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Ⅰ.はじめに 

 

初めまして。 

案内人のマネクエです。 

 

この度は、『時給 3万円！？無料なのに 1日で 10万円以上稼ぐ方法』に 

興味を持って頂きありがとうございます。 

 

このレポートの目的は、資金が全く無かったり、ネットで稼ぐという経験を 

得るには、最も簡単で確実に無料でできる素晴らしい方法です。 

 

『自己アフィリエイト』 

 

という手法をお伝えしていくのですが簡単に説明します。 

 

自己アフィリエイトというのは、企業が出している広告に 

自分で申し込みしたり、サービスを受けたりすることです。 
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通常アフィリエイトというのは、紹介する事で報酬を得るのですが 

自分自身が利用する事で、報酬を受けられる案件があります。 

 

例えば、健康食品を紹介(アフィリエイト)すると想定して… 

 

紹介者『マネクエさん！この青汁を１人の人に紹介してくれたら 1000円払うよ！』 

↑これが、通常のアフィリエイトです。 

 

紹介者『マネクエさんが自分で購入しても 1000円キャッシュバックするよ！』 

↑これが、自己アフィリエイトです。 

 

この例えでわかりますか？(^_^; 

 

会社員の方でも自社の商品を購入したり、ノルマを達成しようと 

家族・親族・友人知人に声掛けますよね？ 

ある意味自己アフィリエイトです(笑) 

 

《車を自分で購入してキャッシュバックを貰っていた先輩がいたなぁ…(￣▽￣;) 》 
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Ⅱ.ハピタス登録前の注意点 

かなり優良なポイントサイトのハピタスですが、３点だけ注意しないと 

いけない点があります。 

  

まず、換金は１ヶ月に 30,000ポイントまでしかできません(^_^; 

なので１ヶ月に３万以上稼ぎたい人は他のポイントサイトと併用がお勧めです。 

  

交換が３万ポイントしかできませんが、他のポイントサイトは制限が無かったりします。 

  

また、12ヶ月間ログインしていなかったら 

ポイントが消滅しますので頻繁に交換する必要があります。 

 

最後に、登録時に【電話番号認証】があるので、携帯番号か固定電話が必要です。 

  

認証コードを打ち込む必要もあるので、SMSでメールを受け取れる携帯・スマホか 

難しい場合は電話で認証する必要があります。 
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Ⅲ.ハピタスの基本情報 

ハピタスの紹介動画：https://youtu.be/TXJLI92ywlQ(ハピタスとは？) 

 

ハピタスは、株式会社オズビジョンが 2004年に”ドル箱”として開設しました。 

 

2012年に現在のハピタスに改名しており、 

150万人以上の利用者と換金実績で評価の高い老舗サイトです。 

1,000社以上の大手企業や有名ショップと提携を組み、 

様々な生活シーンでポイントを貯める事ができ、 

貯めたポイントを現金やギフト券、電子マネーなどに交換する事ができます。 

ポイントは、１P＝１円になっています(現金交換の場合)ハピタスは１３歳以上なら誰でも

無料で利用できます。 

 

https://youtu.be/TXJLI92ywlQ
https://youtu.be/TXJLI92ywlQ
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ハ ピ タ ス 

 

お す す め 度 ★★★★★ 

運 営 会 社 株式会社オズビジョン 

レ ー ト １pt = １円 

最低交換ポイント ３００円 

ポイント有効期限 １年ログインない場合、アカウント失効 

換 金 制 限 １ヶ月につき 30,000pt 

交 換 手 数 料 無 料 

年 齢 制 限 １３才以上 

 

※ハピタスの URLから登録すれば 300pt獲得できます^^ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.hapitas.jp/register?i=20301003&route=text
https://m.hapitas.jp/register?i=20301003&route
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Ⅳ.お得な入会方法、賢く 130P獲得しよう！ 

 

ハピタスを登録する際、紹介で入会すると入会特典として 

【３０P】獲得できます。 

 

更にスタンプラリーで【１００P】獲得できます。 

スタンプラリーは、 

 

1. ハピタス検定 

2. アンケート 

3. サービス利用 

 

時間がある場合は、簡単にできますので着実に貯めて下さい。 
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Ⅴ.ハピタスへの登録方法 

Ⅴ-Ⅰ.登録情報入力 

まず、下記の URLをクリックしてハピタスのサイトにいきましょう。 

 

→ ハピタス（https://m.hapitas.jp/） 

 

 

ちなみに「簡単に稼げるとか怪しい！？とか違法じゃないの？」 

という質問も有りますが…(^_^;) 

 

100%、正式に認められている安全な方法なので 

ご安心してください(笑) 

 

 

 

 

https://m.hapitas.jp/register?i=20301003&route
https://m.hapitas.jp/register?i=20301003&route
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下記の個人情報を入力していきます。 

 性別 

 職業 

 都道府県(県まで) 

 生年月日 

 メールアドレス 

 携帯電話番号（固定電話・PHSでも可） 

 ニックネーム 

 パスワード 

 メールマガジン登録 
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登録完了で３０pt獲得できます！ 

 

職業は業種まで、詳しい会社名も必要無いです。 

所在地も県までで大丈夫です。 

 

メールアドレスとパスワードは、ログインの時に使うので 

控えておくことも忘れずに。 

※ID managerという便利なツールがあります 

 

すべて入力できたら「同意して確認画面へ」をクリックです。 

 

メールアドレスは、Gmailやブロバイダが提供しているものがいいです。 

 

携帯のキャリアアドレスの場合は、パソコンからのメールを受け取り拒否している場合も 

あるので注意が必要です。 

 

入力確認画面で間違いが無ければ「送信」をクリックします。 

http://money-quest.com/0007-2/
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Ⅴ-Ⅱ.入力確認、仮登録メール送信 

 

登録したメールアドレスへ、仮登録完了のメールが送信されてきます。 

ハピタスから URL付きのメールが届きますのでクリックします。 

 

この時、電話番号での認証も開始されるので、携帯・スマホ・電話器が 

確認できる準備をしておきましょう。 

 

SMS(ショートメール)の場合、４桁の認証コードが届きます。 

コードを認証コード欄に入力すれば認証完了されます。 
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メール以外の場合は、電話で表示されている番号に掛ければ 

音声の自動案内がされますので、音声に従って認証をしてください。 

 

 

Ⅴ-Ⅲ.登録完了 

お疲れ様です^^ 

コレでハピタスの登録は完了です。 

ちょっと面倒かも知れませんが、ノーリスクで高額報酬が貰えるのでココまで頑張ってく

ださい！ 
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Ⅵ.稼げる案件とは？ 

 

ハピタスでは、ショッピングや CM動画、アンケート、サービス利用など 

様々な稼ぎ方が有りますが、ポイント還元率も獲得額も、 

高く無いので時間もコストも掛かってしまいます。 

 

実は、無料で 5,000P前後を稼ぐ嘘みたいな方法があります！ 

条件は有りますが、ほとんどの人がクリアできると思いますので簡単に説明しますね。 

 

 

Ⅵ-Ⅰ.１００％キャッシュバック案件 

 

これは、商品購入時に掛かった費用が全て(一部送料以外) 

ポイントとしてキャッシュバックされます。 

実質無料で商品を貰うことができます！ 

 

しかも、無料に留まらず、届いた商品はヤフオクやメルカリで 

売ればその売却益は収入になります(笑) 
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実際に売れているので確認してください。 

 

↑コレはメルカリの画像になります 

 

 

※１００％キャッシュバック案件は常に変化しています 

 

 

 

 



時給 3万円！？無料なのに 1日で 10万円以上稼ぐ方法 

マネークエスト 

※注意 

ちなみに、初回購入だけが対象です。 

以前購入していた事を忘れていたら↓こういうメールがきます(^_^; 
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Ⅵ-Ⅱ.クレジットカード/ローン案件 

クレジットカードを作る案件は、平均 5,000P以上取れる 

かなり美味しい案件になっています。 

 

中には 10,000P前後獲得できる物もありますし、キャンペーンなどで 

通常より多めにポイントを増やすカード案件もあります。 

 

収入や信用が無かったり、過去に自己破産やブラックリストに 

のっている方は残念ながら作る事ができません。 

 

大体の方は作れるのでカード案件でガッツリ稼ぎましょう！ 

※カード案件は月に２～３枚までにしましょう、申し込む際は一斉にしましょう！ 

 

 

ローン案件は、抵抗がある人が多いと思いますが獲得ポイントが非常に高いです。 

条件に借入が必要だったり、審査通ればポイントを貰えたりするので 

挑戦してみてもいいと思います。 

 

→『クレジットカード攻略編』を作成しました！ 
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Ⅵ-Ⅲ.FX 口座開設案件 

 

沢山ポイントを稼ぎたい時に避けては通れないのが 

「FX口座開設」です。 

 

僕はリーマンショック時代に、FX口座開設しまくって 

６０万程稼ぎました(笑) 

 

開いた証券口座は６０以上あったと思います(家族分含む) 

 

FX関連は、5,000P～10,000Pと獲得ポイントが高いですし 

カードと違い、一気に申し込む事もできます。 

 

ただ、ポイント獲得条件として、初回入金や為替取引が必要だったり 

証拠金やレバレッジの絡みもありますので注意が必要です。 

 

 

 

→『FX攻略編』作りました！ 
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Ⅶ.獲得したポイントを交換する 

ポイント交換も非常に簡単ですが、これもお得な換金方法が何通りもあります。 

現金にしたいのか？マイルにしたいのか？ 

又は、楽天ポイントにしたいのか？Amazonギフトにしたいのか？ 

 

還元率も違いますが、下記の様になります。 

交換先 交換レート 

Amazonギフト券 490pt＝500円分 

楽天スーパーポイント 100pt＝100楽天ポイント 

iTunesギフト 490pt＝500円分 

楽天 Edy 500pt＝500円分 

ドットマネーギフトコード 100pt＝100マネー 

各種銀行/信用金庫/郵貯銀行 300pt＝300円 

今回は、後々マイル交換に役立つドットマネーに交換する方法をお伝えします。 

現金が欲しい方は、銀行を選択してくださいね。やり方は同じです。 

 

因みに、僕は楽天ポイントとマイルに集約させています。 

楽天ポイントは楽天市場でも使え、楽天銀行でも使えるので 

送金時に手数料が楽天ポイントで相殺できるので便利です。 
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Ⅶ-Ⅰ.ポイントを交換する方法 

 

まずは上部メニューから「ポイント交換」をクリックしてください。 

 

ポイント交換のページに移動するので様々な換金方法から、 

希望の交換先を選択することができます。 

『現金』又は、欲しいポイント(ギフト)を選んでください。 
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※注意！ 

ハピタスでは、一ヶ月のポイント交換上限が 3万ポイントまでになっています。 

なので効率よく交換しないとポイントが貯まり過ぎて交換できなくなったり 

交換先のポイント、マイルを獲得するまでに非常に時間が掛かってしまいます。 

 

 

 

秘密の質問を設定していない時は、この時に設定してください。 
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詳細情報を入力していきます。 

必ずアカウント登録本人の情報を入力してください。 

他人名義、家族名義ではポイント交換ができず時間が掛かってしまいます。 

 

※交換額は、１ヶ月、最高 30,000ポイントです 
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入力内容を確認します。 

間違い無ければ『交換する』を選択しましょう。 
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交換が無事に受付られましたら、反映されるまで待ちましょう！ 

早くて 3営業日で振込み(ポイント付与)されると思います。 
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登録アドレスにも交換内容が届きますので合わせて確認しましょう。 

 

 

 

マイメニューでも反映されています。 

何らかの不備があれば『状態』に反映されます。 
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Ⅶ-Ⅱ.効率の良いポイント交換先は？ 

ハピタスで、最も賢い交換先はマイルです。 

１マイル＝３円相当の価値があるので僕はマイルを中心に交換しています。 

マイル交換方法は、流行り廃りがあり数年前よりいたちごっこに変わっています。 

効率良く貯めることで世界一周出来るほどマイルが溜まっています(笑) 

国内及び海外出張も、ほぼマイルで渡航しています。 

 

最近では家族旅行にディズニーランドに行きましたが 

勿論マイルを使いました^^ 
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Ⅷ.まとめ 

 

如何でしたでしょうか？ 

ネットで稼ぐのに、こんなに簡単な手法はありません(笑) 

 

ネットだからこそ！ 

しかもここ数年だからこそできる錬金術です(←大げさ) 

 

初めのステップとしてはこれほど簡単な方法は無いので 

 

『やるか？』『やらないか？』だけです。 

 

実際、教えてもしない人は沢山いましたし、出来ない人もいました。 

恐らく、一番の理由は「めんどくさい」だったと思います。 

 

お金は落ちているんです。 

拾いますか？拾わないですか？ 

  

解説した当レポートが、 

インターネットビジネス、収入向上のキッカケとなれば幸いです。 
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※追記 

全体像の解説動画も撮りましたので、コレで大まかに把握できると思います。 

★全体像 解説動画：https://youtu.be/enhrJAt5KyE 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/enhrJAt5KyE
https://youtu.be/enhrJAt5KyE


時給 3万円！？無料なのに 1日で 10万円以上稼ぐ方法 

マネークエスト 

Ⅸ.おわりに 

 

最後まで読んで頂きありがとうございます。 

 

『時給 3万円！？無料なのに 1日で 10万円以上稼ぐ方法』の解説は以上となります。 

実は続きがありまして、もっと効率よく稼げる方法があります！ 

 

1. 時給 3万円！？無料なのに 1日で 10万円以上稼ぐ方法 ←今見ている教材 

2. A8ネットで更に効率よく自己アフィリエイトする (ハピタスより単価が高い) 

3. クレジットカード攻略 (FXより簡単で高報酬) 

4. FX攻略 (難しいがクレジットより単価が高い 1万円～) 

 

おまけ１：Excel管理表配布 ←コチラよりダウンロードして下さい。 

Googleスプレッドシートの管理表もあります↓ 

 

おまけ２：ハピタスポイントを効率的にマイルに変える方法 (製作中…) 

 

 

https://goo.gl/617XQ9
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wIDiQAXtUfdSzHa0Z_3cTDaZwTqKKXm27gGikSNI2sM/edit?usp=sharing
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上記の情報は、秘匿性の高い情報なのでメルマガより案内させて頂いております。 

 

→メルマガの登録はコチラ URL：http://eepurl.com/c9MxHn 

メルマガに登録しますと 

『時給 3万円！？無料なのに 1日で 10万円以上稼ぐ方法』の続編が届きます。 

また、不明な点は簡単に質問できるよう様に LINE＠もご用意しました！ 

 

※LINE＠に登録しても続編が届きます。 

http://eepurl.com/c9MxHn
http://eepurl.com/c9MxHn
https://line.me/R/ti/p/%40uzz5081i
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マネークエスト 

『時給 3万円!?無料なのに 1日で 10万円以上稼ぐ方法』 

を実践して分からない事があればお気軽にお問い合わせください。 

 

このノウハウは、ネットビジネスの本当に最初の一歩部分です。 

 

私自身が貿易業を経営しており、いろいろ相談されるのですが 

あまりにもつまずく人が多かったので最初の一歩として作成しました。 

 

少しでもお役に立てれば幸いです^^ 

 

 

 

 

発行人：マネクエ 

メール： info@money-quest.com 

メルマガ：http://eepurl.com/c9MxHn 

LINE＠：【@uzz5081i】で検索 

ブログ：マネークエスト～ドラクエ感覚で稼ぐ副業攻略サイト～ 

http://money-quest.com/ 

mailto:info@money-quest.com
http://eepurl.com/c9MxHn
http://money-quest.com/

