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■著作権について  

本教材の著作権は野中 あやかにあります。  

野中 あやかの書面による事前許可無く、本教材の一部または全部をあらゆるデ

ータ蓄積手段（印刷物、電子ファイルなど）により、複製、流用および転売（オ

ークション含む）することを禁じます。  

■使用許諾契約書  

本冊子を入手した個人・法人（以下、甲と称す）と発行者（以下、乙と称す）の

間で合意した契約です。甲が本冊子を開封すること 

により、甲はこの契約に同意したことになります。  

  

第 1 条・本契約の目的 乙が著作権を有する本教材に含まれる情報を、本契約に

基づき甲が非独占的に使用する権利を承諾するものです。  

第２条・禁止事項 本教材に含まれる情報は、著作権法によって保護されていま

す。甲は本教材から得た情報を、乙の書面による事前許可を得ずして出版・講演

活動および電子メディアによる配信等により一般公開することを禁じます。特に

当ファイルを第三者に渡すことは厳しく禁じます。甲は、自らの事業、所属する

会社および関連組織においてのみ本教材に含まれる情報を使用できるものとしま

す。  

第３条・契約の解除 甲が本契約に違反したと乙が判断した場合には、乙は使用許

諾契約書を解除することができるものとします。  

第４条・損害賠償 甲が本契約の第２条に違反した場合、本契約の解除に関わ

らず、甲は乙に対し、その違約金として、違約件数と販売価格を乗じたものの 

10 倍の金額を支払うものとします。第５条・責任の範囲 本教材の情報の使用

の一切の責任は甲にあり、この情報を使って損害が生じたとしても一切の責任

を負いません。  
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■はじめに■  

   

この度は当レポートをお読みいただきありがとうございま

す。あなたにとって、有益な攻略法になっていますので、 

実践して、サクッと１０万円のおこづかいを 

手に入れて頂けると嬉しいです。  

 

  

少し私の自己紹介をさせて戴きます。 

 

 

私は、ガチでお釜です。 
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 野中 あやかは本名です。 

  

 

男らしい名前だったのですが、 

自主的に名前を裁判所で変えました。 

 

 

未だに親は男時代の男らしい名前で呼びます。 

  

  

つい最近まで、ガチ釜メタルバンドをやってました。 

  

 

巷では、カマスマボーカリストと呼ばれていました。 

私はずっと昔から音楽をやってました。 

 

 

ですが、バンドと生活の為に 

必死で寝ずに稼ぐ必要があり、 

音楽とは関係の無い会社で働く日々でした。 

 

 

その為、この現状を何とかしたいと思い立ち、 

アフィリエイトを始めたのがきっかけで、 

 

今ではアフィリエイト専業になり、 

６年が経ちましたが、 
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今では、１か所ではなく、毎月毎月、 

２０か所、３０か所で 

以下の様なアフィリエイト報酬が 

発生するようになってしまい、 

 

昔は貧乏という病で、 

何十年も、とても苦しんだのですが、 

 

今は収入の事をあまり考えなくても、 

毎月１００万円以上の収入が入り続けるようになりました。 

 

以下は私のあちらこちらで発生する、 

私が得てる、毎月の報酬のごくごく一部です。 
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それで、今回はせっかくあなたに 

アンケートにご協力頂きましたので、 

 

わずかではありますが、 

上記の収入を得るまでの、 

 

そもそもの元となった方法を 

『サクッと１０万円を誰でも稼ぐ方法』 

お礼としてまとめましたので、 

今回追加のプレゼントとして、 

お送りさせて頂きました。 

 

 

ここでは、ポイントサイトであるハピタスを使って、 

あなたも効率的に、簡単に稼ぐ方法を解説します。  

  

 

ハピタスでは、だれでもできる簡単な方法で、 

ポイントを貯めることができ、 

 

貯まったポイントは数百円程度で電子マネーや現金に交換で

きます。数百円程度で換金できますから、とても簡単です。 

 

ポイントは、無料の資料請求や口座開設、会員登録、アンケ

ート、楽天市場やヤフーショッピングなどでの買い物で貯ま
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ります。日常生活で利用できるものがたくさんありますの

で、簡単にお小遣い稼ぎができてしまいます。 

   

ちょっとした小遣いばかりか、がっつり申し込みをしていけ

ば私が現時点で８４万円を得れてしまってるように、 

以外と簡単に１０万円を稼ぐこともできます。 

中には、この方法を初めて知って、 

半信半疑で実践し、思った以上に簡単に収入を得れてしまう

ので、拍子抜けしてしまう人が多数いらっしゃって、 

 

「これ、ほんとに振り込みがあるの？」 

とか、 

「ここに書いてある報酬は、貰って大丈夫なの？」 

と心配になって、メールでお問い合わせをなさる方も 

いまだにいらっしゃいますが、 

完全に大丈夫ですので、ご安心下さい。（＾＾ 
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ハピタスはオズビジョンという会社が運営していて、 

相当個人情報の管理が厳しい会社しか、 

審査が通らないプライバシーマークを取得してる 

会社で、三井住友銀行や三菱東京 UFJ 銀行等、 

東証一部上場の会社が続々提携して、 

口座開設等を行ってる会社ですので、 

怪しい会社なら、そんな東証一部上場企業の会社が、 

口座開設等等の商品の販売を、 

どう転んでも、ハピタスに依頼する訳がありません。 

 

まったく怪しくもなんともありませんので、 

安心して安全に収入を得ていただければと思います。 

 

知らない人だけが損してしまう 

ここ５年ほどの間にものすごく流行ってる 

新しい収入を得る方法です。 

以下の画像をご確認下さい。 
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これは実際のポイントの合計画面ですが、いくつか申し込み

をして２０万４千４９６円、わりとサクサク貯まりました。  

 

 

こういった稼ぎ方を全く知らずに、 

アルバイトやパート、または正社員さんで、 

日々働いていらっしゃる方からすれば、 

 

『私の毎日仕事に行ってる、あの苦労は一体何？』 

『俺の朝から晩まで、会社に捧げてる時間は、 

なんなんだ？』 

 

と激怒してしまう方もいらっしゃいますし、 

実際にこれからあなたにもお伝えする方法を 

知って頂いた方は、 

『までずっと会社勤めで働いて来たのですが、 

最近ネットでの収入が増えてきてしまったので、 

本業に行きたくないです。』 
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と本気でご相談を受ける事も 

実は頻繁にあります。（＾―＾ 

 

少し気合を入れてやりこむだけで、２０万４千４９６円とい

う報酬をもらえる訳ですから、１万円とか数万円程度であれ

ば一撃～ニ撃程で、すぐ貯まってしまいますので、 

トライしておかないとむちゃくちゃ勿体ないです。  

  

パソコン音痴でという場合でも、ネットサーフィンとメール

ができれば、誰でも確実に報酬をゲットできますので、これ

を使わない手はないです。 

 

貯まっていくポイントは、現金化以外にも、 

その他にも使い道があったりします。  

 

下記はネットショピングでの購入などの履歴です。様々なネ

ットショップ、さらにはヤフオク!でもハピタスを経由すると

ポイントが貯まります。  
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普段の買い物でも現金化できるポイントがザクザク 

貯まるというのはオイシイですし、無駄がないですよね。  

 

 

嬉しいのはハピタスのポイントは、単なるポイントではあり

ません。電子マネーや現金（銀行振込）に１ポイント１円で

交換できます。 

カンタンですし、元手ゼロでも報酬をゲットできる方法を今

回特別にお伝えしていきますので、 

ぜひぜひ試してみてサクっと万単位で稼いでみましょう。 
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■ハピタス利用の流れ■  

   

１． ハピタスに登録  

  

２． めぼしいプログラムを探して申し込む  

  

３． プログラムの条件をクリアする  

  

４． ポイントを換金する  

 

たったこれだけです。（＾＾☆彡 
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順番に説明していきますね。  

  

１． ハピタスに登録  

  

 

ポイントが貯まるサービスというのもいろいろありますが、

まずは簡単な無料登録や申し込みなどをして 

ポイントを貯め、流れがわかってきたら、 

より大きくポイントがもらえるサービスなどを 

利用するといいでしょう。 

 

いずれにせよ無料でポイントが貯まるサービスというものが

山ほどありますので、 まずは簡単なところから実際にポイン

トを貯めてみましょう。  

  

https://m.hapitas.jp/register?i=10490562&route=blog_banner_300x180_01
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■まずは登録からです。  

 

⇒ ハピタスに登録する 

 

上のリンクをクリックすれば、ハピタスの登録ページがブラ

ウザで開きます。ちなみに、上のリンクから申し込みをしま

すと、３０ポイントのボーナスがもらえるのでお得です。  

 

では、順に登録の流れを見ていきましょう。 

https://m.hapitas.jp/register?i=10567422&route=text
https://m.hapitas.jp/register?i=10567422&route=text
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■「賢いハピタス生活を始める」のボタンを押します。 

画面やボタンは時々変りますが、ボタンを押せば OK です。 
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■メールアドレスなど、必要事項を記入していきます  
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■利用規約に同意して確認画面へ移ります  

また、ここで入力した携帯電話番号宛にショートメールで確

認コードが届きます。 
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■内容を確認して、「送信する」を押します  
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■メールが送られてきます。有効期限が 60 分なのですぐに

確認して下さい 

 

もしメールが届かないということがあれば迷惑メールに入 

ている可能性もあります。 

迷惑メールフォルダも確認してみてください。  

  

見当たらなければ、少し時間をおいて再度見てみて下さい。 

 

それでも届かないようなら、入力したメールアドレスに間違

いがある可能性がありますので再度登録してみてください。 
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■メールの中のリンクをクリックします 

  

 
 

■携帯のショートメールで確認コードが届いているはずです

ので、それを入力して「送信」を押します 
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登録完了です。お疲れ様でした。 
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では、実際にポイントを獲得していきます。  

 

■無料申し込みでポイントゲット  

  

ハピタストップページより、  

【サービスでためる】⇒【無料獲得】を選びます。  

  

  

  

これで案件一覧を見ていくのですが、 まずは簡単にポイント

を換金できる最低のライン、300pt を獲得できるものを見て

いきましょう。  

 

検索窓に、【パルシステム】と入力してください。  
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案件が出てきました。  

これで資料請求をすると、条件を満たしていれば 550Pt 獲得

することができます。なお、ポイントは時期によって変更さ

れることがありますので、今は 550Pt ではないかもしれませ

ん。ご了承下さい。 

  

ハピタスでは 1pt＝1 円ですので、無料で 550 円ゲットできる

ことになります。 

この調子でコツコツポイントを貯めるのもいいでしょうし、

大きなポイントを稼いでいくのもアリです。  
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550 円をサクっとゲットしたなら、次は大きい金額を狙いに

行きましょう。  

  

■クレジットカードで大量ポイントゲット  

  

  

先ほどのトップページ上にある【サービスで貯める】をクリ

ックし、【クレジットカード】を選びます。  

すると、クレジットカードの案件一覧が表示されます。 
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たくさん出てきますが、例えば、一番上の楽天カードな

11,000pt、つまり、11,000 円ももらえます。 
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その下のセゾンパール・アメリカン・エキスプレスカードな

ら 2,000pt、ファミマ T カードなら 4,500pt です。 

なお、先程も書いたように、ポイントは時期によって変更さ

れます。いつもこの通りではないので、その点はご了承下さ

い。 

 

では、楽天カードの「詳細を確認する」を押して、詳しく見

てみます。 
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クレジットカードの場合は、年会費がかかるものとかからな

いものとがあります。 

楽天カードの場合は、左上の画像の中に「年会費永年無料」

と書かれています。このような条件も要チェックです。 

 

その他、ポイン獲得の条件を確認したら、右上の「ポイント

を貯める」を押します。 
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「楽天カードに入会」を押し、あとは指示に従って入力を済

ませ申し込みを完了させてください。 

これだけでポイントが発生し、11,000 円の報酬がゲットでき

ます。  
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このように、ハピタス内には高報酬のポイントをゲットでき

る案件がまだまだあります。  

以下、オススメの案件を書いていきますので参考にしていた

だければと思います。 

 

 ■オススメ高額案件  

クレジットカード  

  

先程作った【楽天カード】もそうですが、クレジットカード

は高報酬かつ、作るだけであればお金はかかりません。  

  

ただし気をつけなければいけないのが、初年度年会費無料だ

けれども二年目からは年会費がかかるものもあります。  

そのようなものは、更新の前に解約すれば翌年の年会費はか

かりませんが、つい忘れがちですので、永年年会費・入会金

無料のものを選ぶと安心でしょう。  
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それに加えて、クレジットカードは短期間にたくさん作ると

信用を失って審査に落ちてしまう可能性が高くなります。ク

レジットカードを作る際は永久年会費・入会費無料のものを

数枚作るのにとどめておくいいでしょう。  

一、二年経ってから、時間を置けば信用の問題は回避できる

ようです。 

  

  

■オススメ高額案件２  

FX・証券口座開設  

  

FX や証券の口座開設も高報酬のものが多く、 これもまた狙

い目の案件です。  

  

ちなみに FX や証券の口座開設はクレジットカードと違っ

て、いくつ開設しても大丈夫です。  
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それでおすすめの案件はというと、 まずは簡単な口座開設の

みのものがいいです。  

 

■無料の口座開設  

  

 

多くのところは「口座開設＋取引」が条件になっています

が、岡三オンライン証券は「口座開設」だけなので簡単で

す。 

もちろん、取引が出来る方は開設＋取引をして高額ポイント

を稼ぐことも可能です。 少額取引なら、たとえ FX で損して

ももらえるポイントの方が遥かに大きいですから。 
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■証券口座開設  

  

  

同様に SBI 証券でも無料口座開設でポイントがゲットでき

ます。入金が条件になっていますが、一定期間現金を預け

て、無事ポイントが付与されて、期間が終わったらまるま

る現金を引き出せば OK です。  

手数料はかからないので、資金に余裕があればぜひチャレン

ジしたいところです。  
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■オススメ高額案件３  

 無料相談・見積もり系案件  

 

 

太陽光の見積や、保険の一括見積もり、自動車の一括見積も

りなども高額案件となっています。  
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ただ、保険系の見積をするとかなり押しが強いですので、な

んとなく申し込んで押しに負けてしまうという方は申し込ま

ない方がいいですね。  

  

きっぱりと様子見だと割り切れたり、断れるような方はガン

ガン申し込んでいいと思います。  

 

これまで紹介してきた案件をいくつかするだけで、サクっと 

1 万円は稼ぐことができてしまいます。  

  

紹介したもの以外でも数珠つなぎに申し込めば 10 万円は余裕

で稼げるということがお分かりいただけたこと思います。  

  

では最後にポイントがある程度たまってきたら換金をします

ので、ポイントを現金に変える方法をご紹介しましょう。  
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■ポイントの交換  

  

  

トップページ右上の【ポント交換】をクリックします。 

 

現金なら、300pt ＝ 300 円から銀行に振り込んでもらえま

す。 
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Amazon ギフト券なら 490pt = 500 円分と、お得になっていま

す。 

 

各種交換先がありますので、自分のお好みのものにポイント

を交換しましょう。  
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■最後に  

ここまでご覧頂きありがとうございました。  

 

いかがだったでしょうか。  

多少入力が面倒だったり、一回しか使えかったりはします

が、臨時収入としてサクっと 1 万円以上稼げるというのはな

かなか魅力的だったのではないかと思います。  

  

この方法で資金をゲットして、何かの足しにして頂ければ幸

いです。  

  

実際にやってみるだけで稼げますので、ぜひぜひ実践なさっ

て下さいね。 

 

また、この方法について、ご質問等があれば、 

いつでも私までお気兼ねなくお問い合わせ下さい。 

 

お答えできる事であれば、 
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いつでもお答えさせて戴きます。 

メールアドレス：123mirai@gmail.com 

 

それではハピタスで得た収入で、 

あなたが欲しかったものや、ご家族で使う楽しみに 

数十万円を手に入れて、楽しい日々をお過ごし下さい。 

 

またあなたがインターネットから、 

収入を得て頂くかなり良い情報が 

続々届いてますので、 

いろいろメールでお伝えしますね。 

 

今日もよい１日を。 

 

野中 あやか 
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