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1. 著作権などに関する事項 

1.著作権 

本冊子に記載の情報、表記は「鳥取🉐サイト」運営者（著作権者）に帰属します。 

2.使用許諾契約 

本冊子を受け取り開封した時点でこの契約、下記の事項に同意したものとみなします。 

3.禁止事項 

私的かつ非商業目的で使用する場合、その他著作権法により認められる場合を除き、

複製、公衆送信、改変、切除、ウェブサイトへの転載、インターネット上へのアップロード等

の行為は著作権法により禁止されています。 

4.免責事項 

・本冊子の情報掲載にあたって細心の注意を払っておりますが、その内容に誤りや欠陥が

あった場合、いかなる保証もするものではありません。 

・本冊子をご利用いただいたことにより生じた損害につきましても、著作権者は一切責任

を負いかねます。 

・著作権者は事前の許可を得ずに本冊子の内容を予告なく変更または削除する場合が

ありますので、あらかじめご了承ください。  
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2. 鳥取在住でもできる！ 

 

テレビやインターネットで優先されている情報の多くは、東京を中心とした都会で便利に過ご

す方法ばかりです。鳥取は都会に比べ価格競争に期待できません。つまり鳥取人は都会の

方に比べ選択肢が少ない上、同じものを割高で買っています。 

 

私が紹介するのは鳥取に住んでいても 100%できる方法です。すでに賢い方はやってお

られます。「ポイントサイト」の利用です。さらにそのサイトを利用した必殺技を教えます。合

計 15 万円程度手に入れた方もおられます。必殺技なので何度も使えませんが、使わない

と損です。 

 

そんな都合の良い方法は不安、信じられないと感じる方はしなくてもよいですが、今の時

代便利なサービスは淘汰され、サービスがいきなり中止となることを考えると、今回紹介する

方法に限ってはやったもの勝ちです。 

 

初心者の方、不安な方を向けに写真を多めにしたためページ数は多いですが、極短時

間で実施可能です。見合ったパフォーマンスを得ることができますので試してみてください。  
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3. ポイントサイトとは？ 

 

最近クレジットカードや電子マネーを利用して、ポイントを稼ぐ人がたくさんいます。実際、

生活費の足しになるほど稼げます。お金を払う額が多ければ多いほど稼げます。 

 

ポイントサイトもそれに似ていますが、上記の方法に併用して利用することができます。クレ

ジットカードや電子マネーを使うことで、ポイントが 2重にもらえるのですが、ポイントサイトを経

由して購入するとさらにポイントが付きます。つまり、ポイントが 3重にもらえます。 

 

ポイントサイトは商品の紹介サイトです。紹介することでポイントサイト運営者に紹介料が

入ります。ポイントサイト内の商品をある人が紹介して購入・契約されればその人にポイント

サイト運営者からポイントが付きます。これがポイントサイトのしくみです。 

 

だから、ポイントサイト内の商品を自分で買うと、自分に商品を紹介したこととなり、紹介

料としてポイントが付くのです。 

 

と、ここまではポイントサイトを普通に利用した場合の話です。  
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4. 必殺！自己契約！！ 

 

実は購入するのではなく、商品を自己契約することで 10000 ポイント以上（1 ポイント

＝1円）手に入れることができます。 

 

それを利用します。 

 

条件として一回しかできないものが多いので、必殺技なのです。 

 

ここで紹介する方法はグレーでもなく完全ホワイトでポイントサイトも認めている法律的

にも全く問題のない方法なので安心して下さい。 

 

ちなみに契約と言っても利用価値があるものが多く、その活用も別の記事やおすすめのサ

イトで説明できればと思っています。 

  



田舎でもできる！ 賢く稼ぐ方法 

Copyright 鳥取🉐サイト All Rights Reserved. 

 

5. ポイントサイト必殺活用手順 

 

①ポイントサイトに登録する 

②商品を探して購入または契約する 

③ポイントをお金に換える 

 

最短 3 ステップです。 

 

ポイントサイトは１つでもよいですが、2 つ登録することを勧めている（理由は後で説明し

ます）ので、実質 4 ステップです。 

 

この３～４ステップさえ乗り越えれば、生活費の足しに、新しい専門書の購入、良い聴

診器などなど、手に入れることができるので頑張ってください！ 
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6. ポイントサイトを２つ登録する理由 

 

どちらか一方でもよいですが、モッピー（moppy）、ハピタス（happi+）両方のポイント

サイトに登録することをお勧めします。 

 

その理由は、同じ商品でも条件の良い方を選ぶことができる、ポイントの高い商品の数

が増えるからです。 

 

モッピー（moppy）、ハピタス（happi+）ともに業界ではとくに有名で利用者が多く信

頼のおけるポイントサイトで安心です。どちらの登録も数分で終わるので手間ほとんどかかりま

せん。欲しい物を買うために私は頑張りました（笑） 

 

以下、ポイントサイトの登録～利用方法を 

 モッピー（moppy） 

 ハピタス（happi+） 

ごとに説明します。  
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7. モッピー（moppy）に登録する 

 

↑このバナーをクリックして無料登録画面にジャンプしましょう。 

 

すると以下のような画面（2016/8/23現在）が表示されます。 

 

かんたん 1分!!無料会員登録をクリックしましょう。 

最速は 1分くらいで本当にできます。無駄に私のできる限り最速の入力をしてみました。  

http://moppy.jp/top.php?gh2Ke1c2
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次はメールアドレス入力し、下記利用契約に同意して登録をクリックします。 

 



田舎でもできる！ 賢く稼ぐ方法 

Copyright 鳥取🉐サイト All Rights Reserved. 

 

すると下記のようなお知らせ画面が表示されます。 

 

先ほど入力したメールアドレスと間違ったところがないか確認しましょう。 

もし不備があったらもう一度登録画面から正しいメールアドレスを入力しましょう。 
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あなたが登録したメールアドレス宛に以下のようなメールが届いているはずです。 

 

下記にアクセスしご登録をお願いいたします。直後にあるアドレスをクリックします。 
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各項目を入力していいきます。 

入力がすんだら、利用規約に同意して確認画面へをクリックします。 

これで本登録が完了します。 
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ここは重要です。 

 

先ほど入力した項目の内容と間違い長いか確認しましょう。 

問題が無いようであれば一応この画面をコピーしておくとよいでしょう。 

パスワードが分からなくなっても再度新しいパスワードを設定できるので焦ることはありません。 

 修正の必要がある 

 パスワードをすでにで忘れてしまった 

場合は入力画面に戻る、問題なければ上記内容を登録するをクリックしましょう。 

これでモッピー（moppy）の登録は完了です。 
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8. モッピー（moppy）で購入&契約する 

 

画面を追って説明していきます。 

 

↑登録していない場合はクリックして登録画面へ 

モッピー（moppy）にログインしたら、検索をクリックします。 

 

画面左側のマネー・カードをクリックし、続けてクレジットカードをクリックします。 

 

  

http://moppy.jp/top.php?gh2Ke1c2
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すると、クレジットカードの商品一覧が表示されます。 

例えば、ＣＭでおなじみの楽天カードの場合、カードを作るだけで通常の契約でもらえる

楽天 P7,000 ポイントに加え、モッピーのポイントが 10,000 ポイント（＝10,000円）分

もらえます。（キャンペーンで増額中だったようです。） 

 

気になったら詳細へ GO!をクリックしましょう。 

そして、ポイント獲得条件をクリックし、ポ

イントがもらえる条件を確認しましょう。 
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商品によって、ポイントの獲得条件と獲得対象外は異なります。 

効率よくポイントを獲得するには条件が簡単でポイントが多いものを探すと良いでしょう。 
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ポイント獲得条件を確認し、良い商品だと感じたら POINT GET!をクリックしましょう。 

すると、商品ページへとびます。 

 

楽天カードの申し込みページへ飛んで、先ほど確認したポイント獲得条件を満たすよう注意

して、画面の手順通り申し込むと紹介報酬（今回の商品ですと 10,000 ポイント）がもら

えます。  
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9. モッピー（moppy）でポイントをお金に換える 

 

画面を追って説明していきます。 

 

↑登録していない場合はクリックして登録画面へ 

 

モッピー（moppy）にログインしたら、交換をクリックします。 

 

現金への返還は手数料として 30～174P が必要です。 

  

http://moppy.jp/top.php?gh2Ke1c2
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おすすめは nanaco とwaon です。手数料なく、多くの店舗で利用できます。 

 

交換したいものが決まったら交換するをクリックしましょう。本人認証の手続きを経てポイント

の交換が完了します。セキュリティーもしっかりしていて安心です。 

以上がモッピー（moppy）の利用手順です。  
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10. ハピタス（happi+）に登録する 

 

 

↑このバナーをクリックして無料登録画面にジャンプしましょう。 

 

賢いハピタス生活を始めるをクリックしましょう。 

 

  

https://m.hapitas.jp/register?i=20674883&amp;route=blog_banner_170x170_04" target=
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すると以下のようなメールアドレスを記入する画面になります。 

 

メールアドレス、パスワード、ニックネームを記入し次へをクリックしま

す。 

※パスワード、ニックネームを別のところに書き出しておくことをお勧め

します。 
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あなたの情報を入力していきます。

 

性別、職業、都道府県、生年月日、携帯電話番号を入力します。私はメー

ルマガジンを希望しないを選択しました。「個人情報の取扱いについて」

と「ハピタス利用規約」に同意するのチェックボックスを選択して同意し

て確認画面へをクリックしましょう。 
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正しければ送信する、修正したいのであれば戻るをクリックしましょう。
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確認用メールを送信しましたというページが表示されます。
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登録したメールアドレス宛に以下のようなメールが届いています。 

届かない場合は登録したメールアドレスに不備がないか確認しましょ

う。もし不備があったらもう一度登録画面から正しいメールアドレスを入

力しましょう。 

▼下記の URL より、会員登録を完了させてください。の直後にあるア

ドレスをクリックします。 
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すると携帯電話にショートメールが届きます。届いた 4ケタの暗証番号を

入力しましょう。そして送信をクリックします。 

セキュリティーの徹底さが伺えます。 

 

  



田舎でもできる！ 賢く稼ぐ方法 

Copyright 鳥取🉐サイト All Rights Reserved. 

 

これで登録完了です。 

 

ポイント生活を楽しみましょう! 
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11. ハピタス（happi+）で購入&契約する 

 

画面を追って説明していきます。 

 

↑登録していない場合はクリックして登録画面へ 

 

ハピタス（happi+）にログインし以下の画面のサービスでためるを選択し 

 

 

クレジットカードをクリックします。 

 

 

  

https://m.hapitas.jp/register?i=20674883&amp;route=blog_banner_170x170_04" target=
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するとクレジットカードの商品一覧が表示されます。モッピー（moppy）同様、ＣＭでおな

じみの楽天カードの場合を見てみましょう。 

 

カードを作るだけでハピタスのポイントが 8,000 ポイント（＝8,000円）分、さらに宝くじ交

換券 10枚ももらえます。 
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詳細を確認するをクリックしましょう。 

 

ポイント対象条件を確認し、ポイントを貯めるをクリックしましょう。すると商品紹介のサイト

に飛びます。 

後はポイント対象条件に注意し画面どおり進んいけばポイントをもらうことができます。  
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12. ハピタス（happi+）でポイントをお金に換える 

 

画面を追って説明していきます。 

 

↑登録していない場合はクリックして登録画面へ 

 

ハピタス（happi+）にログインし、ポイント交換をクリックします。 

 

 

ハピタス（happi+）はモッピー（moppy）と違い、 

交換手数料がかかりません。 

 

現金に交換する場合は 

各種銀行/信用金庫/ゆうちょ銀行をクリックします。 

  

https://m.hapitas.jp/register?i=20674883&amp;route=blog_banner_170x170_04" target=


田舎でもできる！ 賢く稼ぐ方法 

Copyright 鳥取🉐サイト All Rights Reserved. 

 

交換申し込みをクリックします。 

 

 

ちなみに 

amazon ギフト券、 

iTunes ギフトは 

490 ポイントで 500円分に 

交換できるためお得です。 
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13. ポイントサイト活用のまとめ 

 

 ポイントサイトを利用すると紹介料で賢く 15万円ほど稼ぐことができる。 

 同じ商品でもモッピー（moppy）とハピタス（happi+）で特典、条件が異なる。 

 ハピタス（happi+）は交換手数料が無料。 

 

ポイントサイトを利用しない手はないと思います。電気屋を例に挙げると、鳥取は都会に比

べ価格競争に期待できません。つまり鳥取人は都会の方に比べ割高で物を買っています。 

イラッとします。紹介した方法を利用すれば節約・購入の足しにすることができます。 

 

 

↑登録していない場合はクリックして登録画面へ 

 

↑登録していない場合はクリックして登録画面へ 

 

説明で紹介したクレジットカードだけが狙い目かと言うとそうでもありません。 

最後におまけとしてポイントが高い商品を検索するコツをお伝えします。  

http://moppy.jp/top.php?gh2Ke1c2
https://m.hapitas.jp/register?i=20674883&amp;route=blog_banner_170x170_04" target=
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14. 【おまけ】高ポイント商品を検索する方法 

 

ポイントサイトの巡回は目移りして無駄遣いなんてことも起こります。そこで検索効率を上げ

ることも重要です。 

 

モッピー（moppy）、ハピタス（happi+）ともに基本的な検索方法は同じです。 

 

15. 【おまけ】高ポイントで達成しやすい条件のカテゴリー 

 

 金融商品 

 クレジットカード 

 口座開設（FX・CX・先物取引、証券など） 

 保険 

 クーポン・グルメ 

 美容・エステ 

 その他 

 結構相談所 ←登録するだけでもらえるところがある 

※キャッシングやローンはカード発行と利用が条件の場合がほとんどなので避けましょう！  
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16. 【おまけ】検索方法 

1. カテゴリーを選択する 

2. 商品リストを並び替える 

 モッピー（moppy）の場合はポイント順 

 

 ハピタス（happi+）の場合は獲得ポイントの多い順 

 

 

 

 

3. 条件が満たせそうな商品を上から順に選ぶ 
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17. 最後に 

ここで紹介した方法はグレーでもなく完全ホワイトでポイントサイトも認めている法律的にも

全く問題のない方法です。 

しかし、こんな方法がいつまでも続くでしょうか？？早いうちに手を打っておく方が賢い選択と

言えます。 

稼いだお金は、あなたの生活に必要なものをしっかり吟味して、未来の自分のために投資し

ましょう！ ちなみに私は子供の行事のために高級な一眼レフカメラを購入しました。妻に相

談した結果です…欲しいものをこっそり買えばよかった（笑）うまいこと使いましょう！ 

 

 

↑登録していない場合はクリックして登録画面へ 

 

↑登録していない場合はクリックして登録画面へ 

 

ポイントサイトを有効に活用するために今後も高ポイントを得るために契約した商品をお得に

使う方法や、だれでも本を 10％還元で購入する方法などなど鳥取🉐サイトでは実際に私

が試したお得な情報を発信していきます。    （2016/9/29鳥取🉐サイト管理人） 
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