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■はじめに■ 

はじめまして！この度は私のレポートをダウンロードしてくださ

り、誠にありがとうございます。 

当レポートを作成したせどマイラーと申します。 

詳しい自己紹介はこちらになります。 

2

2014 年に副業で欧米輸入、2016 年からせどり（国内転売）も始め、2016 年 12 月には         

売上 362万円・利益 51万円を達成しました。せどりのスタイルは主にパソコンやスマホを使った、

いわゆる電脳せどりです。扱う商品はオールジャンルで新品がほとんどです。＾＾ 

現在は脱サラして、自宅で仕事をしていますので、満員電車に乗る必要が無く、自分と合わな

い人たちと付き合う必要もないので、ストレスフリーな生活を送ることができるようになりました。                                          

そして、 2017 年の春休みには今回ご紹介する方法で貯めたマイル    

（マイレージ）を利用して、飛行機代を支払うことなく、家族 4 人（妻、子供 2 人）で     

グアム旅行に行く予定です。(^^)/ 

また、秋には両親が以前から行ってみたいと言っていたアメリカ西海岸   
に連れていく予定です。もちろん貯めたマイルを使うので、この飛行機代もタダです。 

あなたもせどりで稼ぎながら、マイルを貯めて          

家族で海外旅行に行ってみませんか？ 

 

http://sedomiler.com/profile/
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みなさんはマイル（マイレージ）ってご存知ですか？ 

そう、航空会社が顧客の囲い込みの為、自社便(もしくはアライアンス会社)に搭乗いただいた 

お客様に搭乗距離に比例した「ポイント」を付与し、貯めた数に応じて、無料航空券や割引航空

券 、 座 席 ア ッ プ グ レ ー ド な ど が サ ー ビ ス さ れ る 仕 組 み の こ と で す ね 。

    

もともと米国のアメリカン航空が始めたサービスで、航空業界が使う距離の単位は      

「km（キロメートル）」 ではなく「mile（マイル）」なので、日本ではマイルもしくはマイレージと呼ぶよ

うになったそうです。＾＾   ※このレポートでは、以下マイルと記載します。 

ここで、「あれ？じゃあ、マイルは飛行機に乗らないと貯まらないの？」と思う方もいらしゃるか

もしれませんが、もちろん飛行機に乗らなくてもマイルを貯めることができますよ！

 

では順番に説明していきますね!! 

ANAマイレージサイト 

https://www.ana.co.jp

/amc/welcome/ 

JALマイレージサイト 

https://www.jal.co.jp

/jmb/ 

https://www.ana.co.jp/amc/welcome/
https://www.ana.co.jp/amc/welcome/
https://www.jal.co.jp/jmb/
https://www.jal.co.jp/jmb/
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電脳せどりにおける効率的なマイル獲得方法 

みなさん、電脳せどりはどのサイトを利用されていますか？もし、普段「ヤフオク！」や「楽天」

などで仕入れているのであれば、直接「ヤフオク！」や「楽天」のようなサイトを見に行かずに、

『ハピタス』というポイントサイトを一旦経由してから、「ヤフオク！」や「楽天」を見にいきましょう！  

 

 

 

 

・『ハピタス』のポイントを貯めることで、結果的にたくさんの「マイル」を貯めることができます！  

 

・また、仕入れに使うクレジットカードも「マイル」を貯めやすいものを使用しましょう！ 

クレジットカードのポイントをマイルに変換する際に、還元率の良いカードを利用したり、   

複数のポイントサイトを経由することで、マイルを最大化しましょう！ 

 

・さらに、「ハピタス」に登録されていないサイト (アマゾンやエディオンなど）は、         

別のポイントサイトを経由してマイルの取りこぼしがないようにしましょう！ 

 

file:///C:/Users/nori/Documents/★山田/★マネー/★★★RTL/a href="http:/h.accesstrade.net/sp/cc?rk=0100jq1r00gp95" rel="nofollow" target="_blank">ヤフオク!へ出品するならYahoo!プレミアム会員登録♪<img src="http:/h.accesstrade.net/sp/rr?rk=0100jq1r00gp95" width="1" height="1" border="0" alt="" /></a
file:///C:/Users/nori/Documents/★山田/★マネー/★★★RTL/<a href="https:/hb.afl.rakuten.co.jp/hsc/1581bda5.dd63823e.1581bd77.3854f5b7/?scid=af_shop_img&link_type=pict&ut=eyJwYWdlIjoic2hvcCIsInR5cGUiOiJwaWN0IiwiY29sIjowLCJjYXQiOiIxIiwiYmFuIjoiNDQ3NDMwIn0=" target="_blank" style="word-wrap:break-word;"  ><img s
https://m.hapitas.jp/register?i=11950113
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まとめますと・・・、 

 

 

１． 電脳せどりでは「ハピタス」を経由し、 

 

２． 『マイル』を貯めやすいクレジットカードで決済し、 

 

３． ハピタス以外のポイントサイトも利用 

 

 

このたった３ステップで、驚くほど「マイル」が貯まっていきます。＾＾ 

 

では、詳細についてご紹介していきます♪ 

 

※当レポートは、ANAマイルの貯め方について記載していきます。 
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第１章 電脳せどりでは「ハピタス」を経由しましょう！ 

まずは『ハピタスポイント』をどんどん貯めていきましょう！ 登録は簡単です。＾＾ 

(1) 『ハピタス』の会員登録をする 

http://hapitas.jp/ ← ここをクリック！！ 

 

 

                          

↑ ここから新規会員の登録をしていきます。 

 

 

https://m.hapitas.jp/register?i=11950113


え？せどりしてるのに海外旅行に行かないの？私は家族全員連れて行ってますが。 

私があなたをタダで海外旅行に連れて行ってあげましょうか？ダマされたと思って今すぐコレをやってみてください。 

 

Copyright (C) 2017 せどマイラー All Rights Reserved. 
- 9 - 

 この画面に移ります。↓ 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

メールアドレスやパスワード、ニックネームなどを入力し、 「次へ 」をクリック 、           

あとはサイトの手順通りに設定し、登録完了です！^^ 
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よく使うサイトはハピタス内の「お気に入り」に登録しておきましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

             クリックするだけで、登録したサイトを見に行けますよ！ 

 

 

まずはどんどんハピタスポイントを貯めましょう！ 
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ちなみに私は毎月 200 万円以上、電脳仕入れしていますので、毎月最低でも    

『20,000』ハピタスポイントを貯めることができています。これは、ANA マイルに換算すると、

『12,000』になります。 

各種ポイントを簡単にマイル換算計算ができるサイトでマイル数を確認してみましょう！  

『ポイ深』 http://www.poitan.net/ ← ここをクリック！！ 

 

 

 

 

 

 

サーチ画面で変換元に「ハピタス」、変換先に「ANA」を選択して、検索すると、 

 

 

 

 

『20,000』ハピタスポイントは最終的には『12,000』ANAマイルに交換できますよ。 

毎月『12,000』マイルを貯めると、1年では 12,000×12＝144,000マイルになりますね。 

これだけマイルが貯まれば、家族 4人で「グアム」ぐらいは余裕で行けそうです。＾＾ 

http://www.poitan.net/
http://www.poitan.net/
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しかし、ここで満足してはいけません！！ 

 

みなさん、仕入れにはクレジットカードを利用しますよね？ 

 

 

そのクレジットカードもマイルの貯まりやすいクレジットカードを利用するだけで、          

  

同じハピタスポイントでもＡＮＡマイルが 1.5倍も増えるんですよ！！ 
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第２章 マ イ ルを貯 め やすい ク レジッ ト カード を               

利用しましょう！ 

みなさん、せどりでの仕入は主にクレジットカードを利用していますよね？〇〇ポイントが貯ま

るとか、現金に交換できるとかの理由だけで、クレジットカードを選んでいませんか？ 

私がおススメするマイルを貯めやすいクレジットカードは

この２枚です!! 

(1) ANA To Me CARD PASMO JCB カード（通称：ソラチカカード） 

http://www.jcb.co.jp/ordercard/teikei/ana_tome.html  ← ここをクリック！！ 

 

 

 

 

 

まずはこのクレジットカードを作成してください。カード決済で貯めたＪＣＢの OKIDOKI ポイント

をＡＮＡマイルに交換（1,000円＝1OKIDOKIポイント＝10マイル、還元率１％）できるだけではなく、                  

さきほどご説明した「ハピタスポイント」を通常の 1.5 倍でＡＮＡマイルに交換するための     

必須カードになります。年会費は 2,000円（税抜）かかりますが、初年度は無料ですよ。 

↓1.5倍になる確認方法は以下になります。↓ 

http://www.jcb.co.jp/ordercard/teikei/ana_tome.html
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「ポイ探」の「オプション」「ＡＮＡカード設定」で「ソラチカカード (ANA To Me CARD PASMO 

JCB)」のチェックボックスに☑を付けて、再度ポイント計算してみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すると、あら不思議！ さきほど「12,000」だった「ＡＮＡマイル」 が「18,000」になりました。＾＾ 
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このソラチカカードを持つと、ハピタスで貯めたポイントが通常よりも 1.5 倍多く、        

マイルをゲットできるというわけなんですね！！ 

毎月「18,000」マイルだと、1 年では 18,000×12 ヶ月＝216,000 マイルになりますから、           

時期にもよりますが、家族 4人で 「ハワイ」旅行も夢ではなくなりますよね。＾＾ 

 

このソラチカカードを仕入時のカードとして、使っても もちろん OK なのですが、マイルに移行

する際に年間 5,000円（税別）の移行手数料がかかってしまいます。(*_*; 

 

なので、毎月 100万円も仕入しないという方でしたら、次に紹介するクレジットカードを決済用と

して利用してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



え？せどりしてるのに海外旅行に行かないの？私は家族全員連れて行ってますが。 

私があなたをタダで海外旅行に連れて行ってあげましょうか？ダマされたと思って今すぐコレをやってみてください。 

 

Copyright (C) 2017 せどマイラー All Rights Reserved. 
- 16 - 

(2) エクストリームカード（カード会社:ジャックス） 

http://www.jaccs.co.jp/service/card_lineup/jaccscard/extremecard/ ← ここをクリック！！ 

 

 

 

 

もう一つの必須クレジットカードは『 Extreme Card(エクストリームカード ) 』です。           

さきほどのソラチカカードとセットで使うことで効果を発揮します。 

年会費は初年度無料で、年間の利用合計金額が 30 万円以上であれば、次年度は無料に  

なります。 

 

この『エクストリームカード』のポイントは通常であれば、1 円＝0.9 マイルで交換できるのです

が、さきほどと同様、『ソラチカカード』を持っていれば、「Ｇポイント」や「東京メトロ」サイトを経由

することで、1円＝1.278マイルと約 1.4倍も(還元率約 1.3％)マイルを増やす事ができますよ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

さきほど、ご紹介したソラチカカードを使うより還元率が高いので、おススメなんです！ 

 

http://www.jaccs.co.jp/service/card_lineup/jaccscard/extremecard/
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第３章 他のポイントサイトも利用してみましょう！ 

残念ながらハピタスでは、「アマゾン」は対象外ですし、「ヨドバシカメラ」や「エディオン」といっ

たサイトは登録されていないんです。なので、「アマゾン刈り取り」をしたい場合や「エディオンで

の電脳仕入」はハピタスとは別のマイルが貯まりやすいサイトを経由する必要があります。 

(1) JCB Oki Doki ランド 

https://www.okidokiland.com/odl/index ← ここをクリック！！ 

 

 

 

 

 

 

この「JCB Oki Doki ランド」サイトを経由して、「アマゾン」や「エディオン」など、ハピタスには 

登録されていないサイトにいき、さきほどのソラチカカード（JCB）で決済しましょう！ 

 

 

「アマゾン」であれば、今なら 1,000円につき 2OkiDokiポイント貯まります。＾＾ 

1OkiDoki ポイントは 3 マイルに交換できますので、1,000 円につき、6 マイルが貯まります。  

還元率はたかだか 0.6％ですが、細かく拾っていきましょう！ 

https://www.okidokiland.com/odl/index
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(2) .money(ドットマネー) 

https://d-money.jp/ ← ここをクリック！！ 

 

 

 

 

 

 

途中で説明を省きましたが、この「 .money(ドットマネー )」もマイルを最大化するのに、     

必要なサイトです。 

ハピタス ⇒ .money(ドットマネー) ⇒ 東京メトロ ⇒ ANAマイル 

この黄金の「ハピタス」ルートのためには、「.money（ドットマネー）」を経由する必要があるから

です。 

以前は「PEX」というサイトが人気があったのですが、少し手数料を取られるので、 

この「.money(ドットマネー)」を利用したほうが、マイルを最大化できますよ！ 

 

 

 

https://d-money.jp/
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(3) 東京メトロカード 

http://www.to-me-card.jp/ ← ここをクリック！！ 

 

 

 

 

 

 

 

ソラチカカードを作ると 、必然的に登録することになると思いますが、念の為               

記載しておきます。 

このサイトから「東京メトロポイント」を「ANA マイル」に交換して、「ハピタス」ルートでの    

ポイント交換は完了です。♪ 

  「ハピタス」から「ANAマイル」に交換するには、トータルで約 4か月かかりますから、      

この点はご注意くださいね。 

 

 

 

 

http://www.to-me-card.jp/
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(4) Gポイント 

https://www.gpoint.co.jp/ ← ここをクリック！！ 

 

 

 

 「エクストリーム」ルートで、ANA マイルに交換するために必要なのが、この「G ポイント」とい

うポイントサイトです。 

 

 ポイントサイトは今や「ハピタス」が最大手なのですが、この「Gポイント」もタイムセールや   

定期的にキャンペーンをしていますので、チェックしてみてはいかがでしょうか。 

 

 もちろん、この「Gポイント」上で貯めたポイントは、東京メトロ ⇒ ANAマイルに交換可能です

よ！ 

 

  この「エクストリーム」ルートでは、「エクストリーム」ポイントから「ANA マイル」に交換するには、    

トータルで約 5か月と「ソラチカ」ルートよりは少し多めに時間がかかるのが難点ですが、時間に

余裕を持って、貯めていきましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エクストリーム ⇒ Gポイント ⇒ 東京メトロ ⇒ ANAマイル 

 

https://www.gpoint.co.jp/fd/?u=4917076&r=00
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例として、「ソラチカカード」で月 40 万円と「エクストリームカード」で月 60 万円、計 100 万円を

「ハピタス」を通して、電脳仕入れをした場合の最終的に貯まる ANAマイルは以下となります。 

ハピタスルート 

（約 4 ヶ月） 

ハピタス※   .money   東京メトロ   ANAマイル 

10,000  ⇒ 10,000  ⇒ 10,000  ⇒ 9,000  

ソラチカカード  

（約 1週間） 

OKIDOKI   ANAマイル 

4,000  ⇒     ⇒    ⇒ 4,000  

エクストリームルート

（約 5 ヶ月） 

エクストリーム   Gポイント※   東京メトロ   ANAマイル 

6,000  ⇒ 9,000  ⇒ 8,500  ⇒ 7,650  

※ハピタスはポイントバックを 1％として計算・Gポイントから東京メトロへの交換には、5％の手数料がかかります。 

「ハピタス」分 9,000＋「ソラチカカード」分 4,000＋「エクストリーム」分 7,650 

＝20,650マイル      これを毎月貯めていくと、1年では 

20,650マイル×12 ヶ月＝247,800マイル！！にもなります。 

（注）各ポイントサイト間での交換期間がありますので、1年目では上記の数字にはなりません。 

 

 

このように、少しの手間をかけるだけで         

結果的にたくさんのマイルを貯めることができますよ！ 
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では、この貯めたマイルでどの地域・国まで旅行できるかを見てみましょう！ 

ANAのマイレージクラブサイトに日本発着便で必要なマイルの一覧表があります。 

https://www.ana.co.jp/amc/reference/tukau/award/int/usage.html ← ここをクリック！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これを見ると、「ハワイ」へは Y（エコノミー）クラスの R（レギュラー）シーズンでは、一人 40,000

マイルで行けるので、毎年 余裕で家族 4人で旅行できますね！ 

ご夫婦やカップルなどお 2 人であれば、隔年で F（ファースト）クラスでヨーロッパも    

夢ではありませんね。^^ 

 

 

https://www.ana.co.jp/amc/reference/tukau/award/int/usage.html
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ちなみに、私が 2016年 12月のひと月で貯めたハピタスポイントは「33,105」でした。 

                          

 

 ANAマイルも先日、家族4人分のグアム行きの航空券に交換(20,000@4人分=80,000マイル)

したばかりなのですが、既に、「93,518」マイルが貯まってしまってます。＾＾ 

 

 

 

 他にもマイルを貯めやすいクレジットカードを利用していますので、ANA 以外にも       

ユナイテッド航空やデルタ航空でもマイルが貯まっています。＾＾ 

 

 

 

 

 あなたもせどりで稼ぎながら、マイルを貯めて      

家族で海外旅行に行ってみませんか？ 

 

 

33,105 ハピタスポイント     
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■おわりに■ 

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。 

いかがでしたでしょうか？ 

『マイル』は「確実」に「必ず」増やす事ができる唯一無二の投資法だと私は思ってます。 

さらに普段の電脳せどりで稼ぎながら、自然とマイルが貯まっていく訳ですから、          

『せどり＋マイル』の組み合わせが現代の最強の錬金術だとも思っています。＾＾ 

もし、このレポートでせどりで稼ぎながらマイルを貯めて、家族で海外旅行に行くことに     

興味を持っていただけたら、大変うれしく思います。 

 

ブログではせどりで稼ぐ方法やマイルを効率的に貯める方法をお伝えしています。 

 

メルマガでは極秘の情報も配信しています！！ 

https://maroon-ex.jp/fx49254/R8WlUD  

↑ よろしければ、是非 メルマガを登録してみてください！！ ↑ 

 

 

 

https://maroon-ex.jp/fx49254/R8WlUD
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■自己紹介■ 

 ハンドルネーム：せどマイラー 

 座右の銘：やる気と根気と少しの勇気！！ 

 自己紹介 URL：http://sedomiler.com/profile/ 

 

■発行者情報■ 

 発行責任者：せどマイラー 

 メールアドレス 

sedomiler★gmail.com ★を@に変えてください。 

 このレポートへのご意見、ご感想をお聞かせください。 

 ブログ：せどりとマイルで夢を叶えた『せどマイラー』のブログ 

http://sedomiler.com/ 

 あなたもせどりで稼ぎながら、マイルを貯めて 

家族で海外旅行に行ってみませんか？ 

 メルマガ：せどりとマイルで夢を叶えた『せどマイラー』のメルマガ 

http://sedomiler.com/mailmagazine     

 

 

 

http://sedomiler.com/profile/
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ではでは、次回作を   

楽しみにお待ちください♪ 

 

せどマイラー 

See you ! 


