
この度は、 

「「「「緊急告知緊急告知緊急告知緊急告知！！！！これがこれがこれがこれがホントホントホントホントのののの    

リアルビジネスリアルビジネスリアルビジネスリアルビジネス！！！！！！！！    

アナログアナログアナログアナログでででで毎毎毎毎月月月月 58585858 万万万万！！」！！」！！」！！」 

 

を手に取っていただき誠にありがとうございます。 

 

私の受けた不労所得とは 

『『『『保証人保証人保証人保証人ビジネスビジネスビジネスビジネス』』』』    

を介しての所得です。 

 

過去「保証人ビジネス」については 

『怪しい』『危険』『詐欺』 

などの先入観もございましたが、 

今や安心安全な健全ビジネスへと 

成長を遂げております。 

 

 



各個人に一切リスクが及ばないように 

システム化されています。 

 

そして、そのシステムを利用して、 

私はノーリスクで継続的に 

収入を得ているのです。 

 

 

「「「「保証人保証人保証人保証人」」」」    

    

もちろん誰でもご存知だと思います。 

 

融資や賃借、就職等の場面に国内ではよく使われます。 

 

そして「保証人だけには、絶対になるなよ！」 

とも良く言われます。 

 

しかし、ここ日本ではこの 



「保証人」が無くてはならない歴史があり、 

必要な場面が非常に多くあります。 

 

アパートやマンションを借りる時にも 

保証人は必要ですし、 

どこかの会社に就職する時も、 

保証人が必要な場合が多々あります。 

 

私達の身近な生活の中で『保証人』 

と言う役目は私達が思っている以上に 

多く必要とされています。 

 

あなたがアパートやマンションを借りる時でも 

保証人は必要なのです。 

 

ではいったいどの様な場面で保証人が 

必要とされているのでしょうか？ 

 



 

◆◆◆◆    ほぼすべてのほぼすべてのほぼすべてのほぼすべての賃貸住居賃貸住居賃貸住居賃貸住居    ◆◆◆◆    

◆◆◆◆    店店店店舗舗舗舗・・・・事務所事務所事務所事務所    ◆◆◆◆    

◆◆◆◆    レンタルオフィスレンタルオフィスレンタルオフィスレンタルオフィス    ◆◆◆◆    

◆◆◆◆    クレジットクレジットクレジットクレジット審査等審査等審査等審査等    ◆◆◆◆    

◆◆◆◆    信販信販信販信販会会会会社契約社契約社契約社契約がががが必要必要必要必要なななな賃貸契約賃貸契約賃貸契約賃貸契約    ◆◆◆◆    

◆◆◆◆    入入入入学学学学（（（（大大大大学学学学・・・・専専専専門門門門学学学学校等校等校等校等））））    ◆◆◆◆    

◆◆◆◆    バイトバイトバイトバイト・・・・パパパパーーーートトトト    ◆◆◆◆    

◆◆◆◆    通常通常通常通常のののの業種業種業種業種    ◆◆◆◆    

◆◆◆◆    金融機関金融機関金融機関金融機関（（（（銀行銀行銀行銀行・・・・証券会社証券会社証券会社証券会社））））    ◆◆◆◆    

◆◆◆◆    タクシータクシータクシータクシー会社会社会社会社    ◆◆◆◆    

◆◆◆◆    外国人外国人外国人外国人    ◆◆◆◆    

◆◆◆◆    代理店代理店代理店代理店・・・・取次店契約取次店契約取次店契約取次店契約    ◆◆◆◆    

◆◆◆◆    フランチャイズフランチャイズフランチャイズフランチャイズ（ＦＣ）（ＦＣ）（ＦＣ）（ＦＣ）契約契約契約契約    ◆◆◆◆    

◆◆◆◆    自動車自動車自動車自動車オークショオークショオークショオークションンンン参加権契約参加権契約参加権契約参加権契約    ◆◆◆◆    

◆◆◆◆    病院病院病院病院にににに入院入院入院入院・・・・手術手術手術手術のののの際際際際    ◆◆◆◆    

◆◆◆◆    レンタカーレンタカーレンタカーレンタカー回収業回収業回収業回収業のののの車両階層業務請負契約車両階層業務請負契約車両階層業務請負契約車両階層業務請負契約    ◆◆◆◆    

◆◆◆◆    郵便貯金名義書換請求郵便貯金名義書換請求郵便貯金名義書換請求郵便貯金名義書換請求    ◆◆◆◆    



◆◆◆◆    老人老人老人老人ホームホームホームホーム入居入居入居入居    ◆◆◆◆    

◆◆◆◆    永住許可証永住許可証永住許可証永住許可証    ◆◆◆◆    

◆◆◆◆    融資保証融資保証融資保証融資保証    ◆◆◆◆    

◆◆◆◆    国民金融公庫運転資金国民金融公庫運転資金国民金融公庫運転資金国民金融公庫運転資金    ◆◆◆◆    

◆◆◆◆    公庫運転資金公庫運転資金公庫運転資金公庫運転資金    ◆◆◆◆    

◆◆◆◆    国民金融公庫国民金融公庫国民金融公庫国民金融公庫    ◆◆◆◆    

◆◆◆◆    国民金融公庫年金担保融資国民金融公庫年金担保融資国民金融公庫年金担保融資国民金融公庫年金担保融資    ◆◆◆◆    

◆◆◆◆    国民金融公庫小額禁融資国民金融公庫小額禁融資国民金融公庫小額禁融資国民金融公庫小額禁融資    ◆◆◆◆    

◆◆◆◆    大学大学大学大学・・・・専門学校等入学融資専門学校等入学融資専門学校等入学融資専門学校等入学融資    ◆◆◆◆    

◆◆◆◆    各種各種各種各種リースリースリースリース契約契約契約契約    ◆◆◆◆    

◆◆◆◆    クルマクルマクルマクルマ購入購入購入購入ローンローンローンローン    ◆◆◆◆    

◆◆◆◆    銀行銀行銀行銀行・・・・信用金庫融資信用金庫融資信用金庫融資信用金庫融資    ◆◆◆◆    

◆◆◆◆    各種各種各種各種ローンローンローンローン契約契約契約契約    ◆◆◆◆    

◆◆◆◆    都都都都・・・・県県県県・・・・市町村融資市町村融資市町村融資市町村融資    ◆◆◆◆    

◆◆◆◆    婚姻婚姻婚姻婚姻・・・・離婚届離婚届離婚届離婚届    ◆◆◆◆    

◆◆◆◆    姻姻姻姻・・・・離婚届離婚届離婚届離婚届    ◆◆◆◆    

◆◆◆◆    外国人外国人外国人外国人ビザビザビザビザ    ◆◆◆◆    

◆◆◆◆    全国農業共同組合連合会全国農業共同組合連合会全国農業共同組合連合会全国農業共同組合連合会（ＪＡ（ＪＡ（ＪＡ（ＪＡ全農全農全農全農））））    ◆◆◆◆    



◆◆◆◆    奨学金貸与奨学金貸与奨学金貸与奨学金貸与    ◆◆◆◆    

 

 

いかがでしょうか。 

あなたが、事実上何か新規な仕事や 

建設的なことをする段階には 

日本では必ず「保証人」 

が求められるのです。 

 

ですが、下記の理由等でなかなか 

保証人を立てられない人がいます。 

 

 

■■■■    保証人保証人保証人保証人をををを親親親親やややや友友友友だちにだちにだちにだちに頼頼頼頼みたくないみたくないみたくないみたくない    ■■■■    

■■■■    保証人保証人保証人保証人をををを頼頼頼頼めるめるめるめる人人人人がいないがいないがいないがいない    ■■■■    

■■■■    頼頼頼頼めるけどめるけどめるけどめるけど、、、、心配心配心配心配やややや迷惑迷惑迷惑迷惑をかけたくないをかけたくないをかけたくないをかけたくない    ■■■■    

■■■■    自分自分自分自分のことはのことはのことはのことは自分自分自分自分でででで解決解決解決解決したいしたいしたいしたい。。。。    ■■■■    

■■■■    入居入居入居入居しようとするしようとするしようとするしようとする地域地域地域地域にににに、、、、身内知人身内知人身内知人身内知人がいがいがいがいないないないない    ■■■■    



■■■■    保証人保証人保証人保証人をををを友人知人友人知人友人知人友人知人にににに頼頼頼頼むむむむ自体自体自体自体にににに抵抗抵抗抵抗抵抗があるがあるがあるがある    ■■■■    

■■■■    あるあるあるあるランクランクランクランク以上以上以上以上にににに保証人保証人保証人保証人をををを求求求求められるめられるめられるめられる    ■■■■    

■■■■    わけありでわけありでわけありでわけありで身内身内身内身内にににに保証保証保証保証をををを頼頼頼頼めないめないめないめない    ■■■■    

■■■■    保証人保証人保証人保証人をををを複数必要複数必要複数必要複数必要とされたとされたとされたとされた    ■■■■    

■■■■    保証人保証人保証人保証人になってくれなんてになってくれなんてになってくれなんてになってくれなんて、、、、頭頭頭頭をををを下下下下げたくないげたくないげたくないげたくない    ■■■■    

■■■■    真面目真面目真面目真面目にににに働働働働きたいがきたいがきたいがきたいが、、、、身寄身寄身寄身寄りがいないりがいないりがいないりがいない    ■■■■    

■■■■    一人一人一人一人っっっっ子子子子であるであるであるである    ■■■■ 

 

 

その様な場合『保証人になってくれないか？』 

と誰かにお願いしなくてはならないですが、 

『保証人』＝『怪しい・危険』と言う先入観を 

持つ人が非常に多い日本においては、 

とても頼みにくいですよね？ 

 

そんな時に役立つのが「「「「保証人保証人保証人保証人バンクバンクバンクバンク」」」」です。 

 

「保証人バンク」のシステムを簡単に説明いたします。 



 

誰かの保証人になっても良いという人が 

「保証人バンク」に登録します。 

 

保証人を探している人は「保証人バンク」へ 

登録している人を紹介して貰います。 

そして、保証人を頼んだ人が 

保証人になってくれた方へ謝礼を支払います。 

この謝礼の額はまちまちですが、 

確実に支払われます。 

 

しかも今回ご紹介する保証人バンクは、 

万万万万がががが一一一一のののの場合場合場合場合がががが発生発生発生発生してもしてもしてもしても    

会社会社会社会社でででで全額保証全額保証全額保証全額保証してくれますしてくれますしてくれますしてくれます。。。。    

（代位返済） 

 

あなたが保証人になっていたとしても、 

実際の保証人のように 



債務を背負わされる事は一切ありません。 

当該社と正式な覚書を交わします。 

 

会社が責務の全てをあなたの代わりに 

全額支払いを行います。 

 

このビジネスモデルは欧米では当たり前に 

認知されているものです。 

 

これを称して 

「「「「保証人保証人保証人保証人ボランティアボランティアボランティアボランティア」」」」    

といいます。 

 

この場合のボランティアは、 

「ペイド・ボランティア」（paid volunteer） 

といい、一定の謝礼が支払われます。 

 

日本ではまだまだ聞きなれないですが、 



欧米では当たり前なボランティア形式です。 

 

収入としては、案件１件につき２万～５万円程度です。 

 

あなたの社会での地位や立場によって 

保証人になれる事柄の内容や 

規模が変わりますので、 

もっと大金を報酬として得る方も 

かなり多いのではないかと思います。 

 

私の場合、毎月６０万円を受け取っております。 

 

もちろん、それぞれの交渉や手続きは 

会社があなたの代理で行いますので、 

実質あなたが行うことはありませんし、 

私も行ったことがありません。 

 

何か事が起こった際は当事者ということに 



なりますから、一旦その窓口となりますが、 

その問題に対して後は会社が 

一切の後始末をしてくれますので 

私にもあなたにもリスクはありません。 

 

分かりやすく言うと、 

当事者として何らかの連絡が来るが、 

保証人バンクの会社に 

『これこれこのような連絡があった』 

と伝えるだけで、その後の処理は 

全て会社がやってくれる。 

という事です。 

 

 

いわば、苦情受付窓口の受付係に 

なったようなものです。 

 

しかも、それは万が一なにかしらの 



トラブルがあった場合のみで 

このようなトラブルは非常に 

稀なケースとなります。 

 

この方法にはスキルもビジネスセンスも 

全く必要ありません。 

 

そして、保証人の必要性と需要は増える一方です。 

 

しかも、保証人の数は絶対的に足りません。 

 

つまり究極の売り手市場なのです。 

 

どんな大きな団体でも団体名義では 

保証人ビジネスが出来ません。 

 

私やあなたのような個人の名前を 

提供する人がいないと、ビジネスとして成立しません。 



だからこそ名義を提供した人には、 

迷惑のかからないシステムが確立されてきたのです。 

そして、その需要に対する当然の報酬が 

不労所得不労所得不労所得不労所得という形で手に入るのです。 

 

私が登録している保証人バンクをご紹介しましょう。 

 

「「「「保証人保証人保証人保証人 NAVINAVINAVINAVI」」」」    

http://www.hoshounin-navi.jp/ 

「「「「保証人保証人保証人保証人ののののリライアンスリライアンスリライアンスリライアンス」」」」    

http://www.sogocenter.com/voluteer.html 

「「「「東日本保証協会東日本保証協会東日本保証協会東日本保証協会」」」」 

http://www.hnga.com/htorokubox.html 

「「「「新東京保証新東京保証新東京保証新東京保証」」」」    

http://www.shintokyohoshou.co.jp/ 

「「「「国内保証援助会国内保証援助会国内保証援助会国内保証援助会」」」」 

http://www.333475.co.jp/index.html    

    



    

    

■■■■    登録手続登録手続登録手続登録手続きのきのきのきの手順手順手順手順    ■■■■    

「「「「保証人保証人保証人保証人 NAVINAVINAVINAVI」」」」    

http://www.hoshounin-navi.jp/ 

 

 

こちらの【【【【おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】をクリックします。 

 



 

【【【【そのほかそのほかそのほかそのほか】】】】にチェックをし、 

【【【【詳細詳細詳細詳細】】】】へ『『『『保証人保証人保証人保証人ボランティアボランティアボランティアボランティア登録希望登録希望登録希望登録希望』』』』と記入します。 

ご希望の【【【【ごごごご返答方法返答方法返答方法返答方法】】】】にチェックを入れ、 

【【【【送信送信送信送信するするするする】】】】をクリックしてメールを送信します。 

その後選択した返答方法で、登録の手順が送られてき

ますので、そちらに沿って登録して下さい。 

 

「「「「保証人保証人保証人保証人ののののリライアンスリライアンスリライアンスリライアンス」」」」    

http://www.sogocenter.com/voluteer.html 

 



 

こちらの【【【【保証人登録保証人登録保証人登録保証人登録フォームフォームフォームフォーム】】】】をクリックします。 

 

 



 

必要事項を入力して、【【【【送信送信送信送信】】】】をクリックします。 

その後返信が来ますので、そちらの流れに沿って登録し

て下さい。 

    

    

■■■■    手続手続手続手続きのきのきのきの流流流流れれれれ    ■■■■    

 

１、ホームページあるいは電話にて 

保証人バンク登録を申し込む 

 



２、会社パンフレットと申請書が郵送される 

 

３、必要事項を記入し、返送する（FAX または 郵送） 

 

４、同社より、確認の電話 → 登録完了 

 

５、登録メールに案件依頼がくる 

（保証内容、謝礼金が明記されている） 

 

６、内容を見て、受ける・受けないを決定して返信 

 

７、受けた場合、手続き用キットが郵送される 

 

８、必要証明書類を揃え、署名して返送 

（1000 円以上の証明書についてはレシートを添付） 

 

９、保証人審査をパスすると、代位弁済契約書が 

郵送される。 



 

１０、内容を確認後、署名捺印して返送 → 完了 

 

１１、数日後、指定口座に入金 

 

案件はメールにて不定期にきます。 

 

手順としては初めに書類を書くだけで、 

後は YES か NO かのメール返信、 

署名、捺印、郵送 

 

だけです。 

 

返送用の封筒も同梱されてきますので、 

宛名を書いたり、切手を貼ったりする手間も 

ありません。 

 

登録に関する質問や疑問は直接、 



各団体に伺って納得をした上で 

ご登録をお願い致します。 

 

ちなみに、私はこれらの援助団体とは 

何ら関係はございません。 

 

以上によりあなたに今より多くの 

金銭的余裕が生まれます。 

 

今までとはひと味違った生活になるでしょう。 

 

リスクもなく、金銭的負担もない 

不労所得が手にはいるのです。 

 

 

この情報をお知りになられた方は、 

ほぼ全員がご登録されています。 

 



登録した後、保証人のオファーが来ても、 

断ることができます。 

 

断ったからといって登録を抹消されることは 

ありませんし、ましてやお金を 

要求されることはありません。 

 

また、各種証明書が必要になりますが、 

郵送費は同社が負担いたします。 

また 1000 円以上の手数料がかかる 

証明書についてはレシートを添付すれば 

負担してくれます。 

 

また、高額謝礼の案件については、 

結果的に成約しなくても 3,000 円程度の 

協力費が振り込まれます。 

 

ちなみに私に来た依頼で面白い物を紹介しますと、 



自動車のオークション会場に 

入場するための保証人依頼です。 

（全てメールで来ます） 

 

保証人が必要なんですね。 

 

私はこれで毎月６０万を得ていますが、 

今まで一度もトラブルはありませんし、 

未払い等の連絡もありません。 

 

稀に条件を満たしていても申請を 

却下される場合があるようです。 

 

その際理由は教えてもらえません。 

 

ここで注意事項ですが、 

保証人バンクに登録できなかった人々や 

保証人依頼を却下された人々、 



あるいは保証人依頼をする際虚偽の申請をして 

契約無効となり、賠償請求された人が、 

ネット上で同社を誹謗中傷する 

ケースがあるようです。 

 

誹謗中傷は自由ですが、保証人バンク、 

保証人依頼の審査がより厳格に 

なっておりますので、このような「逆恨み」が 

増加しているようです。 

 

一部の風評によるクレームには、 

当方でも対応いたしかねますし、 

お受けできませんので、 

予めご了承ください。 

 

悪質なクレームには当方顧問弁護士を通じて 

対応をさせて頂きます。 

 



 

最後に・・・実践したコツと言いますか、 

お金をたくさん受け取るにはなるべく 

「「「「断断断断らないらないらないらない」」」」ことです。 

担当者も人間です。 

案件がきた時に 100％受けてくれる人と 

断ってくることがある人では 

やはり前者のほうに先に依頼するようです。 

実際に担当の方から聞いております。 

 

 

特においしい話の場合は断然前者に 

依頼するようです。 

 

もちろん「受ける・受けない」は 

貴方のご判断にお任せいたします。 

 

あなたの生活に経済的なゆとりと 



潤いがありますよう 

心よりお祈りしております。 

 

最後までお読みいただき、 

ありがとうございました。 


