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家賃並みで  　　　マイホーム！家賃並みで  　　　マイホーム！で買える

住まいづくり体験フェア開催住まいづくり体験フェア開催

外国人だから不安が沢山
57歳　　　常総市　　　Ｐ様

月々の返済額  　　　　円
ボーナス　 円

90,034
0

●年収　360万円　●土地無し
●自己資金 0円●借入額　2,500万円

永住権は持っていますが、返済期間23年の計画では月々

の支払いが多くなってしまうため息子名義で計画を変更し

ました。ユピテルはうすさんで永住権の取得や税金の支払

いなどをお手伝いしてもらい長期での建築を予定してます。

パートの私でも融資ＯＫ
52歳　　　坂東市　　　Ｎ様

月々の返済額  　　　　円
ボーナス　 円

68,618
0

●年収　220万円　●土地無し
●自己資金 0円●借入額　2,100万円

女性一人暮らしでしかもパート。住宅ローンなんて無理だ

と思っていました。やはり一般銀行の住宅ローンでは無理

でしたがユピテルはうすさんにフラットを紹介してもらい

住宅ローンを組む事ができました。

他にもローンがあったので
41歳　　　坂東市　　　Ｓ様

月々の返済額  　　　　円
ボーナス　 円

63,905
0

●年収　320万円　●土地無し
●自己資金 0円●借入額　2,400万円

多重債務が4社だと思っていましたが、ユピテルはうすさ

んで調べた所6社もありました。多重債務の自己申告が違っ

ていたら融資が通らなかったと思います。思い切って相談

しみて良かったです。

派遣社員で個人情報も不安
34歳　　　取手市　　　Ｋ様

月々 の返済額  　　　　円
ボーナス　 円

83,497
0

●年収　522万円　●土地無し
●自己資金 0円●借入額　2,830万円

個人情報に問題があるか不安だったため、確認を取ってか

ら進めようと思いました。問題がクリアになり満を持して

計画をスタート。先々のスケジュールを立てていただき無

事着工がスタート。完成が待ち遠しいです。

シングルマザーでも大丈夫！
42歳　つくばみらい市　Ｈ様

月々 の返済額  　　　　円
ボーナス　 円

71,848
0

●年収　350万円　●土地有り
●自己資金 0円●借入額　2,500万円

一人ではローンが通るか不安でした。ダメだった場合は娘

と共同名義で申し込む予定でした。ユピテルはうすさんに

相談したところ信用金庫にて私一人の名義で申し込む事が

できました。

中古物件を探していました
32歳　　　守谷市　　　Ｈ様

月々 の返済額  　　　　円
ボーナス　 円

60,983
0

●年収　320万円　●土地無し
●自己資金 0円●借入額　2,300万円

新築は無理だと思い中古住宅を探していましたが超ローコ

スト住宅が気になり見学したところ、中古・新築の良い所

悪い所を教えていただきユピテルはうすさんにお任せする

ことにしました。土地も予算や通勤などライフスタイルに

合わせた場所を探して下さり助かりました。

私たちなら住宅ローン審査が通せる！私たちなら住宅ローン審査が通せる！

させましたさせました
低金利の

今
低金利の

今
中古物件を探していました
32歳　　　守谷市　　　Ｈ様

月々 の返済額  　　　　円
ボーナス　 円

60,983
0

●年収　320万円　●土地無し
●自己資金 0円●借入額　2,300万円

新築は無理だと思い中古住宅を探していましたが超ローコ

スト住宅が気になり見学したところ、中古・新築の良い所

悪い所を教えていただきユピテルはうすさんにお任せする

ことにしました。土地も予算や通勤などライフスタイルに

合わせた場所を探して下さり助かりました。

母子家庭で所得も少ない
39歳　　　常総市　　　Ｇ様

月々の返済額  　　　　円
ボーナス　 円

60,000
0

●年収　120万円　●土地無し
●自己資金100万円●借入額2,000万円

所得が少なかったせいか他社ではローンが通らず。一度ユ

ピテルはうすさんで見学したけど諦めかけていましたが再

度相談した所、試行錯誤やっていただいたおかげでローン

が通り念願のマイホームを手に入れる事ができました。

43歳　　　坂東市　　　Ｎ様

実家で両親と共に家族6人で暮らしており子供達の成長と

共に手狭さを感じていたので実家の敷地に新築を建てる事

にしました。ユピテルはうすさんの社員の方々の対応も良

く大満足なマイホームができました。

少額で土地も建物も手に入る

住宅ローン適齢期が過ぎていたので、ダメ元でユピテルは

うすさんに相談したところ条件の良い土地を紹介していた

だきマイホームを建てる事が出来ました。2000万円の借

入で土地と建物が手に入るなんて思ってもいませんでした。

過去にローンが通らなかった
49歳　　　坂東市　　　Ｔ様

月々の返済額  　　　　円
ボーナス　 円

67,393
0

●年収　279万円　●土地無し
●自己資金 0円  ●借入額 2,345万円

数年前に住宅ローンが通らずとても悔しい思いをしました。

年収も少なく今回も諦めていましたが信用金庫にて融資を

受ける事ができました。シングルマザーでもマイホームを

手に入れる事が出来たのでこれから家族の為に頑張ります。

他の借入も一本化できた
24歳　　　坂東市　　　Ｋ様

月々の返済額  　　　　円
ボーナス　 円

70,000
0

●年収　400万円　●土地無し
●自己資金 10万円●借入額 2,700万円

アパートの家賃がもったいないと思っていたので見学しま

した。夫婦でいくつか借入があったので住宅ローンが不安

でしたが無事ローンを組む事が出来さらに金融機関を一本

化でき月々の支払いも楽になりました。

子供の学区で土地を探したが・・・
36歳　　　守谷市　　　Ｔ様

月々 の返済額  　　　　円
ボーナス　 円

70,000
0

●年収　510万円　●土地無し
●自己資金 10万円●借入額 3,400万円

金融事故の経験があるけど
27歳　つくばみらい市　　Ｅ様

月々の返済額  　　　　円
ボーナス　 円

64,000
0

●年収　340万円　●土地無し
●自己資金10万円   ●借入額2,400万円

金融事故の経験がありローンを組むのは難しいと思ってい

ましたが思い切って相談してみたらＯＫに。子供の成長も

あり早くアパートを出たかったので良かったです。どんな

事でも相談って大切ですね。

希望地は高く諦めかけていた
35歳　　　守谷市　　　Ｎ様

希望のエリアはどこも土地が高く、大手ハウスメーカーで

は予算オーバーでした。そんな中、ローコスト専門店のユ

ピテルはうすさんに相談したところ、多少土地は高くても

自分の予算に合った家を建てる事ができました。

月々 の返済額  　　　　円
ボーナス　 円

89,000
0

●年収　500万円　●土地無し
●自己資金 0万円●借入額2,000万円

月々の返済額  　　　　円
ボーナス　 円

80,000
0

●年収　450万円　●土地無し
●自己資金500万円●借入額 2,800万円

実家の敷地を有効活用

53歳　 つくばみらい市　　Ｉ様

月々の返済額  　　　　円
ボーナス　 円

80,618
0

●年収　500万円　●土地有り
●自己資金 0円●借入額　2,800万円

11/21(土)・22(日)・23(月）11/21(土)・22(日)・23(月）
商材のサンプル展示会と、お客様の想い描く間取を
実際に作成し夢のマイホームを体験をしませんか?

見学会を
きっかけに
見学会を
きっかけに実際にマイホームを実現実際にマイホームを実現

▲ 会場

新築
注文
新築
注文

建物本体価格　　付帯工事代金　　土地価格+ + コミコミ
人気プラン
コミコミ
人気プラン

キッチン 5帖

リビングダイニング
12.7 帖

物入

トイレ

玄関

洗面室

浴室

下
足
入

CL

洋室
5.3 帖

物入

CL

寝室
7.7 帖

CL

物入

バルコニー

CL

洋室
5.3 帖

■
■
■

3ＬＤＫ(S-07)
施工面積27.79坪
新築注文
（消費税抜・付帯工事・諸経費別途）

979979 万
円

※月々の返済額は各々借入時の金額です。

1,2241,224 万
円

■
■
■

4ＬＤＫ(EW-51)
施工面積32.56坪
新築注文
（消費税抜・付帯工事・諸経費別途）

リビング
ダイニング
9帖

キッチン
5帖

和室
4.5 帖

押
入

階段下収納

トイレ

洗面

浴室
玄関

WIC
主寝室
7帖

洋室
5.1 帖

ＣＬ

洋室
6帖

物入

ＣＬ

バ
ル
コ
ニ
ー

下
足
入

玄関

階段下
収納

トイレ

洗面室
浴室

キッチン
3.7 帖

リビングダイニング
4.5 帖

洋室 5.7 帖

寝室 7帖

CL

CL

CL

768768万
円

■
■
■

2ＬＤＫ(S-01)
施工面積19.28坪
新築注文
（消費税抜・付帯工事・諸経費別途）

下
足
入

建物本体価格 建物本体価格 建物本体価格

▲ ▲▲▲

お菓子
詰め放題

子供の学校を変えたくなかったので学区重視で土地を探しました。

人気エリアのため土地探しに難航し金額も予想以でした。やはり

家づくりは子供が小学校に上がる前に考えておくべきと、家造り

をし始めて気づきましたが月々の支払も無理をしない範囲で出来

たので妻も子供も喜んでおります。


