン で検索！

完全成功報酬制

使用可能
融資機関

< 山  形  版 > 山形銀行・きらやか銀行・荘内銀行・山形信金・みずほ銀行・七十七銀行 etc…

< フラット35 > 約20社

■コンサルティングサービス

■マッチング報酬…上限で借入金額の2%+消費税 

氏　名：伊藤　隆芳　Ｓ48.9.20(39歳)

住まい：天童市在住で5人家族の大黒柱です！

現在、トータル450～500件の融資案件に

関わる成功率約88％!!
この時代だからこそ返せる資金計算など
　　　顧客のニーズに合わせ提案致します。

お支払いも安心
！

顧客想いの業者様専用

【業者様各位】

難しい融資案件、否決になった案件もお任せ下さい！

「メールでも受付けております！」

弊社に足を運ばれる前に、メールでお悩み・質問等も受付けております。お気軽にご相談ください、お答えいたします！

Ａコース

Ｃコース

Ｂコース

個人情報調査、分析＋提案書作成・提案

各住宅ローン数種類、助言・選定＋提案書提出

融資完全報酬

…25,000円（税別）

…25,000円（税別）
…融資額2％＋消費税

e-mail.info@second-op.com

特定非営利活動法人
日本モーゲージプランナーズ協会　山形宮城支店
会員番号：ＣＭＰ 10 092 000116 

安心ダイヤル

すべてはお客様の笑顔のために！

の お手伝いをさせて下さい！

皆さん、お世話になっております。モーゲージプランナーのセカンド・オピニオンの伊藤です。いっきに秋の

気温となりました！体調管理に気をつけましょう。さて、今回の当社のお仕事内容を紹介します。知っている方も

知らなかった方も参考の1つにして頂き、1組でも困っているお客様のお役に立てたら幸いです。宜しくお願いします！

経営成功事例：

平成
24年10月号失礼ですが御社のFAXをお借りしました！

内諾成功

　実例！

日本モーゲージプランナーズ協会は、モーゲージプランナーを育成し、世の中に貢献するＮＰＯ法人です。
モーゲージプランナーは利用者に最適な住宅ローンを中立、公正な立場からコンサルします。
そして、業務に見合う手数料を取得できる資格がＣＭＰ（協会認定住宅ローンコンサルティング上級資格者）です。

「モーゲージプランナー」ってなーに？？

現在、東北では３人しかいない数少ないプロの資格取得者です。

注目！

中古物件の融資って難しくありませんか？　新築はビルダー様が全部段取りをして頂けます。
しかし、以外と中古物件の融資は購入者の方自身で銀行に申し込みに行く1社しか融資審査しません。
結果として、購入者の方は高い金利を支払っているのが現状のようです。
今よりも、もう少し安い金利にする方法があるかもしれません。将来の為にもぜひ、ご相談下さい。

中古物件の
ご購入を

お考えのお客様へ!

2,500万円の金融融資成功！

クライアントカルテNO.13

■依頼主様　山形市F様（40歳）会社員：年収380万円　奥様/専業主婦　子供5歳と3歳の4人家族

弊社に来る前に
　　1社の銀行から否決。

どうしても融資が必要だった為、

　セカンド・オピニオン に依頼!!

自己紹介

依頼主様は、不便な地域に住んでおり、現在お子様が通学する小学校が来年には閉鎖になる事が決定してしまいました。
お子様の学校生活の為にも、引っ越して新たな生活をと新築を希望。しかし、中古物件の融資銀行よりＮＧ回答を受けてしまったのです。

理由
　約10年前に中古物件を購入し、残りの住宅ローンがまだ約700万円あった為です。

通常住宅融資の性質上、抵当権者【中古融資を組んだ銀行】でしか融資が組めません。しかし、フラット35では
これが可能になるのです。現在の返済額と年収を考慮して、2500万円の融資内諾が可能となりました。

こんな事が　できるんです！

こんな事が　できるんです！

こんな事が　できるんです！



〒994-0062 山形県天童市長岡北三丁目4番26号ヒールコート長岡101号

代表取締役ＣＥＯ
伊藤 隆芳

取得資格

・宅地建物取引主任者

・(CMP)サーティファイトモーゲージプランナー

・(MP)モーゲージプランナー

・住宅ローンアドバイザー

・日本住宅ローン上級診断士　

TEL.023-679-5806 FAX.023-679-5783　
詳細は当社ＨＰ

天童　セカンドオピニオン で検索！

完全成功報酬制

使用可能
融資機関

< 山  形  版 > 山形銀行・きらやか銀行・荘内銀行・山形信金・みずほ銀行・七十七銀行 etc…

< フラット35 > 約20社

■コンサルティングサービス

■マッチング報酬…上限で借入金額の2%+消費税 

氏　名：伊藤　隆芳　Ｓ48.9.20(39歳)

住まい：天童市在住で5人家族の大黒柱です！

現在、トータル450～500件の融資案件に関わる

成功率約88％!!この時代だからこそ返せる
資金計算など顧客のニーズに合わせ提案致します。

お支払いも安心
！

顧客想いの業者様専用

【業者様各位】

難しい融資案件、否決になった案件もお任せ下さい！

「メールでも受付けております！」

弊社に足を運ばれる前に、メールでお悩み・質問等も受付けております。お気軽にご相談ください、お答えいたします！

Ａコース

Ｃコース

Ｂコース

個人情報調査、分析＋提案書作成・提案

各住宅ローン数種類、助言・選定＋提案書提出

融資完全報酬

…25,000円（税別）

…25,000円（税別）
…融資額2％＋消費税

e-mail.info@second-op.com

■一般社団法人　日本住宅ローン診断士協会

　会員番号：10-10-2000116

■特定非営利活動法人 日本モーゲージプランナーズ協会

　山形宮城支店　　会員番号：ＣＭＰ 10 092 000116 

安心ダイヤル

すべてはお客様の笑顔のために！

の お手伝いをさせて下さい！

※① 全国銀行個人信用情報センター　② ＣＩＣ　③ ＪＩＣＣ　の３点です。

皆さん、お世話になっております。住宅コンサルタント セカンド・オピニオンの伊藤です。新しい資格をとりました。

「日本住宅ローン上級診断士」です。今後の経営に活かしたいですね！さて、今回の当社のお仕事内容を紹介します。

知っている方も知らなかった方も参考の1つにして頂き、1組でも困っているお客様のお役に立てたら幸いです。

経営成功事例：

平成
24年11月号失礼ですが御社のFAXをお借りしました！

内諾成功

　実例！

日本モーゲージプランナーズ協会は、モーゲージプランナーを育成し、世の中に

貢献するＮＰＯ法人です。利用者に最適な住宅ローンを中立、公正な立場から

コンサルします。そして、業務に見合う手数料を取得できる資格が

ＣＭＰ（協会認定住宅ローンコンサルティング上級資格者）です。

「モーゲージプランナー」ってなーに？？

現在、東北では３人しかいない
　数少ないプロの資格取得者です。

2,500万円の金融融資成功！

クライアントカルテNO.14

■依頼主様　山形市K様（42歳）会社員：年収430万円　同居中のご両親70歳代の3人家族

10年前に自己破産
現在は借家だが、やはり自分の資産が欲しい！！

　目標のためにも

自己紹介

ポイント

こんな事が　できるんです！

こんな事が　できるんです！

こんな事が　できるんです！情報開示【3か所(※)】をして頂き、過去に自己破産した会社とリンクさせます。
1. 借りた会社の情報が消えているか。
2. 何故自己破産したのか詳細を提示（主債務か連帯保証かでも違います。）
3. その当時の支払い状況のヒアリングなど。

セカンド・オピニオン に依頼!!

結果、1社だけ個人情報が残っていました。クライアント様よりその会社へ連絡して頂き、個人情報が

いつ消えるのか月日を確認します。（この場合、個人差とケースがあり異なります。）

その後削除されたのを確認し、改めて融資打診後2500万円内諾が可能となりました。

「日本住宅ローン上級診断士」ってなーに？？

　　　　　当協会提携の貸金業登録企業からの依頼により、住宅

　　　ローン斡旋（媒介）希望者の住宅ローン組成に関する調査及び

業務を受託する事ができます。上級資格である住宅ローン上級診

断士は、他の診断士と案件の共同組成ができる（報酬分配）制度が

あり、直接斡旋業務まで行える貸金業代理店となれる資格です。

ＮＥＷ

注目！



〒994-0062 山形県天童市長岡北三丁目4番26号ヒールコート長岡101号

代表取締役ＣＥＯ
伊藤 隆芳

取得資格

・宅地建物取引主任者

・(CMP)サーティファイトモーゲージプランナー

・(MP)モーゲージプランナー

・住宅ローンアドバイザー

・日本住宅ローン上級診断士　

TEL.023-679-5806 FAX.023-679-5783　
詳細は当社ＨＰ

天童　セカンドオピニオン で検索！

完全成功報酬制

使用可能
融資機関

< 山  形  版 > 山形銀行・きらやか銀行・荘内銀行・山形信金・みずほ銀行・七十七銀行 etc…

< フラット35 > 約20社

■コンサルティングサービス

■マッチング報酬…上限で借入金額の2%+消費税 

氏　名：伊藤　隆芳　Ｓ48.9.20(39歳)

住まい：天童市在住で5人家族の大黒柱です！

現在、トータル450～500件の融資案件に関わる

成功率約88％!!この時代だからこそ返せる
資金計算など顧客のニーズに合わせ提案致します。

お支払いも安心
！

顧客想いの業者様専用

【業者様各位】

難しい融資案件、否決になった案件もお任せ下さい！

「メールでも受付けております！」

弊社に足を運ばれる前に、メールでお悩み・質問等も受付けております。お気軽にご相談ください、お答えいたします！

Ａコース

Ｃコース

Ｂコース

個人情報調査、分析＋提案書作成・提案

各住宅ローン数種類、助言・選定＋提案書提出

融資完全報酬

…25,000円（税別）

…25,000円（税別）
…融資額2％＋消費税

e-mail.info@second-op.com

■一般社団法人　日本住宅ローン診断士協会

　会員番号：10-10-2000116

■特定非営利活動法人 日本モーゲージプランナーズ協会

　山形宮城支店　　会員番号：ＣＭＰ 10 092 000116 

安心ダイヤル

すべてはお客様の笑顔のために！

の お手伝いをさせて下さい！

皆さん、お世話になっております。住宅コンサルタント セカンド・オピニオンの伊藤です。新しい資格をとりました。

「日本住宅ローン上級診断士」です。これで、新たな問題も解決です！さて、今回の当社のお仕事内容を紹介します。

知っている方も知らなかった方も参考の1つにして頂き、1組でも困っているお客様のお役に立てたら幸いです。

経営成功事例：

平成
24年12月号失礼ですが御社のFAXをお借りしました！

内諾成功

　実例！

日本モーゲージプランナーズ協会は、モーゲージプランナーを育成し、世の中に

貢献するＮＰＯ法人です。利用者に最適な住宅ローンを中立、公正な立場から

コンサルします。そして、業務に見合う手数料を取得できる資格が

ＣＭＰ（協会認定住宅ローンコンサルティング上級資格者）です。

「モーゲージプランナー」ってなーに？？

現在、東北では３人しかいない
　数少ないプロの資格取得者です。

2,380万円の金融融資成功！

クライアントカルテNO.15

■依頼主様　寒河江市Ｎ様 シングルマザー（41歳）転職して4ヶ月目。　お子様は14歳と9歳。

通常融資の基準に
　乗らないクライアント様

今の借家の契約が切れる事、そして老朽化で更新が不可能であるため、

近くの建売が欲しいと

自己紹介

こんな事が　できるんです！

こんな事が　できるんです！

こんな事が　できるんです！

セカンド・オピニオン に依頼!!

しかし、Ｎ様は前職が同系職のお仕事ということが強みでした。正社員になり、3か月分の給与明細と

賞与を計算し、確定年収での審査をしました。将来的にお子様の教育費の余裕も欲しいとの依頼で2380万円の

融資内諾しました。詳しい方法は個人差があります。

「日本住宅ローン上級診断士」ってなーに？？

　　　　　当協会提携の貸金業登録企業からの依頼により、住宅

　　　ローン斡旋（媒介）希望者の住宅ローン組成に関する調査及び

業務を受託する事ができます。上級資格である住宅ローン上級診

断士は、他の診断士と案件の共同組成ができる（報酬分配）制度が

あり、直接斡旋業務まで行える貸金業代理店となれる資格です。

ＮＥＷ

注目！

以前は、勤務期間が3年間を過ぎないと融資審査自体が出来ずＮＧ　ですが現在は1年間の勤務状況【正社員】の給与からの審査となるのが現状です。

これは年間でこの収入が入ると裏付けした形で審査するからです。

理由

中古物件の融資って難しくありませんか？　新築はビルダー様が全部段取りをして頂けます。
しかし、以外と中古物件の融資は購入者の方自身で銀行に申し込みに行く1社しか融資審査しません。
結果として、購入者の方は高い金利を支払っているのが現状のようです。
今よりも、もう少し安い金利にする方法があるかもしれません。将来の為にもぜひ、ご相談下さい。

中古物件の
ご購入を

お考えのお客様へ!

通常、勤務期間【正社員】1年間の状況の給与からの融資審査となるのが現状です。
（これは年間でこれだけの収入が入ると裏付けした形で審査するからです。）
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