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はじめに・・・

■著作権について

本冊子と表記は、著作権法で保護されている著作物です。
本冊子の著作権は、発行者カンコにあります。

本冊子のテキスト・画像ほか、すべての転載転用、商用販売

及び転売を固く禁じます。

ネットビジネスをはじめる動機は人によって違います。

・現在のお給料が不満。

・勤務体制が厳しくて継続が難しい。

・仕事に将来の希望を見出せない。

etc・・

プロフィールにもありますが、私の場合は OL 生活をやめて

自営業をやっていました。



でも、

年々体力は衰えていくのに利益は下がっていく一方でした。

今後は年金も当てにすることができない世の中になるのではないか…

あるきっかけで、ネットビジネスをはじめたのが１５年ほど前です。

それこそ、パソコンのパの字からのスタートでした（笑）

最初のネットビジネスは、現在ではまったく見かけることがない

商業メルマガの運営でした。

それと平行して、お小遣い稼ぎサイトでも稼いでいました。

二つを掛け持ちでやっていましたので、ある程度の収入にはなりましたけれ

ど毎日が忙しかったのを覚えています。



たいていのネットビジネスは、スタートしてもすぐには収入にならない

ことが多いので、お小遣い稼ぎサイトはとても助かりました。

今では、ネットでよい人に巡り合ってたくさんのテクニックを学び、

ブログ運営とメルマガ発行ができるまでになりました。

ブログ運営やメルマガ発行をしていると、読者さんからご相談を頂く

ことが多々あります。

ご相談を頂いて思ったことは、ネットビジネスをやりたいのに資金不足

で困っている人が多いという事実です。

資金がない

ヤフオクもやりつくした

クレジットカードが使えない

「どうしたらいいでしょう」



…のようなご相談を頂くこともあります。

これではせっかくのチャンスも見逃すほかなく、

いつまでたっても指をくわえて見送るしかありません。

そこで、思い出したのが昔やっていた「お小遣い稼ぎ」です。

「一念発起」この言葉は少し大げさかもしれませんが（笑）

みなさんにも過去に私がやっていたように、お小遣いサイトで稼ぐことを

実践して頂いて、資金不足を解消して頂く事ができるのではないだろうか。

そんな思いからこの冊子を作成することにしました。

本冊子では、お小遣い稼ぎのための最新の情報をお届けしていますが、

お小遣い稼ぎサイトによっては、表示内容が変わっている事があります

ので、その点はご留意ください。（※サイトによっては度々変化します）



それから、

この冊子の目的は、あくまでお小遣い稼ぎのための資料ですのでその資金を

元手にご自身に合った本格的なネットビジネスを目指して頂けたら幸いです。

少し、前置きが長くなりましたが本題に入りたいと思います。

たった１日で３万円を稼ぐ

これからご紹介する、ネットビジネス資金調達法は二つあります。

自己アフィリエイト

ヤフオク

なんだ、そんなの知ってるよ～

と、思われたかもしれません。



しかし、ここでご紹介する自己アフィリの方法は、単に現金を稼ぐこと

だけではなく、仮想通貨ビットコインを手に入れることも可能なのです。

仮想通貨ビットコインは数ある仮想通貨の中でも特に価値が上がりやすい

通貨といわれています。

資産価値のあるコインを貯めることができるのですから、単なるお小遣い

稼ぎ以上の価値がある内容と自負しています。(^ー^；)

例えば 10,000円を稼いで 10,000円の現金を手に入れるのではなく、

将来価値が高騰するといわれている仮想通貨ビットコインと交換することで

10,000円分のコインが何倍にもなる可能性を秘めているのです。



これは大変魅力的ではないでしょうか。

日本では、ビットコインなどの仮想通貨は「危ない投資」という考えの人が

まだまだおられるようです。

しかし、世界の人々が日本に観光旅行にやってきて、日本の「不便なところ」

としてこんなことを言われているのをご存知でしょうか。

お買い物が不便

海外では、現金やクレジットカードを持ち歩くことは大変危険なので、ショッ

ピングなどに利用する決済方法として「仮想通貨」が当たり前になりつつあり

ます。

仮想通貨は、それほど遠くない将来において国際通貨となるであろう、とも

いわれています。



たった１日で３万円を稼ぐ

今回ご紹介する自己アフィリは、ポイントを貯めていく仕組みとなっています。

貯めたポイントをギフト券や現金、ビットコインに換えることができます。

ぜひ最後までお読みいただいて、本格的なビジネスの資金や資産作りに

役立てていただければと思います。

それでは、流れを解説していきます。

やることは、次の４つ



１、ASPに登録（ASP についてはこの後説明）

↓

２、自己アフィリエイト案件を探す

↓

３、自己アフィリエイトを実行する

↓

４、ポイントを現金または仮想通貨ビットコインと交換

（※ポイントサイトとヤフオクの連動も…後ほど説明）

最初に行う作業は、ASPの登録ですが、

ASPとは、アフィリエイト サービス プロバイダー

の略称です。

広告主より依頼を受けて、成功報酬型の広告を

配信する会社のことを言います。

ASPの中には、報酬を受け取る権利があるのに報酬を受け取ることが

できなかったり、



突然サイトが消滅してしまい、不払いのままという事も稀にありますので

サイト選びは慎重にしなければなりません。

今回登録する ASPは「ハピタス」というポイントサイトです。

ハピタス

ハピタスは聞いたことがあるかもしれません。

ハピタスは、有名企業や有名ショップ、Amazon、楽天、Yahooショッピング

など大手企業が数多く提携している信頼度の高い ASPです。

ハピタスの中でショッピングをしたり、キャッシュバックサイトを使って

貯めたポイントは、現金・ビットコインなど下記の 1５種類と交換できます。

めっちゃ便利！！

https://hapitas.jp/register?spot=21473732&route=pcText


ポレット(Pollet)

Amazonギフト券

BTC（ビットコイン）

楽天スーパーポイント

App Store & iTunes コード

nanacoギフト

楽天 Edy

WebMoney

Bit Cash

PeXポイント

NetMile

Mobageモバコインカード

ドットマネーギフトコード

各種銀行/信用金庫/ゆうちょ銀行

ハピタス堂書店(本・ CD ・ DVD)

中でも、仮想通貨ビットコインが新たにポイントと交換することができるよう

になって、大人気となっています！



仮想通貨ビットコインは、世界で通用する通貨となってきています。

日本でも、ビッグカメラなど量販店での利用が開始されています。

仮想通貨は「仮想通貨取引所」で取引をされていますが、株と同じように

常にレートが上がったり下がったりします。

ポイントをビットコインで受け取っておいて、高くなった時に売ることで

日本円で受け取るよりも遥かに価値の高いものになります。



では、ポイントをいくら貯めたら交換できるのか、交換までにどれくらい

日数がかかるのかなどが気になりますね。

まずは、

どれくらいの日数で交換することができるのか・・・

通常は申請してから 3営業日以内に交換することができます。

ただ、仮想通貨ビットコインは銀行とは違って仮想通貨取引所から

送られてきますから他の交換条件とは少し違います。

それは、こういうことです。

仮想通貨取引所は世界中にありますが、365日・ 24時間稼動しています。

メンテナンスなどの特別なことがない限りは休日はないのです。



インターネット上での取引が行われる為、ハイスピードで手元に届きます。

ハピタスのポイント交換では最長ナント！15分で届くようになっています！

最長で 15 分ですから、数分ということも有り得ます。

ここで、仮想通貨を保有したことがない方のために、仮想通貨の受け取り方

などを少しだけ解説しておきます。

仮想通貨を受け取る場合や、仮想通貨を現金にする為には普通の銀行では

できません。

仮想通貨を受け取る、または売買するには「仮想通貨取引所」で行います。

仮想通貨の取引所は検索するとたくさん出てきますが、安心な取引所の中で

有名な取引所のひとつは GMO コインです。

では、早速登録から始めていきましょう。

https://coin.z.com/jp/corp/lp/spot/?aid=00035&utm_source=affiliate&utm_medium=00035&hc_uus=794680cef6a92a0879b88e64048b0fa8


1、ASPに登録

https://hapitas.jp/register?spot=21473732&route=pcText

上記の URLをクリックして、

青い枠内の、「ハピタスを始める」をクリックします。

https://hapitas.jp/register?spot=21473732&route=pcText


「新規会員登録フォーム」では必須項目３ヵ所に記入します。

「次へ」をクリックすると、登録したアドレス宛に確認用メールが

送られてきます。



確認用メールが送られるのと同時に、ここで登録した携帯電話に

「認証コード」が送られてきます。

この認証コードは、メモ帳などにコピーをしておきましょう。

次に、登録したアドレス宛に、件名「仮登録完了のお知らせ」

メールが届きます。



もしも、登録したアドレス宛に数分以上たってもメールが届かない場合は、

登録したアドレスが間違っている可能性がありますから、もう一度登録

をしなおしましょう。

メール本文中の赤枠の URLをクリックして、先ほどメモ帳に保存して

おいた「認証コード」を下の画像の赤枠へコピペします。



下の画面が出たら登録完了です。



いよいよ、資金稼ぎの開始です。

２、自己アフィリエイト案件を探す

効率よくポイントを貯めていく為に、できるだけポイントの高い案件を

探します。

ハピタスにログインします。

図の上部左赤枠「サービスでためる」をクリックします。

https://hapitas.jp/register?spot=21473732&route=pcText


各種参加プログラムがあります。

ここでポイントの高い、「クレジットカード」をクリックします。

「クレジットカードのショップサービス」の画面が出ます。

カードの案件は一件あたりのポイントが格段に高いので、効率よくポイント

を貯めることができます。



３、自己アフィリエイトを実行する

仮に、三菱 UFJ銀行のデビッドカードの申し込みをしてみます。

三菱 UFJ銀行－VISAデビッドカードの案件を確認して、右端の矢印

「詳細を確認する」をクリックします



この画面が開いたら、左下の赤枠「参加する」をクリックします。

次に、右端のポイントを貯めるをクリックします。



VISAデビッドのお申し込みをクリックして、カード発行の申請をします。



銀行口座を持っていない場合は、「お申し込み」の右横「口座を開く」ボタンを

クリックして口座開設を先にしてください。

デビッドカードは、クレジットカードとは違って、ほとんど審査はないので

誰でも申し込みをすることができます。

ただし、カードを利用した場合は、即時銀行口座から引き落とされますから

注意してください。

その他の高額報酬プログラム

保険・不動産などの無料相談

保険の見直しなどは、定期的な出費の見直しにもなります。



FX口座開設

FX口座開設の案件は、一度取引をすることが条件のものがありますから

注意書きをよく読んで理解してから利用してください。

※外為ドットコムは口座開設だけでもポイントがもらえます。

４、ポイントを現金または仮想通貨ビットコインと交換

（※ポイントサイトとヤフオクの連動も…後ほど説明）

ポイントが貯まったら、交換しましょう。

ハピタスポイントは、1ポイント＝1円です。

交換する為には、次のような条件があります。

現金に交換するには、

300ポイント以上から、100ポイント単位で交換が可能



ビットコインに交換するには、

300ポイント以上から 100ポイント単位で交換が可能

ポイントの交換はナビメニューから「ポイント交換」クリックします。

ポイント交換画面が開きます。



ここで、BTC（ビットコイン）や、Amazonギフト券、現金などに交換する

ことができます。



次に、ポイントのレートの一部をご紹介します。



これらのポイントサイトで BTC（ビットコイン）や現金を貯めていくことで、

本来の目的であるネットビジネスを、無理なく進めていきながら 3万円の

安定収入が可能となります。



ここまでは、

ハピタスで自己アフィリエイトをしたり、ショッピングなどをしてポイント

を貯めていき、現金またはギフト券、仮想通貨ビットコインと交換する方法

のご紹介です。

ハピタスでさらに稼ぐ

ここからは、

ハピタスの自己アフィリエイトで 2重に稼ぐ方法をご紹介します。

ハピタスの中には、化粧品や健康食品などの定期購入の募集があります。

定期購入の申し込みをした場合に、初回だけ格段に安く販売している商品

があります。

https://hapitas.jp/register?spot=21473732&route=pcText


テレビショッピングでも、初回半額などの CMを見かけると思います。

ハピタスでの例を出してみます。

ハピタスにログインします。

メニューから「定期購入」を探す、または検索バーに「定期購入」と

打ち込むと下の画面が出ます。



ここでは、人気度の高い商品、キャッシュバックの高い商品を見つけます。

今回は、以下の二つの商品をキャッシュバックしてみます。

DUOザ・クレンジングバーム（定期購入）※360ポイント

へパリーゼ Z（定期購入）※1000ポイント



DUOザ・クレンジングバーム（定期購入）募集欄の右に「ポイントを貯める」

というボタンがあります。

クリックすると、このページが開きます。

「お得な申し込みはこちらから」

をクリックして申し込みを済ませます。



3600円の商品を 1800円（税込み・送料無料）で手に入れることができます。

しかも、ポイントも 360ptつきますから、１度に２つの利益をえることが

できます。

ここで注意しなければならないのは、半額で購入することになりますから、

商品が届きましたら、

定期購入をキャンセルすることを忘れないで下さい。



こちらは 6480円の商品を 3240円で手に入れることができます。

二つの商品を半額で購入します。

3600円－1800円＝1800円
6480円－3240円＝3240円

合計 5040円

いったんは 5040円の支払いをすることにはなりますが、

ゲットした商品をヤフオクに出品します。



ヤフオクが始めての方は、こちらから詳細資料を

ダウンロードすることができます。

ヤフオク出品マニュアル

人気商品であればあるほど、正価に近い金額で落札されます。

ハピタスポイントで現金 or ピットコイン＋ヤフオク出品で現金

一つのサイトを利用して、二つの収入を得る方法はいかがでしたでしょうか。

小額であっても確実に稼いでいただける手法がここに有ります…

この手法を実践し、現金をＧＥＴすることに成功しましたなら、

是非とも本格的なネットビジネスの資金として活用していただき、

必ずやネットビジネス成功への鍵を手に入れて下さい！！

心よりお祈りしています。。。

作者：カンコ

作者の運営ブログ

http://info-buttyake.com/wp-content/uploads/2018/10/yahoo.pdf
https://hapitas.jp/register?spot=21473732&route=pcText
http://info-buttyake.com/



