
〒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、今年も宜しくお願いします！。住宅コンサルタント セカンド・オピニオンの伊藤です。資格取得の成果が

でてきました！「日本住宅ローン上級診断士」です。新たな問題も解決します！解決次第このお仕事内容を紹介しますネ。

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
25年1月号失礼ですが御社のFAXをお借りしました！

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。

2,800万円の金融融資成功！

クライアントカルテNO.16

■依頼主様　天童市O様 旦那様：年収450万円　奥様：パート年収：100万円　お子様：4才

自己紹介

「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！

否決された理由

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!

「日本住宅ローン上級診断士」

家族と共に話の場をもうけ、借り入れの内容をあまり知らなかった奥様にもすべてを話し、自己資金を御両親から

援助して頂きました。個人情報も大丈夫と判断、完済後は消費者金融会社から退会証明・完済証明を頂き、

3か月間に渡り『家計簿再生コンサルティング』をした後に融資内諾2,800万円に成功しました。

弊社に来る前に
　　1社の銀行から否決。

家を購入する融資が必要だった為、

　セカンド・オピニオン に依頼!!

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！旦那様の消費者金融会社からの借り入れ額200万円有。しかも過去10年以上も利用していた為。

内諾成功

　実例！

※『家計再生コンサルティング』は、建物（一戸建・マンション等々）を取得できたお客様の統計を基に行います。モーゲージプランナー内では数少ない解決案件です。



〒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！

皆さん、今年も宜しくお願いします！。住宅コンサルタント セカンド・オピニオンの伊藤です。インフルが
猛威をみせるこの時期！皆様も気をつけて参りましょう！今回の案件は、前回と類似していますが、今回は夫婦verです。

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
25年2月号失礼ですが御社のFAXをお借りしました！

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。

例え、夫婦で借入れ＋ローンがあっても大丈夫！

クライアントカルテNO.17

■依頼主様　寒河江市N様 旦那様：年収350万円　奥様：年収200万円　お子様：8歳・12歳　4人家族

自己紹介

「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！

否決された理由

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!

「日本住宅ローン上級診断士」

弊社に来る前に
　　1社の銀行から否決。

今の借家を購入する融資が必要だった為、

　セカンド・オピニオン に依頼!!
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！
旦那様が消費者金融会社からの借入れ額100万円有。奥様も50万円。プラス車のローンが150万円。

内諾成功

　実例！

夫婦の年収があるため、800万円の購入資金は可能性があると判断しました。しかし、問題は消費者金融とその返済

履歴です。N様夫婦の場合は、履歴を調べても問題無しと無事にクリア。その後は、借先を消費者金融から【銀行ローン】に

変更。借換え半年を経過した頃には全ての返済をして頂きました。その後は内諾成功。それぞれ個々の情報により

ポイントがあります。



〒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！

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。
さて、3月の決算の時期となりました！解決できなかった案件をスッキリさせてから来期へと向かいたいですね！

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
25年3月号失礼ですが御社のFAXをお借りしました！

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。

2,900万円の金融融資成功！

クライアントカルテNO.18

■依頼主様　山形市在住　旦那様45歳　320万円　奥様44歳　350万円　お子様無

自己紹介

「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！

来店時の状況

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!

「日本住宅ローン上級診断士」

　しかし幸いにも、奥様の実家に住んでいることもあり、奥様の父親【年金収入】と奥様との親子リレーをご提案しました。

奥様の預金があり【外資系の保険の積立】を崩し、なおかつ奥様の車のローンも完全返済。ローン返済後の完済証明を

提出して頂きます。旦那様の退会証明を添付後、融資内諾2900万円に成功しました。奥様がいたからこそできた案件ですね。

個人情報に借入れ
　できない事情があった。

今の最悪な状況を改善するために、

　セカンド・オピニオン に依頼!!

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！旦那様の個人情報が悪く【過去の返済方法に問題がありましたが、今は完済済みの状態】

今後3年間は情報が回復しないと判断し、これ以上の銀行からの借入れは不可能でした。

内諾成功

　実例！



〒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！



〒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。
ＧＷはどうおすごしでしたか？充実した連休はおくれたでしょうか。こんな時は家族との時間を大事にしたいですね！

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
25年5月号失礼ですが御社のFAXをお借りしました！

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。

2,100万円の金融融資成功！

クライアントカルテNO.20

■依頼主様

自己紹介

「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！

来店時の

状　況

「日本住宅ローン上級診断士」

弊社来店時には2社から否決
新築を建てたいために

　セカンド・オピニオン に依頼!!

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！

内諾成功

　実例！

白鷹町在住　ご主人38歳　年収360万円　奥様　専業主婦　お子様2人

全ての情報を開示して頂き、ご実家の援助を受けすべて完済、解約をしました。その後2か月おきに個人情報をすべて確認しながら

のサポート対応をしました。通常金融機関では、完済してもこれだけの借入会社がありますと、1年～1年半は融資を付けることが

困難となります。実家の敷地内に新築をとの話もあり、お父様との連名での融資内諾　2100万円に成功しました。

今回は奇跡的に、ほとんど滞納返済遅れが無かった為に通せた案件です。 

借入額は少ないですが、消費者金融会社が2か所、クレジットカード会社関係は6か所もの

多くの会社から借りていたのが原因です。

※この度の案件は、下記のコンサルティングサービス【Ｃコース】に当てあまる依頼内容です。ご参考下さい。
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