
ネットで完全無料で 

１週間の作業で４１０００円の 

現金を自分の口座に振り込んでもらう方法（ゲットマネー） 

 

 

こんにちは、おずです。 

 

ゲットマネーで稼ぐには 

アイバーという自動入力ツールを 

インストールしておくと作業が非常に早くて便利です。 

 

もし、インストールしていない方はこちらから 

インストールして下さい。 

 

アイバーのインストールと設定 

http://www.buroguafirieito.com/repo/aibar.pdf

 

また、使うメールアドレスは 

普段使っているメールアドレスとは別のアドレスのほうが 

いいと思います。 

 

ヤフーメール 

http://www.buroguafirieito.com/repo/yahoomail.pdf

 

 

 

準備ができたら、 

ゲットマネーにアクセスしましょう。 

http://www.buroguafirieito.com/repo/aibar.pdf
http://www.buroguafirieito.com/repo/yahoomail.pdf


１．ゲットマネーにアクセスします。 

 

 ゲットマネー 

 http://dietnavi.com/?id=1195524

 

２．メールアドレスを入力し、「登録」をクリックします。 

 

 

３．必要事項を記入し、登録します。（aibar を使うと、５秒で完了します） 

 

 

４．ログインが完了します。（すぐに稼ぐことが可能です）「獲得する」をクリックします。 

 すると次ページの画面がでます。 

 

http://dietnavi.com/?id=1195524


 



赤い数字 がその広告を申し込むことによって得られるポイントです。 

１０ポイントにつき、１円に換金が可能です。 

 

■ポイントの獲得手順 

 

ポイントゲット と書かれたところをクリックすると 

それぞれ広告が右の部分に表示されます。 

申し込むと、その赤い数字に書かれたポイントの１０分の１の現金を 

稼ぐことができます。 

 

ポイントゲット！ 

・全部見る[新着] 

・無料会員登録 

 ├メルマガ 

 ├プレゼント 

 ├お仕事 

 ├ギャンブル 

 └その他 

・プレゼント応募 

・有料会員登録 

・資料請求 

・お仕事 

・キャッシング 

 ├申込み 

 ├カード発行 

 ├融資 

 └TIPS 

・クレジットカード 

 ├申込み 

 └カード発行 

・口座開設 

 ├申込み 

 └開設 

・旅行 

・生命保険見積り 

・自動車 

 ├保険見積り 

 ├買取査定 

 └車検見積り 

・引越比較 

・携帯電話 

・インターネット 

http://dietnavi.com/pc/more.asp?id=
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=1&id=&type=%CC%B5%CE%C1%B2%F1%B0%F7%C5%D0%CF%BF
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=1&id=&type=%CC%B5%CE%C1%B2%F1%B0%F7%C5%D0%CF%BF%2F%A5%E1%A5%EB%A5%DE%A5%AC
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=1&id=&type=%CC%B5%CE%C1%B2%F1%B0%F7%C5%D0%CF%BF%2F%A5%D7%A5%EC%A5%BC%A5%F3%A5%C8
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=1&id=&type=%CC%B5%CE%C1%B2%F1%B0%F7%C5%D0%CF%BF%2F%A4%AA%BB%C5%BB%F6
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=1&id=&type=%CC%B5%CE%C1%B2%F1%B0%F7%C5%D0%CF%BF%2F%A5%AE%A5%E3%A5%F3%A5%D6%A5%EB
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=1&id=&type=%CC%B5%CE%C1%B2%F1%B0%F7%C5%D0%CF%BF%2F%A4%BD%A4%CE%C2%BE
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=1&id=&type=%A5%D7%A5%EC%A5%BC%A5%F3%A5%C8%B1%FE%CA%E7
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=1&id=&type=%CD%AD%CE%C1%B2%F1%B0%F7%C5%D0%CF%BF
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=1&id=&type=%BB%F1%CE%C1%C0%C1%B5%E1
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=1&id=&type=%A4%AA%BB%C5%BB%F6
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=1&id=&type=%A5%AD%A5%E3%A5%C3%A5%B7%A5%F3%A5%B0
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=1&id=&type=%A5%AD%A5%E3%A5%C3%A5%B7%A5%F3%A5%B0%2F%BF%BD%B9%FE%A4%DF
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=1&id=&type=%A5%AD%A5%E3%A5%C3%A5%B7%A5%F3%A5%B0%2F%A5%AB%A1%BC%A5%C9%C8%AF%B9%D4
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=1&id=&type=%A5%AD%A5%E3%A5%C3%A5%B7%A5%F3%A5%B0%2F%CD%BB%BB%F1
http://dietnavi.com/pc/kinyuu.asp?id=
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=1&id=&type=%A5%AF%A5%EC%A5%B8%A5%C3%A5%C8%A5%AB%A1%BC%A5%C9
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=1&id=&type=%A5%AF%A5%EC%A5%B8%A5%C3%A5%C8%A5%AB%A1%BC%A5%C9%2F%BF%BD%B9%FE%A4%DF
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=1&id=&type=%A5%AF%A5%EC%A5%B8%A5%C3%A5%C8%A5%AB%A1%BC%A5%C9%2F%A5%AB%A1%BC%A5%C9%C8%AF%B9%D4
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=1&id=&type=%B8%FD%BA%C2%B3%AB%C0%DF
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=1&id=&type=%B8%FD%BA%C2%B3%AB%C0%DF%2F%BF%BD%B9%FE%A4%DF
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=1&id=&type=%B8%FD%BA%C2%B3%AB%C0%DF%2F%B3%AB%C0%DF
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=1&id=&type=%CE%B9%B9%D4
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=1&id=&type=%C0%B8%CC%BF%CA%DD%B8%B1%B8%AB%C0%D1%A4%EA
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=1&id=&type=%BC%AB%C6%B0%BC%D6
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=1&id=&type=%BC%AB%C6%B0%BC%D6%2F%CA%DD%B8%B1%B8%AB%C0%D1%A4%EA
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=1&id=&type=%BC%AB%C6%B0%BC%D6%2F%C7%E3%BC%E8%BA%BA%C4%EA
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=1&id=&type=%BC%AB%C6%B0%BC%D6%2F%BC%D6%B8%A1%B8%AB%C0%D1%A4%EA
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=1&id=&type=%B0%FA%B1%DB%C8%E6%B3%D3
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=1&id=&type=%B7%C8%C2%D3%C5%C5%CF%C3
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=1&id=&type=%A5%A4%A5%F3%A5%BF%A1%BC%A5%CD%A5%C3%A5%C8


 

「ポイントゲット」は、全て無料です。 

 

 

お金を払う必要があるものは 

以下の「商品購入」と書かれた以下のカテゴリです。 

 

商品購入！ 

・全部見る[新着] 

・楽天 

・デパート 

・ファッション 

・トライアル 

 ├エステ 

 ├ダイエット 

 ├コスメ 

 ├食品 

 └その他 

・コスメ 

・ファンケル 

・オルビス 

・食品/飲料 

・コンピューター 

・ゲーム/オモチャ 

・本/CD/DVD 

・花 

・新聞

 

 何か、買い物をするときに 

 使ってみるとよいでしょう。 

 

 現金のキャッシュバックができます。 

 あらかじめ、どんな広告があるかをしっておけば、 

 何か買い物をするとき、 

 そういえば、ゲットマネーにあの広告があったなと 

 思い出すことができます。 

 

 私も何度も現金を振り込んでもらっている信頼性の高い、 

 ちゃんと稼げるポイントサイトなので、是非、ご活用下さい。

http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=2&id=
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=2&id=&type=%B3%DA%C5%B7
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=2&id=&type=%A5%C7%A5%D1%A1%BC%A5%C8
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=2&id=&type=%A5%D5%A5%A1%A5%C3%A5%B7%A5%E7%A5%F3
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=2&id=&type=%A5%C8%A5%E9%A5%A4%A5%A2%A5%EB
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=2&id=&type=%A5%C8%A5%E9%A5%A4%A5%A2%A5%EB%2F%A5%A8%A5%B9%A5%C6
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=2&id=&type=%A5%C8%A5%E9%A5%A4%A5%A2%A5%EB%2F%A5%C0%A5%A4%A5%A8%A5%C3%A5%C8
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=2&id=&type=%A5%C8%A5%E9%A5%A4%A5%A2%A5%EB%2F%A5%B3%A5%B9%A5%E1
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=2&id=&type=%A5%C8%A5%E9%A5%A4%A5%A2%A5%EB%2F%BF%A9%C9%CA
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=2&id=&type=%A5%C8%A5%E9%A5%A4%A5%A2%A5%EB%2F%A4%BD%A4%CE%C2%BE
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=2&id=&type=%A5%B3%A5%B9%A5%E1
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=2&id=&type=%A5%D5%A5%A1%A5%F3%A5%B1%A5%EB
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=2&id=&type=%A5%AA%A5%EB%A5%D3%A5%B9
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=2&id=&type=%BF%A9%C9%CA%2F%B0%FB%CE%C1
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=2&id=&type=%A5%B3%A5%F3%A5%D4%A5%E5%A1%BC%A5%BF%A1%BC
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=2&id=&type=%A5%B2%A1%BC%A5%E0%2F%A5%AA%A5%E2%A5%C1%A5%E3
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=2&id=&type=CD%2FDVD
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=2&id=&type=%B2%D6
http://dietnavi.com/pc/more.asp?place=2&id=&type=%BF%B7%CA%B9


さて、このレポートでは 

１週間で３万円稼ぐことが目標です。 

 

「ポイントゲット」をみれば 

たくさんの広告があることがわかると思います。 

 

懸賞などは 

メールアドレスを入力するだけで、 

作業は完了してしまいますし、 

資料請求もプラス住所だけですぐにポイントが稼げます。 

 

aibar を起動しつつ、作業をすれば 

ものすごいスピードでポイントが稼げることが実感できると思います。 

 

ただ、これらは、 

自分の個人情報を切り売りしている、とも言えます。 

 

応募した懸賞からは、登録したメールアドレス宛に 

たくさんのメルマガが届くようになり、 

住所には資料、電話には売り込みや確認の電話が来ることがあります。 

 

それは知っておいて下さい。 

広告主もお金を出す以上、もとをとろうとします。 

 

ただ、こういった売り込みはもちろん、 

無視したり、お断りすればいいだけの話です。 

 

一度断った広告主がその後、執拗に売り込みをしてきたことは 

私の体験ではありませんし、してきたら、それは法律違反になります。 

 

万が一、そういったことになった場合は 

消費者センターや市役所などにご相談下さい。 

 

ただ、その上でもいろんなところに個人情報をばらまくのは 

流出の可能性は０ではありませんし、 

最小限にとどめたいものです。 

 

そこで、私がおすすめする、ゲットマネーで最短で 

３万円稼ぐ方法は 

キャッシングなどのカードを発行する、ということです。 

作業としてもこれが最短だと思います。 



ポイントは 

「カード発行」だということで 

お金は借りなくていいということです。 

 

カードが発行された時点で、 

ポイントの対象になります。 

 

以下がキャッシングのカード発行の広告ですが、 

３００００から６００００ポイントです。 

 

 

 

上記全てを申し込んだ時、４１００００ポイント ＝ ４１０００円になります。 

 

これは他人ではなく、自分でＯＫです。 

そして、繰り返しますがお金を借りる必要はありません。 

 



ただし、これは会社や家族に 

「確認の電話」がいく可能性があることを事前に知っておいて下さい。 

 

しかし、その際は 

キャッシングカード会社だということは伏せられ 

名前で「福田ですが」というように名乗ることがほとんどです。 

 

家族には事情を言って知っておいてもらてもよいかもしれません。 

 

キャッシングは確認の電話はありますが 

カード発行さえすめば、一切の売り込みがありません。 

 

また、個人情報の管理は 

他の懸賞などに比べて、非常に厳しいもので 

流出の可能性が極端に低いです。 

 

また、無職なんですが、 

という方は「自営」などにしてもよいでしょう。 

 

実際、ゲットマネーで稼ぐ、という自営の仕事を 

今、しているわけですから。＾＾ 

 

年収は、どうかいても、 

「確認はされません」。 

 

ただし、一度にたくさんのカード審査をすると 

それが、拒否理由になることがあります。 

 

だから、１日２件におさえ、５日で９つぐらい申し込めば 

まず、通るでしょう。 

 

 

 



０．aibar を起動します。 

  

 

１．ゲットマネーにアクセスします。 

 

 ゲットマネー 

 http://dietnavi.com/?id=1195524

 

２．キャッシングの中のカード発行をクリックします。 

 

 

３．広告を選びます。（ここでは例としてセゾンカードローンを選びます） 

 

http://dietnavi.com/?id=1195524


４．「こちらから、５００００ポイントゲットできます」をクリックします。 

 

 

５．「今すぐスタート」をクリック 

 

 

６．「申し込みフォームはこちら」をクリックします。 

 

 

７．メールアドレス（aibar が自動で入力）を入力し、「同意する」をクリックします。 

 



 

メールが送られます。 

 

８．確認メールをクリックします。 

 

 

９．フォームがでたら、aibar の「GO」をクリックします。 

 

 

１０．手で入力します。汗 

 

ここで本当は、ほぼ全てにあらかじめ aibar で入力された 

名前、住所、電話番号が自動的に記入されるのですが 

まれにフォームによって、そういった自動入力が作動しないブロックが 

かかっている場合があります。 

 

また、aibar による自動入力でも 

ちゃんと、間違った欄に入力されていることがあるので 

確認しつつ修正し、正しい情報を入力します。 

 

 



ちなみに、ここで虚偽の住所、電話番号などの情報は不可です。 

虚偽で審査しても通りませんし、ポイントは獲得できません。 

 

しかし、無職の人が仕事を自営とすることは 

虚偽ではありません。 

 

また、ひとりごとですが 

年収は調べられません。 

 

ただ、他の借り入れは共有されています。 

従って虚偽は不可です。 

 

１１．入力がおわったら「次へ」をクリックします。 

 

 

 

 確認画面がでてくるので、確認して送信をクリックします。 

 

１２．住所などを入力し、「次へ」をクリックします。 

 

 

 



１３．確認して送信をクリックします。 

 

 

１４．勤務情報を入力して、「次へ」をクリックします。 

 

 

 ※アフィリエイトの職種は広告業です。 

 

 送信をクリックします。 

 

 

１５．申し込みが完了します。 

 



１６．１、２日した後、マイページの「ポイント→獲得履歴」をみると 

※マイページはページ最上部の「マイページ」をクリックすると見れます。 

 

 

以下のように「獲得予定明細」というのに、申し込んだキャッシングの案件名と 

獲得ポイントが表示されます。 

 

 
 

これでこのカードを申し込む上でのネット上の手続きは完了しました。 

この後、 

電話があり、本人申し込みの確認がとられます。 

電話で住所と名前、生年月日を言います。 

 

職場に電話がかかってくることもありますが 

ほとんどの場合はないようです。 

 

また、電話がかかってくる場合も 

キャッシング会社であることは伏せられる場合がほとんどです。 

 

ほとんどは、希望する連絡先にのみかかってきます。 

 

また、本人確認書類（運転免許証コピー）などの郵送も 

要求されます。 

 

それぞれのカード会社の指示に従ってください。 

 

審査が通ったら、 

カードを郵送で希望した場合は 

カードが自宅に送られてきます。 

 



すぐにはさみで切って、間違いが起こらないように、 

私はしています。 

 

審査が通った後、ほぼ即日で、ポイントは付与されます。 

約１週間、遅くても１ヶ月ぐらいでポイントが付与されます。 

 

付与されたポイントは１００００ポイントを超えていれば、 

１００００ポイント＝１０００円で、すぐに現金で振り込んでもらうことができます。 

 

現在、付与されているポイントは 

マイページより「ポイント」「獲得状況」で確認できます。 

 

 
 

 
 

獲得したポイントは１００００ポイント（１０００円）を越えた時点で 

１０００円ごとに現金で換金が可能です。 

 



１．換金するには「プレゼント」の「キャッシュバック」をクリックします。 

 

 

２．支払い方法を選択します。 

 

 

 

振込先はすでにおもちの口座でも可能ですが 

イーバンクとジャパンネットバックは 

ネットで仕事をしていくのであれば、あったほうが 

断然楽です。 

 

使える時間が何倍にもなります。 

ゲットマネーのポイント付与対象なので 

そこから申し込めば、ポイントも受け取れます。 

 

 



他の広告 

 

他にもポイントが無料でもらえる広告が多数あります。 

そのいくつかはクリックするだけの作業だったり、 

また、フォームも簡単なものがほとんどです。 

 

例をあげますと 

「無料会員登録」の「メルマガ」は 

 

 

 

今見るとこれらの広告があります。 

 

 

これは、広告をクリックし、このボタンをクリックするだけで 

 

 

ポイントが獲得できてしまいます。 



広告をみるときに必ず「獲得条件」を確認してください。 

 

 

 

この広告であれば、問い合わせメールを送った時点でポイントが発生します。 

具体的に言うと、問い合わせメールを送った後に表示されるページにクッキーがしこんであり、

そのサイトが表示された瞬間、どこから来たのかを追跡し、ポイントが付与されるという仕組み

です。 

 

この獲得条件を満たさない場合は、メールアドレスなどを登録してもポイントは付与されません。 

注意してください。 

 

ポイントが比較的、早く付与されるものは 

「審査がない」というのがキーになります。 

 

具体的に言うと 

資料請求、 

メルマガ、プレゼント登録、 

保険見積もり、 

引越し比較 

などです。 

 

また、獲得条件以上のことはしないように注意しましょう。 

資料請求は資料を請求して、返送されてこない限りポイントが付与されます。 

その先で何かを買う必要はありません。売り込みメールや電話を聞く必要もありません。 

しっかりとシャットダウンし、メルマガも解除していいんです。 

 

獲得条件をしっかり確認すればそのあたり、惑わされずにすみます。 

 



 

■このレポートの作者おずの自己紹介 

 

  
 日給８万円のおず 

 

 旅が好きでよく旅にでます。 

 ネット上で仕事が完結しているので 

 家にいる必要もなく、 

 日本にいる必要もありません。 

 

 旅行先から、 

 旅日記をブログでアップすることもしばしばあります。 

 

 ドイツ旅行記 

 http://oz8.buroguafirieito.com/cat12/cat28/

 

 アイルランド旅行記 

 http://oz8.buroguafirieito.com/cat12/cat62/

 

 

http://oz8.buroguafirieito.com/cat12/cat28/
http://oz8.buroguafirieito.com/cat12/cat62/


■おず関連サイトのご紹介 

 

メルマガ日給８万円情報というものを発行しています。 

 

日給８万円情報 

http://www.mag2.com/m/0000182470.html

 
このメルマガでは本には載っていない、 

ネット上だけのネットで稼ぐ極秘情報、 

私が実際にネットで日給８万円を稼いでいる方法の公開、 

私の会社からの在宅でできる求人情報、 

読者限定特典、プレゼント懸賞企画などを配信しています。 

 

バックナンバーも公開しており、 

アクセスランキングでは、常に上位にあります。 

 

http://www.mag2.com/m/0000182470.html


読者急増中であり 

 

読者増加の様子 

http://oz8.buroguafirieito.com/post_194.html

 

メルマガ総合ランキングでも 

上位にいます。 

 

 
 

 

こちらから、一覧で見ることが可能です。 

 

バックナンバー 一覧 ２００６年版 

http://oz8.buroguafirieito.com/post_303.html

http://oz8.buroguafirieito.com/post_194.html
http://oz8.buroguafirieito.com/post_303.html


また、アフィリエイトで稼ぐためのマニュアル「ブログアフィリエイトで日給８万円」 

というのも発行しています。 

 

ブログアフィリエイトで日給８万円 

http://www.blogaffili8.com

 

 
 

この商材は、発売直後から、ものすごい売れ行きで 

かなり長期間、ランキングで１位を獲得していました。 

 

 

 

いまもなお売れ続けており、 

ネットで稼げるようになった人が続出しています。 

 

その口コミ情報はこちらでみることができ、書き込むこともまた可能です。 

 

インフォレビュー 

http://www.inforeview.net/archives/000817.html

 

また、実際に稼げるようになった例はこちらでも閲覧可能です。 

 

ブログアフィリエイトで日給８万円実践例 

http://oz8.buroguafirieito.com/cat16/cat21/

http://www.blogaffili8.com/
http://www.inforeview.net/archives/000817.html
http://oz8.buroguafirieito.com/cat16/cat21/


 現在の日給８万円マニュアルのアフィリエイト報酬は 

 

 １件につき 12,292 円 です。 

 

 販売価格 29,980 円に対する 41％で、 

 非常に高率であり、購入しやすい価格設定、 

 そして、売れやすいノウハウ公開型販売ページにより 

 現在も順調に売れています。 

 

 販売開始から、２００７年１月 31 日までにお支払いした 

 アフィリエイト報酬の合計は 

 

  44,143,708 円（4414 万円） 

 

 です。 

 

 インフォトップ 

 http://www.ozmagic.org/l/infotop.html 

 

 インフォカート 

 http://www.ozmagic.org/l/cart.html 

 

 から、キーワードにて「日給８万円」にて検索してください。 

 商材の種類は「ダウンロード販売」です。 

 

 

http://www.ozmagic.org/l/infotop.html
http://www.ozmagic.org/l/cart.html


更に、開始直後１ヶ月で、ページランク５になったブログも運営しています。 

 

ブログアフィリエイトで稼ぐ日給８万円 

http://oz8.buroguafirieito.com/

 

 

 

 

検索のビッグキーワードで上位表示されることもしばしばあります。 

 

ヤフー「ブログアフィリエイト」 

 

 

http://oz8.buroguafirieito.com/


グーグル 

 

 

ＭＳＮ 

 

 



いずれも無料で有用な情報が多数みられる 

サイトとなっていますので、ご活用頂けたらと思います。 

 

このほかにも 

 

 

おずのお気にいりサイト一覧 

http://www.buroguafirieito.com/linklist/

 

 

 

 

おずの無料レポート図書館 

http://muryourepo.ozmagic.org/

 

 
 

 

などはお役にたてるかもしれません。 

 

これからも末永くお付きあい頂ければ幸いです。 

今後ともよろしくおねがいします。 

 

おず 

 

http://www.buroguafirieito.com/linklist/
http://muryourepo.ozmagic.org/

