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【推奨環境】 

この E-book上に書かれている URLはクリックできます。できない場合は最新の

AdobeReaderをダウンロードしてください。（無料） 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 

 

【著作権について】 

この E-bookは著作権法で保護されている著作物です。 

下記の点にご注意戴きご利用下さい。 

 

この E-bookの著作権は作成者に属します。 

著作権者の許可なく、この E-bookの全部又は一部をいかなる手段においても

複製、転載、流用、転売等することを禁じます。 

この E-bookの開封をもって下記の事項に同意したものとみなします。 

この E-bookは秘匿性が高いものであるため、著作権者の許可なく、この商材の

全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、流用、転売等することを禁

じます。  

著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った時

は、関係法規に基づき損害賠償請求を行う等、民事・刑事を問わず法的手段に

よる解決を行う場合があります。 

この E-bookに書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。著者は事

前許可を得ずに誤りの訂正、情報の最新化、見解の変更等を行う権利を有しま

す。 

この E-bookの作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確な情報等が

ありましても、著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことを

ご了承願います。 

この E-bookを利用することにより生じたいかなる結果につきましても、著者・パ

ートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願います。 

 

https://www.facebook.com/fpmileage/
https://twitter.com/fpmilerosaka
http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html
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はじめまして大阪でファイナンシャルプランナーの仕事をしているＦＰマイラーと申しま

す。 

 

名前は福田稔也（ふくだとしや）です。 

 

ＦＰの仕事としては旅の喜びと将来の安心を届ける仕事をしています。 

 

そして私は世間一般で言われている陸マイラーの活動をしています！ 

https://www.facebook.com/fpmileage/
https://twitter.com/fpmilerosaka
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陸マイラーと聞くとクレジットカードをたくさん利用していてマイルを貯めるイメージがあ

るのではないでしょうか？ 

 

そして私も実際に陸マイラーの活動を始めて 1年で 50万マイル以上を貯めることが

できました。 

 

この 50万マイルの内訳は半分が ANAマイルで半分がアメックスのポイントになって

います。 

 

マイルを貯めるにはコツがありまして入会キャンペーンをうまく利用するのが得策とな

ります。 

 

この E-bookはマイルを貯めるために最初にしてほしいことが書かれています。 

 

この E-bookで書いている内容は次のようになっています。 

①ANAマイルを最も効率的に貯める最初のカードは？ 

②登録すべきポイントサイトは？ 

③ポイントサイトとメルカリを活用してすぐに 1万円をゲットする方法！ 

 

以上のような内容になっています。 

 

https://www.facebook.com/fpmileage/
https://twitter.com/fpmilerosaka
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またメルマガでは 2018年 4月から半年で 20万 ANAマイルを貯めることができた最

新のマイル事情も合わせてお伝えできると思っています。 

 

ただしこの E-bookの内容を実行しようとしてもできない方がいます。 

・クレジットカードでブラックの方 

・聞いても全く行動のしない方 

・横柄な方 

・クレクレ病の方 

 

上記の方以外であれば ANAマイルの海外への特典航空券を半年も経たないうちに

手に入れることができると思います。 

 

ANAマイルは最初にマイルを貯めるには始めやすいので、ここから始めるといいでし

ょう。 

 

 

 

マイルの世界は改悪などが色々とある世界ですので、今のキャンペーンなどがある

間に早めに行動することをおすすめいたします。 

https://www.facebook.com/fpmileage/
https://twitter.com/fpmilerosaka
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まずはお礼をお伝えさせてください。 

今回私の E-bookをご購読いただき誠にありがとうございます。 

ANAマイルが 10万マイルほどあれば家族で特典航空券を獲得することが可能にな

ります。 

 

そんなに難しい方法ではありませんので、誰でも実行すれば簡単に獲得できます

よ！ 

 

それでは一つずつ順を追って説明していきたいと思います。 

 

①2019年 6月から 8月の間はこのカードを作るのが最もおすすめ 

マイルを貯めると聞くと、やはり ANAや JALの提携カードを作るとまずは考えると思

います。 

 

もちろん ANA カードでもいいのですが、これからマイルを貯めようと考えている方はこ

ちらのカードを検討してみるのが最もおすすめになります。 

 

 

そのカードはダイナースクラブカードです。 

https://www.facebook.com/fpmileage/
https://twitter.com/fpmilerosaka
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世界で最初にできたカード会社なのですが、現在はステータスカードとしても有名で

す。 

 

こちらのカードで貯めたリワードポイントは ANAのマイルに交換することができるので

す。 

 

そして 2019年 6月から 8月 15日までの期間限定で大きな入会キャンペーンを実施

しています。 

 

 

https://www.facebook.com/fpmileage/
https://twitter.com/fpmilerosaka
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このキャンペーンは最大 50万円までの利用ということになっていますが、3 ヶ月あり

ますので平均すると毎月 17万円ほどの利用となります。 

 

家で利用するものをこのカードに集約をさせればできない金額ではないでしょう。 

 

ただ ANAマイルに交換できるのは年間で 4万マイルまでとなっていますので 40万

円でもよいと思います。 

 

それであれば毎月の利用は 13.3万となりますので、さらに達成が見えてくると思いま

す。 

 

このダイナースカードをポイントサイトのハピタスで入会します。 

 

 

 

こちらのハピタスで申込みをしますと 20000ポイントを獲得することができますので、

このポイントを現金に交換すると 23760円（税込み）の年会費がほぼ無料で持つこと

ができます。 

https://www.facebook.com/fpmileage/
https://twitter.com/fpmilerosaka
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もし普通に年会費を支払えばこの 20000ポイントは 16000ANA、もしくは 15000ANA

イルに交換することができます。（ソラチカ・東急ルート利用時） 

 

仮に東急ルートの 15000ANAマイルに交換したとすれば、利用での 40000マイルと

合わせて 55000ANAマイルを獲得することができるのです！ 

 

もちろん ANA カードの入会キャンペーンの中で最もマイルを貯めることができる ANA

アメックスゴールドもたくさん貯まるのですが、それよりも少ない利用額で同じくらいの

マイルを貯めることができるのは非常に魅力的な内容となっています。 

 

ハピタスで 20000ポイントを出している間に申し込みするのが得策です。 

 

ハピタスの申し込みはこちらになります。 

 

②2019年最新版！ANAマイルを貯めるポイントサイトは？ 

マイルをポイントサイトで貯めることはご存知でしょうか？ 

 

ポイントサイトというのは別名お小遣いサイトとも呼ばれていましてそのサイトの中の

広告を利用することで自分にポイントがもらえるという仕組みになっています。 

https://www.facebook.com/fpmileage/
https://twitter.com/fpmilerosaka
https://m.hapitas.jp/register?i=10980845&route
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このポイントをマイルに交換することができるのです。 

 

そしてポイントサイトというのは数がたくさんあるのですが、その中でも特に ANAマイ

ルに交換しやすいものがあります。 

 

ポイントサイトから ANAマイルまでの交換ルートを少し説明します。 

① ポイントサイト→（PeX→ワールドプレゼント→）Gポイント→LINEポイント→東京メ

トロポイント→ANAマイル 

② ポイントサイト→ドットマネー→東急ポイント→ANAマイル 

 

1はソラチカルートと呼ばれるもので東京メトロのカード（ソラチカカード）が必要です。 

2は東急ルートと呼ばれるもので ANA TOKYU カードが必要です。 

 

交換率で考えるとソラチカルートの方が 81％で東急ルートが 75％になっています。 

 

ソラチカルートを利用する際に現在期間限定ではありますが最も交換率の高いポイン

トサイトは ECナビというポイントサイトになっています。 

 

PeXから交換率を落とさない場合はワールドプレゼントという三井住友 VISA カードの

ポイントサイトを経由させることになるのですが、実は直接 LINEポイントに交換するこ

ともできます。 

 

https://www.facebook.com/fpmileage/
https://twitter.com/fpmilerosaka
http://h.accesstrade.net/sp/cc?rk=0100bz1n00ibs2
http://h.accesstrade.net/sp/cc?rk=0100jev500ibs2
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LINEポイントへの交換キャンペーンというものを行っていてこれを利用すれば約 86％

の交換率でポイントをマイルに換えることができるのです。 

 

ただし条件がありまして、ECナビで 70000ポイントの広告利用が必要になっていま

す。 

 

この ECナビでソラチカカードを作るというのもありでしょう。でももっとパワフルなキン

ペーンが ECナビにはありますよ！ 

 

https://www.facebook.com/fpmileage/
https://twitter.com/fpmilerosaka
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そのキャンペーンというのがネスレの案件になります。 

 

このネスレを注文するとかなり大きなポイントを獲得することができます。 

 

もちろんいくらかの持ち出しは発生するのですが、もらえるポイントより大きくなること

はありません。 

 

ECナビの中で「ネスレ」と検索すれば色々な案件が出てきます。 

 

初回注文でかなり大量のネスレ商品が届くことになりますが、それを楽しんでいただく

のもいいですね。 

 

https://www.facebook.com/fpmileage/
https://twitter.com/fpmilerosaka
https://ecnavi.jp/search/?word=%A5%CD%A5%B9%A5%EC&sort=match&device=pc&referrer=search%5Bsearch-form%5D
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また法人や個人事業主であればネスカフェアンバサダーになることもできます。 

 

ネスレの案件は毎月ポイント数なども変わりますのでチェックするようにするとかなり

の大量ポイントを獲得することができます！ 

 

ECナビの登録はこちらから登録で 350円相当がもらえますよ。 

 

③ポイントサイトとメルカリを活用してすぐに 1万円をゲット！  

今説明したネスレの案件をしていただくだけでも 1万円ほどの利益をだすことができ

ますが、実はメルカリを活用するともっと稼ぐことができます。 

 

ネスレの案件は初回に 50000円相当分の商品が届いたりするのですが、それの支

払いは 8000円ほどになります。 

https://www.facebook.com/fpmileage/
https://twitter.com/fpmilerosaka
https://ecnavi.jp/invite/?id=nbow7
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そして 50000円分の商品というのは使いきれないほどの商品が届きますので、これ

を何とかしたいという人も多いのです。 

 

この商品をメルカリで販売することもできます。 

 

もちろんすべての商品がメルカリで販売できるわけではありませんが、私はこれまで

に 10回以上もらった商品をメルカリで販売をしています。 

 

商品相応の金額では売れませんが、それでも飲みきれないほどのコーヒーが届いて

無駄にするよりも、安く手に入れたい人に買ってもらう方がいい場合もあります。 

 

かなりの利益にするのは難しいですが、それでも 5000円程度であれば利益を出すこ

とは十分に可能です。 

 

またメルカリでの販売する方法も覚えることができますので、非常に利用価値は高い

でしょう。 

 

それと大きな声ではあまり言えないのですが、ポイントサイトには 100％還元の商品

もあります。 

 

https://www.facebook.com/fpmileage/
https://twitter.com/fpmilerosaka
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100％還元ということは、商品代金はそのままポイントサイトからもらえますので、商品

は無料でもらうことができるのです。 

その商品を販売するかどうかは本人の意思にお任せしますが、そうやって利益を出し

ている人も世の中にはたくさんいます。 

 

私はビジネスパートナーに教えてもらいながら、本当に片手間で月に数万円程度です

がメルカリで利益を出すこともできています。 

 

またマイルで旅行に行ったときには現地でしか手に入らないものがありますね。 

そういった商品を購入してきてメルカリで販売、ということもできるのです。 

 

マイルとメルカリというのは非常に相性がよいので、興味のある方は定期的にメルカ

リ・マイルセミナーを開催しているのでご参加ください（笑） 

 

 

 

 

そしてこの E-bookをご購読していただいた方には特典をつけさせてもらいました！ 

 

https://www.facebook.com/fpmileage/
https://twitter.com/fpmilerosaka
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特典①についてはこちらの方法で私が無料でプリンスホテルに泊まっている方法が

掲載されています。 

プリンスポイントの貯め方や使い方 

https://fpmileage.com/princepoint/ 

プリンスカードの作り方 

https://fpmileage.com/seibuprincecard-pointsite/ 

品川プリンホテルの体験談 

https://fpmileage.com/shinagawaprince-taikendan/ 

 

 

特典② 

私はマイルの情報をワードプレスというブログで情報発信をすることでマイルを貯める

ことができています。 

 

ブログは作ってからなかなかアクセスは上がりませんが、検索エンジンで検索されて

訪問がくるアクセスはアメブロとは比較になりません。 

 

そしてこのワードプレスのブログを一から作成のお手伝いをする仕事もしています。 

 

きちんとしたホームページを持ちたい、とかブログでワンランク上の集客をしたいとい

う人はワードプレスを持つことをおすすめします。 

https://www.facebook.com/fpmileage/
https://twitter.com/fpmilerosaka
https://fpmileage.com/princepoint/
https://fpmileage.com/seibuprincecard-pointsite/
https://fpmileage.com/shinagawaprince-taikendan/
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ワードプレス作成にご興味のある方は一度ご案内をさせていただきますので、LINE

で友達追加登録をしてもらった後に「ワードプレス」とメッセージをお送りください。 

 

 

 

 

これまで私は一年間で 60万マイル以上のマイルを貯めることができています。 

 

旅行は家族の仲や恋人や友人関係もよくします。 

 

少しでも多くの人に人生を楽しんでもらいたいと思っています。 

 

 

 

https://www.facebook.com/fpmileage/
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またフェイスブックページやツイッターもありますので見て行って

くださいね！ 

 

https://www.facebook.com/fpmileage 

https://twitter.com/fpmilerosaka 

https://fpmileage.com  

【お問合せ】 

 fukuda@fpmileage.com 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。 

メルマガもよろしくお願いします！ 

https://www.facebook.com/fpmileage/
https://twitter.com/fpmilerosaka
https://www.facebook.com/fpmileage
https://twitter.com/fpmilerosaka
https://twitter.com/fpmilerosaka
https://fpmileage.com/
mailto:fukuda@fpmileage.com

