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『とりあえず 1年入会してみよう・・・・』 

今思うとこの時が運命の別れ道でした。 
 

 

 

入会のきっかけと理由 
 

 

もともとは、ある有名不動産投資家さんに感銘を受け、その方の会に入会して 

いました。 

 

いくつかの物件を紹介していただいていましたが、ある程度地元から情報が来る

ようになり、その会から紹介が来たとしても更に詳しい情報を地元の業者から

得ることも出来ていたこともあり、自分で探した方がいいのでは？と退会する

ことにしました。 

 

そのようにその会をやめる直前に村田さんのメールマガジンを取っていまして、 

3日だけ募集すると言う言葉を目にしました。 

 

今思うとこの時が運命の別れ道でした。 

 

ＨＰを見ると確かに物件の基準は厳しいし、いいかもしれない。直感で何となく

村田さんは大丈夫！？（笑）と思ったんですが、でも入会してもまた物件が 

全然紹介してもらえなかったら嫌だなとか過去に（自己責任で私が悪いのです

が）自称コンサルタントに騙されかなり痛い目を見てきてるんで、どうしよう

か迷いました。 

 

でもまぁ、1年くらい入れば（失礼ながら）本物かどうか分かるだろう。それで

駄目だったら、もうその時は自分で探すしかない。迷いはしましたが何となく

入った方が良さそうだぞと思い入会することを決意しました。 

 

どんな形であれ『不動産投資で経済的自由を達成する夢』だけは、あきらめたく

ありませんでしたから・・・。 
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村田さんに救われた事例① 
 

 

危うく業者のワナにはまるところでした・・・。 

 

ファミリータイプで6000万。利回り13％超の物件を、入会する前に地元の業者

から紹介が有りました。ある程度指値して買おうと思ってたら一番手（今思う

とダミー）が入り、悩んだ末結局5600万で買い付けを入れたことが有りま 

した。 

 

案の上一番手がこけたと言って回ってきました。ただ、村田さん・佐々木さんに

相談するも4800万じゃないと、単体で見て面白くないと厳しい回答。 

 

オリックスを使うなら枠を目一杯使った方がいいですよ、とアドバイスを頂き 

ました。 

 

一番手も嘘くさく感じていたこともあり、この物件は見送ることに。 

 

この決断が正しかったと思います。この会に入会していなかったら間違いなく

5600万でオリックスを使って買ってました。この年の目標は1棟必ず買うこと

だったので、『よし来たって！！』思ってましたから・・・。 

 

これを買ってたら今回の物件は間違いなく買えなかったと思います。 

 

 

村田さんに救われた事例② 
 
 

これで私は、村田さんの“愛”を感じました。 

 

3月に入り、当会から初の物件紹介を受けました。 

千葉の物件で利回りも良く、いいなと思ったんですが、家賃の下落がかなり 

激しいので躊躇していました。この時いただいたアドバイスは 

 

『必ず法人で買ってください。千葉銀にすぐ行って下さい。』 

とのことでした。 
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『えっ、マジで？！』と思いましたが、とりあえず千葉銀に行きました。 

 

鉄骨だったので法定耐用年数に合わせるから15年しか融資がとれない。 

個人だったら22年以上でも全然ＯＫですよ、とのこと。 

 

15年だと大幅な指値をしないと回らない為、利回りもいいし、いい物件なんて

そい滅多にないし、『いいや個人で買っちゃえっ』と思い村田さんに相談した

ところ、間髪入れずに、 

 

『benさん絶対個人で買っちゃ駄目！！法人で買ってください。指値して駄目 

だったらまた次いけばいいんです。』とのアドバイス。 

 

この時に先生は本当に私のことを思って言ってくれてるんだなというのが、 

はっきり分かりました。ただ単に、売ることが目的なら個人だと融資が付くし、

年数も長く取れるからＣＦも回るので、絶対法人にこだわらないですよね。 

 

この時、村田さんからの愛情を感じました。 

 

 

村田さんに救われた事例③ 
 
 

不安な時、この言葉にどれほど救われたことか・・・。 

 

その後自分でも物件探しは続けましたが、中々いい物件がなく、あっても1番手

になれなかったり、かなりあせってました。ほんとに私は買えるんだろうかと

不安になることも多々ありました。 

 

でも村田さんからは 

 

『benさんは絶対大丈夫、やる気もあるし必ず買えるから、あせったら絶対 

駄目』と言って頂き、この言葉にどれほど救われたことか・・・ 

 

この時は、利回りもよく仲介手数料もかからない福岡の物件をちょうど見つけた

時で『もういいや、スルガを使って買おう。』と思って物件診断していただい

たときも何で駄目かをちゃんと説明して頂いて、かなり強くやめるように進言

して頂きました。 
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それでも懲りない私は、買い易い銀行から買うのが大堂じゃないのかと、何度も

個人で買う相談をしましたが、緊急電話相談にも嫌な顔をひとつせず繰り返し

繰り返し、一番初めにスルガで単体で融資を使っちゃ駄目（※注）と分かるま

で、納得するまで教えて頂きました。 

 

今思うと相当うざかったと思います。（笑） 

 

※注：個人の状況や目的によって異なります。ｂｙ村田 

 

 

村田さんに救われた事例④ 
 

 

現地確認のために、チケットも取ってたのに・・・ 

 

そうこうしているうちに9月になり、モチベーションがイマイチあがらないなと

思っていたら、業者さんから京都の物件紹介を受けました。この時に、私でも

買えますか？と村田さんに聞いたところ、 

 

『この物件の規模はでかいから無理だけど、もうちょい小ぶりの物件なら 

ＳＭＢＣで法人でも使えますよbenさん！！』と教えて頂きました。 

 

天下のＳＭＢＣが私に貸してくれるのかなんて半信半疑でした。 

 

そうこうしているうちに、関西の物件の紹介を受けました。すぐに現地に行きた

かったのですが、どうしても都合がつかずしかたなく1週間後に行こうと思って

たら、夜遅くに村田さんから、 

 

『シニアサポーターの方が見に行ってくれました。パスした方がいいです。』 

との電話 

 

えっ、チケットも取ってたのに・・・・とその時は思いましたが、めちゃくちゃ

ありがたかったです。この時も本当に会員さんの視点に立って考えてくれてる

んだろうなと思いました。 
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入会したことで知った驚きの事実！！ 
 

 

-驚きその１- 

 

ちょうどこの時期にびっくりすることが2つありました。 

 

1つはアリスさん。 

1年間に6棟購入なんて、『なんだこの方、バケモンだ（失礼）』と思いま 

した。もともとすごい方なのは分かるんですが『Ｇrコンサル』を聞いていて、 

1棟目、2棟目を買うときに半端なく努力をしているのが分かりましたし、 

すごいだけじゃなくその裏にある努力は相当なんだなと思いました。 

明らかに自分はやってるつもりになってるだけで、もっと努力してる人は 

たくさん居る。そう思いました。 

 

いきなりはアリスさんみたいにはなれないけど出来ることからやっていこうと 

思ったらある法則を見つけました（笑）。成功インタビューに登場してくる人

は、『Ｇrコンサル』によく参加される方ばかりだという事。 

 

あのアリスさんも１棟も持っていない時から参加していたんだということ。 

 

ここで村田さんに電話相談して頂いたときのことを思い出しました。 

『benさん、買える人は買えるけど、全員が買えるわけじゃないよ。』という 

言葉。 

 

そっかこれだ、自分で引き寄せるんだ！と思いました。アリスさんだって1棟も

持ってないときから必死に何かを学ぼうと努力してたんだ。 

 

それに引き換え自分は、会社からで参加しずらいのは確かではあったけれど、 

本当にそれだけか？ 

 

参加しているのはスゴイ人ばかりで、自分は1棟しか持ってないって理由だけで

避けてないか？って自問自答したときに、卑下している自分がいました。 

 

これじゃいけないと思い、参加できるときは自分から積極的に参加しようと決め

ました。それに、これだけ成功者がたくさんいて話す機会があるのにもったい

ないなと思うようにもなりました。 
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実際出てみると、初めは緊張しましたが、 

『何だもっと早くから参加すればよかった』と思いました。（笑） 

 

(*)Grコンサル（グループ・コンサル）とは 

 

・会員さん向けに毎月2回開催されているスカイプを活用した電話コンサルの

事。 

毎回10名近いメンバーが参加している。 

・運営編・購入編があり、参加出来なかった会員さんは後日無料で音声のダウン 

ロードが可能。 

 

-驚きその２- 

 

2つめは村田さんの『ブログを始めました』メールです。 

 

村田さんはスーパーマンで特別な方なんで、すんなり5棟買ってリタイヤしたん

だろうな、すごいな、なんて思ってたらとんでもない勘違いでした。 

 

確かにすごいんですが、使っちゃいけない銀行で初めに買ったから融資が 

つかず、何度も大魚を逃がす思いをした。とあるではないですか。 

 

経験した方しか分からないと思いますがあの文章をみると相当つらかった時期、

あせってる時期が先生にもあったんだなというのがヒシヒシと伝わって 

きました。電話相談の時に、 

 

『初めから規模を拡大しようと思ってるんだったら、可能な限り法人で融資を 

受けて買ってください。そうしないと必ず後で後悔しますから』 

と力強く言われたことを鮮明に覚えてます。 

 

その時はそうなんだなと思い理解したつもりになっていましたが、このブログを

見て完全に私の腹に落ちました。だから村田さんはあれだけ時間を掛けて法人

購入を勧められてたんだと。 

 

自分が失敗して回り道したから、同じいばら道に行かないように言うことを 

聴かない私に何度も何度も法人購入を進めてくれたんだなと改めて感謝するとと

もに、かなり恥ずかしかったのを思えてます。 
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以上のような理由から法人を作ろうと思い、相談したところ『物件が出てからで

いいですよ』とアドバイスを頂きました。その時すぐに動けるように、設立を 

何処で頼むかとかある程度の準備はしときました。この頃には、収益物件は 

スピードが命ってことがよく分かってましたからね。 

 

 

法人を作るにあたって、実は・・・ 
 

 

実は法人を作ることにかなり抵抗がありました。登記費用もかかるし、税理士 

報酬もかかるし、そして何より面倒くさそうだしと思ってました。 

用は腰が据わってなかったんですね。法人を作って買えなかったらどうしよう 

とか、駄目だったときに撤退するのは大変じゃないかとか、ほんとうにしょうも

ないことを考えてた時期もありました。 

 

実際に作ってみて思ったことは、こんな簡単なの？！誰でもできるじゃん。 

誰でも社長に簡単になれるじゃん！！ということ。いかに先入観が邪魔かという 

ことを理解しました。普段部下に『営業は先入観持つんじゃねーっ』って偉そう

なこと言ってますが、自分が持ってました（笑）。 

 

一番引っかかってたのは税理士をどうしようかってことですが、これも参加して

いた『Ｇrコンサル』で聞きたいことが聞けて、全然大したことないじゃないか

ということが分かりました。何だもっと早く作っとけばよかった、ほんとに 

アホだったなと思いました。 

 

 

運命の物件情報！！ 

 

 

いよいよ10月の後半に物件情報が入りました。 

しかも福岡だしＣＦもしっかり出る物件。やっときたー！と思い、次の日の予定

をキャンセルしてすぐに福岡に。 

 

以前から『オーバーローン再生セミナー』のＤＶＤを迷わず購入し勉強していた

成果で、現地のヒアリングの技術も格段に向上しているのが自分でもはっきり 

分かる程になっていました。なので、この頃にはヒアリングはもうお手の物と 

なり、がんがん調査を進めていました。 
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けれども、ヒアリングした中のある業者さん（Ｅ社）から出てくる言葉は非常に

マイナスなことばかり・・・。 

 

これはやめた方がいいのかなと一瞬思いましたが、悪い理由を考えるより、悪い

部分をうまく利用して指値をし、そこを解決すれば十分いけると思いました。 

相手は仲介のプロかもしれないけど、投資家ではない。 

その意見を鵜呑みにはしていけない。と、考えを改めました。 

 

とは言うものの、やはりマイナスのことばかり聞かされると、さすがにちょっと

ビビリ気味に・・・。もう一社ヒアリングしてから決めることにしました。 

そして、やっぱりこの物件はいけると確信。気づいたら買い付けを自然に出して

いました。 

 

以前の私なら考えられなかったこと。初めて買い付けを出すときはプルプル震え

ていましたから。これも当会に入って、『再生セミナー』を繰り返し見て、 

『Ｇrコンサル』を聞きまくり、実際に参加したり何度も電話相談して頂いた 

結果なのは間違いないです。 

 

帰りは福岡空港発が満席だったので、北九州まで行って最終便。24時を過ぎて

のフライトに、さすがに次の日は会社でめちゃくちゃ眠かったです。 

 

そしてＥ社のマイナス情報を活かして、村田さんに相談し、何と指値も通して 

頂きました。 

 

ところがよし、これで大丈夫だと思ったらＳＭＢＣの融資が大苦戦。 

 

それというのも私が入会時に作成した信用診断の書き間違いによるもの。 

希望額は多分出ないだろうとの事だったので、悪あがきをしようと思い、福銀と

西日本シティにも持ち込んでみようと思っていることを相談したら、 

 

『すぐ動いて下さい。当方に遠慮はいらないから、条件いい方で選んでくださ

い。』と何ともありがたいお言葉・・・頭が下がる思いでした。 

 

かなり苦戦していたので、今回は多額の自己資金いれなきゃしょうがないのか

な？なんて思ってたら、村田さんから電話があり（これは私の想像なので失礼

ですが）涼しい顔で淡々と 

 

『融資ＯＫです。おめでとうございます。』 
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えっ！！！しかも絶対無理だと言ってた希望額満額＋低金利＆希望融資期間。 

もう嬉しくて嬉しくて、1ヶ月程の間毎日悶々としてたのが一気に晴れました。 

今思うと、いい経験でした。 

 

 

事件発生！！ 
 

 

それからは仲介業者（Ｑ社）のＫさんと話をどんどん進めていき 

『Grコンサル』で学んだ『決済の2週間前にするべきこと』（Grコンサルの 

音声：購入編―”物件の決済前後にするべきこと”を参照）を実践しようと思い、

福岡の管理会社と打ち合わせを行いました。 

（しかも購入のお祝いまでしてもらいました。） 

 

よし後は決済だけだと思って余裕の気持ちでいたとき、村田さんから電話

が・・・。 

出た瞬間悪い話なのはすぐに分かりました。 

 

『実はつい先ほど判明したのですが、物件概要書に記載漏れがあり 

まして・・・』 

 

えっーって感じでした。選択は2つ！購入を見送るか、大幅な指値を通すか。 

私は大幅な指値を選択しました。 

ただ、あくまで村田さんと私が勝手に考えてるだけで、売主にぶつけてみないと 

分からないとのこと。そして次の日、村田さんから来た電話は、 

 

『指値をしてくるなら一切売らないと言ってるんで、残念ですが今回はやめとき

ましょう。』とのこと 

 

しょうがないと思いつつも目の前真っ暗に・・・奈落の底に落ちた感じでした。 

一番最初に頭に浮かんだのは、管理会社に何て言おうかということ。お祝いまで

してもらってプランまで考えてもらったのに・・・。 

 

とても本当のことを言いずらかったのですが、先延ばしにする方が失礼だと 

思い、思い切ってきちんと説明したら、 

 

『買う前でよかったですね、いいですよ。』と答えて頂きました。 
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涙が出るくらい嬉しかったのは鮮明に覚えてます。ほんとに私は、周りの人に 

恵まれてるなと改めて思いました。とは言うものの一度目の前に掴みかけたもの

を逃したショックは大きく、なかなか気持ちを切り換えられずに居たとき、 

村田さんから再び電話がありました。 

 

『調査してもらった所、今回の物件は思った程の大きな問題ではありません。 

けれども、持ちきりならいいと思いますが、もしリスクを嫌うなら今回はやめて

おいたほうが良いと思います。』と言って頂きました。 

 

私のことを思ってのことだと思いましたが、その程度のリスクであれば、私は 

交渉事は得意なので何とかなるだろうと思い、 

 

『先生買います。』と決意しました。 

 

テンションが大きく上がったり下がったりで、この1週間は生きた心地がしませ

んでした（笑）。 

 

そして昨日決済。Ｋさんのおかげでノントラブルでスムーズに終了。 

やっとオーナーになれた、と即行先生に電話しました。 

 

 

当会に入会して思ったこと（良い所） 
 

 

●まず圧倒的にレスポンスが早い。 

メール相談・物件診断もめちゃくちゃ早い。 

以前入会していた会では1週間連絡がなかったり、忘れられてるのでは？ 

と感じることも有ったので、対応の良さにびっくりしました。 

 

●常に会員の視点になって考えてくれる。 

 

●当会で物件を買って成功した人がたくさんいる。 

これはでかいと思います。村田さんやごく一部の方だけが成功してるんなら、 

その人はやっぱ特別なんだよ。で終わっちゃうことが一般的だと思いますが、 

ここはそうじゃない。 

 

入会資格があり、覚悟があればある程度は誰でもできること。 

私でもできたので、というか村田さんが勝手に引き上げてくれます（笑）。 
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●『Ｇrコンサル』を聞ける、もしくは参加できる。 

『Ｇrコンサル』を声を聞いただけで誰か分かるくらいまで、とにかく通勤時間

に聞きまくりました。みなさんすごい人ばかりで非常に参考になりました。 

これを聞けるだけでも、この会に入る価値は十分あると思います。 

 

これを聴き続けた結果、いろんな意味で不安がなくなりましたし、やれば出来る

んだという勇気をたくさんもらいました。 

 

私もいつかこの方達みたいに与える側の人間になりたいと思いました。当時の私

はまだ1棟しか持ってないし、場違いだなと思って参加は控えてました。 

 

今では出れるときに出ないのは、大きな損失だと思っています。 

 

●圧倒的なノウハウを持っているのと、サービスの質が違う。 

 

●電話相談ができる。 

 

です。 

 

 

当会に入会して思ったこと（悪い所） 
 

 

御会のデメリットを書こうと思いましたが、全く見当たりませんでした。 

 

しいて言えば、建築確認のトラブルがありましたので、ないようにして頂けると

幸いです。お世話になっといて生意気と思われるかもしれませんが今後の運用

が少しでもよくなればと思い、あえて書かせて頂きました。 

申し訳ありません。 

 

 

最後に・・・ 
 

 

この会に入ってなかったら間違いなく法人を作らなかったし、個人で借りやすい

銀行で借りて、かなり遠回りをすることになってたと思います。しかも絶対に

ＳＭＢＣで法人で借りるなんて選択肢はありませんでした。 
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そして、私が理解するまで何度も、法人で借りる必要性を説いて頂いて本当に 

ありがとうございました。 

 

また、私のことを支えて頂いた全ての方にほんとに感謝いたします。 

つくづく周りの方に恵まれているなと思っています。 

 

ありがとうございました。 

 

 

 

■村田のコメント：極力時間を作ってＧｒ．コンサルに参加され
たbenさんが、物件取得に至るのは必然だった 
 

 

benさんは、危うくスルガの罠にハマるところでした。 

 

もし長期的にじっくり資産形成したい場合や、規模として１～２棟で満足なら 

それでも良いのですが、そうではなく、１～２年程度で事業規模まで拡大したい

のであればいきなりスルガを使ってはダメです。 

 

すぐに頭打ちになり、融資を受けることができなくなってしまいます。長期的な

視野で融資戦略に則り、正しい順番で銀行を使うことがとても重要です。 

なお、もう既にスルガを使っちゃったよ、ど～すんだよという方は不安にさせて

しまい申し訳ないです。 

 

次点の戦略がありますので、これからベストの戦略で動けばリカバリー 

できます。ご安心下さい。 

 

また、「Ｇｒ．コンサルに出ている人に成功している人が多い」と、benさんは

なかなかスルドイ所に着目しましたね。 

 

Ｇｒ．コンサルに出ているから成功したのか、成功したからＧｒ．コンサルに 

出ているのか、卵と鶏のような話ですが、これはとても重要なことを示唆して 

います。 

 

実は生のＧｒ．コンサルに出ると、ノウハウ以上にとても重要なことを得ること

ができます。 

 

それはセルフイメージです。 
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セルフイメージは伝染します。 

 

ある一説によると、身近な１０人のセルフイメージをまるでミックスジュースの

ように混ぜ合わせてできたのが、自分のセルフイメージだそうです。 

 

これは世の中の法則で、誰でも知らず知らずのうちに確実に影響されます。 

好む好まないを関係なくです。 

 

もし、「不動産投資に失敗して不動産が大嫌いな人」と「不動産投資で大成功 

してハッピーな生活をしている人」がいて、どちらと触れている時間を長くした

方が不動産投資で成功する可能性が高いでしょうか？ 

 

答えはもう明白ですよね。 

 

そこに気付き、極力時間を作ってＧｒ．コンサルに参加されたbenさんが、物件

取得に至るのは必然だったと思います。 

 

ぜひ今後もがんばって下さい。 

 

千葉県在住benさんより 

 


