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自己アフィリエイトの手順は大きく分けると次の４ステップです。 

１．ポイントサイト「ハピタス」に無料登録する。  

※「ハピタス」の登録はこちらから 

⇒https://m.hapitas.jp/register?i=20970152&route=text 

２．ハピタス経由でクレジットカードを作ったり、FX口座を開設する。  

３．ポイント獲得条件を満たすようにFX口座に入金・取引をする。  

４．ポイント獲得後、現金化する。 

順番にご説明します。  

１．ポイントサイト「ハピタス」に無料登録する。 

まずはハピタスというサイトに登録してください。  

登録はこちら⇒https://m.hapitas.jp/register?i=20970152&route=text 

ハピタスは「自己アフィリエイト」ができる案件が多数掲載されている ”ポイントサイト”
と言われるサイトです。  

ハピタス経由で商品を購入したり、サービスを購入したりすると 「ポイント」がたま
り、そのポイントを現金化できる仕組みになっています。 
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【ハピタス無料会員登録の方法】  

まずは下記の URL から無料会員登録をしてください。  

「ハピタス」会員登録↓  

⇒https://m.hapitas.jp/register?i=20970152&route=text 

登録してお金がかかることは一切ありません。  

ハピタス（ https://m.hapitas.jp/register?i=20970152&route=text）を開いたら、新
規登録ボタンをクリックします。 
 

※サイトのデザインは変更されている可能性があります。  

次に「新規会員登録フォーム」に必須事項を入力していきます。  

※ニックネーム・パスワードは忘れないようにしてください。  

※※「メールマガジン購読」は「希望しない」で大丈夫です。 
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『送信』をクリックすると、登録した『メールアドレス』宛てにハピタスからメールが届
きます。  

メールに記載されたＵＲＬをクリックしてください。  

ＵＲＬをクリックすると、今度は携帯電話にショートメールが届きます。  

そのショートメールに記載された認証コード（4 ケタの数字）を入力してください。 

これで登録完了です。 



２．ハピタス経由でクレジットカードを作ったり、FX口座
を開設する。 

ハピタスの登録が完了したら、今度は現金化できるポイントを獲得しにいきます。  

まずは、ハピタスにログインします。 

ログイン後の画面の最上部に 「ショッピングでためる」「サービスでためる」「アンケー
トでためる」 などの項目が並んでいます。 

クレジットカードとFX、この２つは高額案件が多いです。 

以下にそれぞれのポイントを解説します。   

①クレジットカード 

まずはクレジットカードから見ていきましょう。 

上記のカテゴリーからクレジットカードをクリックして下さい。 

そして、図の赤枠の部分の画像にチェックを入れ、さらに人気順となっているところを
「獲得ポイントの多い順」としましょう。 

すると、下記のように表示され、見やすくなります。 



ポイントが高い順にクリックして、詳細を確認しましょう。 

そして、「ポイントを貯める」というところからカード会社のホームページに入り、その
ままカードを作ることで自己アフィリエイトをすることができます。 

【注意点】 

１．ポイント対象条件をよく読むこと 

ポイントの対象条件は必ずチェックしましょう。 

中には、カードの登録＋翌月末までに5000円以上のカード利用といったものもありま
す。 
基本的にカードの利用が条件になっているものは避けたほうが良いです。   
  



２．年会費 

年会費も必ずチェックしましょう。 

確認方法は簡単です。 

一度「ポイントを貯める」というボタンから カード会社のページに飛んで確認してみて下
さい。 

飛んでいったページの下の方を見てみると、このように年会費を確認することができま
す。 
この場合は、年会費が22,000円（税抜）かかるので避けるべきです。 

基本的には年会費無料を狙いましょう。 



３．一気に作り過ぎない 

クレジットカードは一気に何枚も作るのはあまり良くないので、一度に３枚までにしてお
きましょう。 

半年経つとカードを作った履歴が消えるので、 半年後にまた3枚作るという感じでやって
いくと良いです。 

②FX口座開設（こちらが特にオススメ） 

次に「サービス」をクリック⇒「FX・仮想通貨・先物取引」をクリックしま す。 

「FX・仮想通貨・先物取引」の案件がでてきます。 

これらの案件のうち、 できるだけ手間がかからず、高報酬のものを選ぶ必要があります。  

※なぜFX口座の開設が良いのか？  

ハピタスにはFX口座の開設以外の方法でも ポイントを貯めることが可能です。 

その中でも、FX口座の開設をオススメする理由は次の２つです。  

１．商品を購入する必要がない。  

２．獲得ポイントが 10000 ポイント（1 万円）を超えるものが多く、報酬が高い。  



他の案件だと、何か商品を購入しなければならなかったり  

資料請求で100 ポイント（100 円）など、  

手間と作業時間に対して、報酬が少なくなってしまいます。  

それに対して、FX口座の開設では、１つ口座を開設して、  

ほんの少し取引するだけで１万円を超える報酬になります。  

なので、FX口座の開設をオススメしています。 

FX口座に関する全体の流れ 

１．FX口座を開設する 
⇓ 
２．口座に条件になっている金額を入金 （大体５万円～１０万円）  
⇓ 
３．条件に書いてある回数の取引をする （買ってすぐ売るを条件より少し多めに繰り返
す） 
⇓ 
４．それからポイント判定が出るまで数日から数週間待つ 
⇓ 
５．キャッシュバックの判定がおりたらお金を引き出す （判定がおりるまではお金は引
き出さないで下さい） 

FX口座開設の手順  

ハピタス「FX・仮想通貨・先物取引」の案件の中から FX口座開設案件を探します。  

今回は、一例として「外為オンライン」の口座を開設していきます。  

※実際の案件の名前や獲得ポイント（報酬）は時期によって変わります。  

ハピタス Top ページから『サービス』⇒『FX・仮想通貨・先物取引』を選択して、 『詳
細を確認する』をクリックします。 
 



下の写真のような画面がでますので、「ポイント対象条件」をクリックします。 
 

ここの『ポイント対象条件』に書かれている条件を満たした時に、始めてポイント獲得
（報酬発生）となりますので、必ず確認してください。  

※ポイント対象条件を満たしていなければ、FX口座を開設してもお金がもらえません。 

「外為オンライン」の場合、ポイント対象条件（2018年10月時点）は以下のようなもの
です。  

※条件は変更になる場合があります。 



【ポイント獲得条件】 
 お申込みから60日以内に初回入金10万以上、新規100万通貨以上のお取引完了  
※南アフリカランド/円の場合は1,000万通貨以上のお取引 
※新規注文のみカウントされます（決済はカウントされません） 
※対象コース：全コース 
※法人様の口座開設は付与対象となりませんのでご注意ください。 

【取引例】 
1,000通貨（新規注文1.000回お取引 （2014/3/3から取引可能）） 
10,000通貨（新規注文100回お取引） 
1,000,000通貨（新規注文1回お取引） 

【ポイント却下条件】 

外為オンラインに資料請求をされたことがある場合・既に外為オンラインに口座をお持ち
の場合・悪戯、虚偽（存在なし、同一人物の複数請求）、不備データ・重複・なりすまし・
出金・申込後書類審査に落ちた場合・外国為替証拠金取引を行う目的以外の口座開設とみ
なされた場合は不可。 

2014/9/14までの取引条件 
お申込みから60日以内に初回入金10万以上新規30,000通貨以上のお取引完了  

実際に、FX口座を開設する前に条件をしっかりと確認しておいてください。 

条件を確認するときのポイントとしては、 

 ●初回入金はいくら必要か？  

⇒FX口座を開設してから、最初に銀行口座からお金を入金するときの金額です。  

（入金したお金は後日、銀行口座に戻すので、お金がなくなるわけではありません） 

 ●報酬発生のためにどれくらい取引が必要か？  

⇒銀行口座からFX口座に入金したお金で取引する回数のことです。  



外為オンラインの場合、100万通貨以上となっていますが、最低金額の10万円を入れれば
OKです。 

FXにはレバレッジというシステムがあります。 

簡単にいうと実際、口座に入っているお金を数倍にして使うことが出来ます。 

FXでは、25倍までレバレッジが可能ですので、10万円の入金でも約250万円ほどのお金
を動かせるわけです。（1ドルを100円と仮定した場合です） 

金額が大きいように感じますが、心配ありません。 

自己アフィリエイトにおいてドル円を売買する時間はほんの数秒です。 

その数秒の間に相場が一気に変動することはまずありません。 

買って売るという動作をすぐにやってしまえば、損しても数十円であることがほとんどで
す。 

運が悪くて100円ぐらいです。 

FXにおける自己アフィリエイトのキャッシュバックが、大体1万円～1万5000円ぐらいで
すので、そう考えれば数百円マイナスになっても全然プラスになります。 

最初はちょっと怖いかもしれませんが、一度やってしまえばほとんど抵抗がなくなりま
す。 
それでは、いよいよFX口座を開設していきます。  

まずは、下の画像の「ポイントを貯める」をクリックしてください。 



「ポイントを貯める」をクリックすると、FX 会社のホームページが表示されます。 

多くの FX 会社では下の画像のように「ここからはFXのホームページです」という注意
書きが表示されますが、気にせずに進んでください。 

ホームページは会社ごとに異なりますが、 「口座開設」という内容の書かれたボタンが
ありますので、 そちらをクリックしてください。 

（※下の画像は外為オンライン） 
 

続いて、個人情報の入力画面に進みます。 最初に、いくつかの事項に関して、承諾を求め
られますが、全てを承諾してください。  



必要事項を入力し、本人確認書類（運転免許証など）を送付すれば、 口座開設の手続き
は終了です。  

会社によってばらつきがありますが、 ３日～２週間ほどでFX会社から「口座開設完了通
知」が郵送で届きます。 

３．ポイント獲得条件を満たすようにＦＸ口座に入金・取
引をする。  

口座開設完了通知が届いたら、インターネットでFX口座にログインします。  

ログインの方法については「口座開設完了通知」に同封されている ログインマニュアル等
を参照してください。  

（FX口座のログインIDとパスワードも記載されています）  

ここからは、先ほど確認した「ポイント対象条件」を満たすための作業になります。 

 ※ポイント対象条件は、FX口座開設の案件によって異なりますのでご注意ください。 

例えば、先ほどの「外為オンライン」の場合、 主な条件は  

①FX口座に初回入金10万円以上  
②（60 日以内に）新規100万通貨以上の取引  

この２つでした。  

FX口座に10万円以上入金し、最低１回は取引することになります。  

取引の方法については、  

最初に外貨（米ドルなど）を買い、買った外貨を売ってください。 

数百円の損失が出ることがありますが、あとでポイントがつきますので、「費用」だと考
えてください。  



※取引の回数が増えるほど、損失が大きくなる可能性が高くなります。  

ポイント獲得条件の最低取引回数以上は取引をしないでください。 

◆『ポイント却下条件』にも注意しないといけません。 

※獲得ポイントの確認はハピタスのトップページの右上に表示されています。  

（下の画像の場合は 61ポイントがたまっています） 

 

中には、「判定がでるまでに、出金、口座解約した場合は対象外となります。」 という
却下条件があるケースもあるので、その時は「ポイントが付くまでFX口座からお金を引き
出さない」 ということになります。 

ポイント獲得を確認した後（今回の「外為オンライン」の場合8500ポイント）、 最初に
入金したお金をFX口座から引き出したら、あとはポイントを換金して終了です。 

４．ポイント獲得後、現金化する。  

最後に、ポイントを現金化します。  

まずは、ハピタスのトップページの右上にある「ポイント交換」をクリックしてくださ
い。 
 



ポイント交換画面に進んだら、ポイント交換先から 
 

「各種銀行／信用金庫／ゆうちょ銀行」⇒「交換申込み」を選択します。  

ハピタス登録時の名義人（本人）の銀行口座の情報など、 必要事項を入力して、ポイント
交換手続きを完了すれば、３営業日内に指定の銀行口座に振り込みがあります。  

※ハピタスで現金化できるポイントは１ヶ月３万円が上限です。 

今回のマニュアルではクレジットカードやFX口座の開設について説明していますが、 自
己アフィリエイトでAmazonで商品を買ったり、アンケートに答えたりと、様々な案件で
ポイントを貯めることができます。  



著作権侵害にご注意ください！  

「自己アフィリエイト説明書」（以下、本書と表記する）の著作権はHajimeにありま
す。  
・本書のすべての内容は、日本の著作権法、及び国際条約によって保護されています。  
・Hajimeが事前に書面をもって許可した場合を除き、本書の一部、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、ビデオ、テープレコーダー等）により複
製、流用、転載、転売することを固く禁じます。  
・著作権侵害につきましては、著作権法第119条などの罰則がありますのでご注意くださ
い。第119条次の各号のいずれかに該当する者は、５年以下の懲役若しくは500万円以下
の罰金に処し、またはこれを供科す る。  
・著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権または著作隣接権を侵害した者（第102
条第1項において準用する場合を含む第30条第1項）に定める私的使用の目的をもって自
ら著作物若しくは実演等の複製を行った者、第113条第3項の規定により著作者人格権、
著作権、実演家人格権若しくは著作隣接権（同条第4項の規定により著作隣接権とみなさ
れる権利を含む。第120条の2第3号において同じ）を侵害する行為とみなされる行為を
行った者、または第113条第5項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為 
とみなされる行為を行った者を除く。）  
・営利を目的として、第30条第1項第1号に規定する自動複製機器を著作権、出版権また
は著作隣接権の侵害となる著作物または実演等の複製に使用させた者。  
・配布、使用に関して要望は本書の著者、Hajimeまでご連絡下さい。 

本書の使用に関する同意書本同意書は、本書を購入した個人または法人（以下、甲と称
す）とHajime（以下、乙と称す）との間で、 本書の使用に関する一切の関係に適用しま
す。 本書を甲が受け取り、パッケージを開封した場合には、本同意書に記載されたすべて
の事項に同意したもの とみなします。  
第１条（本同意書の目的） 甲は、本同意書に基づき、乙が著作権を有する本書に含まれ
る情報（ノウハウ、テクニック等）を使用する ことができます。  
第２条（知的財産侵害の禁止） 甲は、本書に関するすべての知的財産権が乙に帰属するこ
とを承諾し、その権利を侵害しないことを約束します。甲は、乙の書面による事前許可が
得られない場合は、以下の行為を行ってはいけません。特に本書を 他者に貸与、譲渡、
販売、公開することを固く禁じます。甲は、自らの事業、所属する会社及び関連組織 
（販売店、代理店等）においてのみ、本書に関する情報を使用できるものとします。  
（１） 本書の複製、転写、転載、改ざん、部分使用  
（２） 本書の内容の一部または全部に関する出版、講演、広報活動  
（３） 本書の内容に関して取材を受ける行為  
（４） 本書の内容に関して不特定多数人に告知する行為  
（５） その他、前各号に該当するおそれのある行為、またはこれに類する行為  
第３条（損害賠償） 甲が本同意書の第２条に違反した場合、甲は乙に対し、その違約金
として、違反件数と販売価格を乗じたものの10倍の金額を払うものとします。また、甲が



本同意書に反した行為、または不正、違法な行為によっ て乙に損害を与えた場合は、甲
は乙に対し損害賠償の請求を行うことができるものとします。 
第４条（責任の範囲） 乙は、甲に対し、本書の情報の使用により発生した一切の損害に
ついて責任を負わないものとし、損害賠償 の義務もないものとします。  
第５条（本同意書の変更） 乙は、本同意書の内容をいつでも変更、追加、削除できるも
のとし、文書、電子メールによるお知らせなど 乙が適当と考える方法により甲に通知し
ます。本同意書の内容の変更がなされたことの通知を甲が受け取った後に、甲が本書の使
用を継続する場合は、本同意書の変更を承諾したものとみなします。  
第６条（裁判管轄） 本同意書に関して訴訟の必要が生じた場合には、乙の所在地を管轄
する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。


