


〒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＞

・宅地建物取引士　

・(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.023-606-5372
詳細は当社ＨＰをチェック！

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 < 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

氏　名：伊藤　隆芳　Ｓ48.9.20(42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
！

【業者様各位】

「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！

困った時はセカンド・オピニオンへ！
お手伝いいたします！

< 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…

難しい融資案件、否決になった案件もお任せ下さい！難しい融資案件、否決になった案件もお任せ下さい！

※お客様の状況により異なります。ご了承下さい。

顧客想いの業者様専用！

2月号勝手ながら、ファックスを送らせて頂きます。

自己紹介

お世話になっております。セカンド・オピニオン　伊藤です。
1月だけで芸能界ニュースを初め、世界情勢、事件等々、毎日何かしらビックリ情報が飛びかって

います。そして1月末には『日銀がマイナス金利を導入』。今後の住宅ローンに大きな変化が訪れ

そうです。目が離せません。さて、今回のお知らせする案件はこちらです。知っている方も知らな

かった方も参考の1つにして頂くと幸いです。宜しくお願いします！

経営成功事例：クライアントカルテ№50

平成
28年

フラット35
の金利情報は？

1.48％

今月の

1月の金利から0.06%下がりました。

固定
金利

まずは、すべての売り上げを見ます。そして、店の経費などを見る事により、所得となる部分も出てき

ます。最終的に約270万円の所得があることがわかりました。※奥様は専従者給与、つまり同一生計と

みられる為、残念ながらあまり融資の参考にはならないのです。この他には、自己資金もありました。

しかし、車のローンもあったために、ここは返済融資率を下げる為にも、これを全て自己資金で返済し

たのです。結果として2,000万円の融資に成功する事が出来ました。

《今回のコンサルティングはＣコースです。》

2,000万円の金融融資成功！

■依頼主様

来店時の
状　況

リフォームを希望したいが、
自営業の低収入により1社からＮＧ

ＨＰから検索をして、こちらを確認。

セカンド・オピニオン へ依頼!!

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！

南陽市在住　Ｍ様：依頼人/旦那様：38歳（自営業/年収約190万円）　・奥様：38歳（自営業/約100万円）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　・お子様/2人

・貸金業務取扱主任者

Ｍ様の邸宅は、代々続く立派な家で築50年目。こちらをリフォームしたいとの事です。

家族全員の仕事は「自営業」。自営業経営で所得が低かったのです。そのため、融資が1件ＮＧでした。

解決
方法は

こちら！

内諾成功

　実例！
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＞

・宅地建物取引士　

・(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.023-606-5372
詳細は当社ＨＰをチェック！

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 < 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

氏　名：伊藤　隆芳　Ｓ48.9.20(42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
！

【業者様各位】

「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！

困った時はセカンド・オピニオンへ！
お手伝いいたします！

< 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…

難しい融資案件、否決になった案件もお任せ下さい！難しい融資案件、否決になった案件もお任せ下さい！

※お客様の状況により異なります。ご了承下さい。

顧客想いの業者様専用！

7月号勝手ながら、ファックスを送らせて頂きます。

自己紹介

お世話になっております。セカンド・オピニオン　伊藤です。
英国のEU離脱をきっかけに今後の世界情勢がめまぐるしく変わっていくのでしょうか。

これは日本にも影響が出てくるのは時間の問題ですね。その1つとして金利の変化に波が生じて

います。今後も注意してみていきましょう。もちろん、熱中症対策もシッカリしていきましょう。

今回も私のお仕事を知っている方も知らなかった方も参考の1つにして頂くと幸いです。

経営成功事例：クライアントカルテ№55

平成
28年

フラット35の金利
情報は？

0.93％

今月の

5月の金利から0.17%下がりました。

固定
金利

奥様が正社員になり、8.9か月しか経過しておりません。しかし、そこから一年分の所得を算出し、【主債務/

奥様　連帯責務/旦那様】にと、融資を逆にしたのです。これにより、主債者の奥様に生命保険をかけることに

なりました。もちろん融資も満額出るようになりました。結果として合計3,300万円の融資に成功する事が

出来たのです。

3,300万円の金融融資成功！

■依頼主様

来店時の
状　況

依頼人、旦那様の健康面が原因で
NG。どうしたらいいのかわからない

インターネットで検索

セカンド・オピニオン へ依頼!!

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！

上山市在住　M様：依頼人/旦那様：29歳（正社員/年収360万円）　

　　　　　　　　　　　・奥　様：29歳（正社員/9か月） ・お子様：2歳と1歳の4人家族

・貸金業務取扱主任者

融資を組んだ当初は何も問題がなかったのですが、その後、旦那様が病気を発症したのです。

銀行の場合、生命保険を銀行側負担で掛けます。しかし病気が原因で生命保険をかけられない状況に

なりました。そうです、加入していないと融資が組めない仕組みになっています。

解決
方法は

こちら！

内諾成功

　実例！
内諾成功

　実例！

※この金利は21年以上～35年以下の金利です。







〒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＞

・宅地建物取引士　

・(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.023-606-5372
詳細は当社ＨＰをチェック！

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 < 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

氏　名：伊藤　隆芳　Ｓ48.9.20(43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
！

【業者様各位】

「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！

困った時はセカンド・オピニオンへ！
お手伝いいたします！

< 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…

難しい融資案件、否決になった案件もお任せ下さい！難しい融資案件、否決になった案件もお任せ下さい！

※お客様の状況により異なります。ご了承下さい。

顧客想いの業者様専用！

10月号勝手ながら、ファックスを送らせて頂きます。

自己紹介

お世話になっております。セカンド・オピニオン　伊藤です。
収穫と食欲の秋のはずなんですが、台風の影響で食卓には厳しい秋となっております。

農作物の被害がこれ以上広がらないことを願います。台風もですが、日銀の金融政策にも

目が離せない現状となっておりますね。さてさて今回も私のお仕事を知っている方も

知らなかった方も参考の1つにして頂くと幸いです

経営成功事例：クライアントカルテ№58

平成
28年

フラット35の金利
情報は？

1.06％

今月の

9月の金利から0.04%上がりました。

固定
金利

早速、Ｈ様の個人情報開示していただきました。それから、実家の両親の協力もあり40万の

完済金を頂き返済。返済後は私生活を改め、約三か月間は借入れをせず、ショッピングも

現金のみで生活に改めました。シングルマザー単独の新築であり、安価の土地だった為、

結果として合計2,200万円の融資に成功する事が出来たのです。

2,200万円の金融融資成功！

■依頼主様

来店時の
状　況

家族3人で住める一戸建てを希望。
しかし、Ｈ様の経歴に多数のＮＧ理由あり

ＨＰより当社を知った。

セカンド・オピニオン へ依頼!!

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！

村山市在住　Ｈ様：依頼人/奥様（シングルマザー）：年収320万円　・お子様：18歳・16歳の3人家族

・貸金業務取扱主任者

Ｈ様は当初、消費者金融に40万円の借り入れがありました。そして過去には

債務整理されていたのです。。この状況では住宅ローンを組むのに銀行側からのＮＧは当たり前です。

しかしそんな状況でも、新築希望で融資が組めるのかどうかを依頼したく来店されました。

解決
方法は

こちら！

内諾成功

　実例！
内諾成功

　実例！

※この金利は21年以上～35年以下の金利です。
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