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◆　著作権について

 当レポートは、著作権法で保護されている著作物です。使用に関しましては、以下

の点にご注意ください。

◇　レポートの著作権は、作者にあります。作者の書面による事前許可なく、本レポ

ートの一部、または全部をインターネット上に公開すること、およびオークション

サイトなどで転売することを禁じます。 

◇　本レポートの一部、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、ＤＶＤ、およびその他電子メディアなど）により複製、流用および転

載することを禁じます。 

◆　使用許諾契約書

本契約は、ダウンロードした法人・個人（以下、甲とする）と作者（以下、乙とす

る）との間で合意した契約です。

本書を甲が受けとることにより、甲はこの契約は成立します。 

第1 条（目的） 本契約は、本書に含まれる情報を、本契約に基づき、甲が非独占的

に使用する権利を承諾するものです。 

第2 条（第三者への公開の禁止） 本書に含まれる情報は、著作権法によって保護

されています。また、本書の内容は、秘匿性の高い内容であり、甲はその情報を乙と

の書面による事前許可を得ずにいかなる第三者にも公開することを禁じます。 

第4 条（損害賠償） 甲が本契約の第2 条の規定に違反した場合、本契約の解除に

関わらず、甲は乙に対し、違約金として、違反件数と金壱萬円を乗じた価格の100 

倍の金額を支払うものとします。 

第5 条（その他） 本書に沿って実行し、期待通りの効果を得ることができず、万

一如何なる損益が生じた場合でも、乙は甲に対して責任を負わないものとする。
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第１章　旅友との再会から…

旅好きな主婦や万年貧乏旅行のバックパッカーは必見！

これからお伝えする内容は、一生涯に渡って必ず得する内容ですし、

読まなければ莫大な損失の可能性が高いので

ぜひ最後まで読み進めてください。

今回、私が住んでいるセブにはるばる遊びに来た旅トモがいます。

もともとはお互い沖縄放浪時代にゲストハウスで

出会ったのが旅トモのきっかけでした。

数年ぶりの再会でしたが

その間、彼はビジネスクラスで1回、ファーストクラスで1回と

世界一周を2回もしてきたって言うからビックリ!!

当然、どうやってそんなことができたのか

むちゃくちゃ気になるわけです。

（言っちゃ悪いが、彼そんなリッチマンじゃないからね。）

根掘り葉掘り聞いちゃった内容を出し惜しみなく

そして追加補足してシェアしちゃいます。

はたしてその技とは・・・

申し遅れました、今回「平凡な主婦がファーストクラスを使ってタダで

世界一周する 7つの裏技」を執筆しましたタチノオカコウジと申しま

す。

私も旅が大好きでアジア諸国を主に放浪していたことがあり、
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今ではセブを拠点に執筆活動しています。

これからお伝えする内容は大して難しいわけではなく、

むしろ毎日家計をやりくりする主婦の方にとってはとても効果的で

実現可能な方法だと思い、本書のタイトルをつけました。

また、どうしてこのような裏情報を広めるのか？

と多くの方に疑問をもたれるのですが、

私の答えは”ひとりでは生きていけないから”に尽きます。

そして”先に差し出した人が手に入れられるようになっている”

という原理原則を知っているからです。

ビジネスというものは常に変化していきます。

もちろん昔から変わらない原理原則というものも存在します。

しかし、数ヶ月前まで有効だったノウハウが

突然通用しなくなることもあります。

このような状況の中、最新情報は自宅や事務所で

ひとりで活動しているだけでは限界がきます。

また、とっておきの情報を自分が見つけたとしても、

それを独り占めしているといつかは古くなりますし、

そのうち同じことをされるだけ。

では、それを情報として発信すると、

受け取った人の何人かは、お礼に新しい情報をくれます。

自分一人では”1”だった情報が、他人とシェアすることで

それぞれが持っている情報を教えてくれて

“5にも10にもなっていく”んです。

今回の内容を実践するにあたり、

何か新しい情報を得た時は教えていただけると幸いですし、

実際にやってみてよかった時には、

まわりの家族や友人、知人にも伝えてあげてください。

一人旅もいいですが、家族でファーストクラス乗りたいですよね。
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差し出したものは大きくなって戻ってきますので、

まずは自ら差し出すことで周りを巻き込みながら

一緒に目標を達成してもらえればと思います。

一生のうち一度でもいいから世界一周したい。

そんな想いがあって、今あなたは本書を手にとっていただいたと思い

ます。しかもファーストクラスに乗って。

ファーストクラスに乗れたら・・・

一切待ち時間なしファーストクラス専用チェックインを通って

飲み食べ放題、マッサージ、シャワー、靴磨きサービスまで至れり

尽くせりのファーストクラス専用ラウンジで搭乗までゆっくりして

機内ではフルコースの食事を味わいながら

眠くなったらフルフラットのシートでぐっすり・・・

到着したら優先レーンで入国審査もラクラク通過

空港では一流航空会社から VIP待遇を受けれます。

これは夢ではなく1年後の単なる "予定" になります。

絶対にあきらめないでください。あなたならできる！
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第２章　なぜ世界一周なの？

早速ですが世界一周するウラ技とは、

ANAのマイレージクラブを利用することです。

マイルを貯めて国際線特典航空券や

ANA提携航空会社特典航空券に交換します。

マイルやマイレージと聞いて、

一般的にイメージするのは

飛行機に乗ったらもらえるポイントや

ポイント制度のようなもので、

飛んだ距離で算出されて、

貯まったマイルで航空券が安く買えたり、

空港のラウンジでサービスを受けれたりする感じだと思います。

たとえば、ざっくりですが

東京-ニューヨーク往復すると 13400マイル

東京-ホノルル往復で7600マイル

東京-ロンドン往復で 12400マイル

がもらえます。
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じゃあ飛行機代は？と言うと安くて

東京-ニューヨーク往復で10万円～

東京-ホノルル往復で7万5千円～

東京-ロンドン往復で8万7千円～

かかります。

で、いわゆる無料航空券は何マイル貯まれば交換できるのかと言うと

東京-ニューヨーク往復で5万マイル

東京-ホノルル往復で4万マイル

東京-ロンドン往復で5万5千マイル

必要になってきます。

これはエコノミーでレギュラーシーズンです。

だいたいですが、5回往復して

1往復のエコノミーチケットがもらえる感じです。

ちなみにマイルの有効期限は3年です。

これでは毎年世界一周するどころか、

東京-ホノルルでさえも毎年タダで行くなんて

世界を飛び回るビジネスマンでもない限り

かなり難しいことなのがわかります。

では、世界一周するには何マイルいるのかと言うと

たとえば

東京-ロサンゼルス-ニューヨーク-ロンドン-パリ-東京で

エコノミーで6万5千マイル

ビジネスで 10万5千マイル

ファーストで 16万マイル

必要になってきます。
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ここで注目なのが

単独で東京-ロンドンに行くのと世界一周するのとでは

わずか1万マイルしか変わらないということです。

また世界一周する場合

シーズンによって必要マイル数が変わることがないもの利点です。

だからこそ、世界一周を目指したほうがいいし、明らかにお得なんです。

上記の数値はANAのオフィシャルサイトで計算できますので

詳しく知りたい場合はこちらから

では、飛行機に乗って世界一周することの定義を確認しておきます。

世界一周の旅程のみ、全旅程の距離（区間基本マイレージの合計。地上交通区間は移

動マイルとして計算に含めません。）に応じて必要マイル数を算出します。

太平洋、大西洋を1回ずつ飛行機を利用して横断する必要があります。

ルートは東回り、あるいは西回りのどちらかで逆回りはできません。

出発地と最終帰着地の間で最大8回の途中降機が可能です。（ただし欧州での途中

降機は3回まで、日本国内での途中降機は 4回までです。）また、出発国に戻る最後

の国際線搭乗は、最初の国際線搭乗から 10日目以降になります。

引用元：ANA提携航空会社特典航空券ご利用条件

要するに、出発したら東回りか、西回りのどちらか一方通行で

最大8ヵ国（都市）に24時間以上の滞在ができ、

10日間以上は旅行しなくてはいけないと言うことです。

ちなみに途中機構は最大8回ですが、

乗り継ぎなどで最大 12回フライトできます。

また世界一周航空券は東回り、もしくは西回りの一定方向が原則です

がそれは IATA（国際運送協会）の Traffic Conference Area（トラフ

ィック・カンファレンス・エリア）間の移動についての話です。

TC1: 北アメリカ，中央アメリカ，南アメリカ，

　　 グリーンランド，カリブ海諸国，ハワイ諸島
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TC2: ヨーロッパ，アゾレス，アイスランド，中近東，

     アフリカ，セイシェル諸島

TC3: アジア，オーストラリア，ニュージーランド，南太平洋諸島

スターアライアンスの世界一周旅程では，

TC間の移動は TC3→TC2→TC1→TC3といった具合に

一定方向に移動することが求められているものの，

TC内では移動の方向を変更することが可能です。

たとえばTC3内だと東京→タイ→香港→シドニー→シンガポール

とジグザク飛行していいというわけです。
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第３章：意識するポイント

そこで彼が行っている

マイル貯蓄法をズバリ聞きました。

実際に飛行機に乗って貯めているのではありませんでした。

なんと、"ポイントサイト"を利用してるんです。

そこに毎年、年間20万マイルを獲得できる技があるんです。

これはANAが発行するクレジットカードを利用して

ショッピングマイルを貯めるのとは違うので注意です。

クレジットカードでショッピングして20万マイルを獲得するには

2000万円程の買い物をすることですから。

では、ポイントサイトとは一体何なのかと言うと

各企業の広告が掲載されており、

それを利用することで現金や電子マネーに交換可能な

ポイントがもらえるWebサイトです。

企業の広告費で運営されているので

利用者は会費等一切かからず利用できます。
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たとえば

アンケートに答えたり広告をクリックするだけで

ポイントがもらえたり、

年会費無料のクレジットカードを発行したり、

引越しの無料見積もりサービスを利用したり、

FXの口座を開設したり

保険の無料相談をしたりすると

ポイントがもらえます。

これらは自らお金を一切使わず得られるポイントです。

また、普段ネットで買い物している場合

（楽天やヤフー、ニッセンなど数千社対応）

ポイントサイトを経由して、普段使っているサイトへアクセスして

いつもと同じように買い物をするだけで

ポイントが貯まっていきます。

その場合、

たとえば楽天で5000円の買い物した時、

ポイントサイトでは1%の還元なので、50ポイント

このポイントは後述しますが45マイルに交換できます。
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そして、楽天ポイントが1%の還元で50ポイント

これは楽天サイト内でANAマイルに25マイルに交換できます。

もし楽天市場内でＷポイントデーや 3倍のキャンペーン時に購入する

ともっともらえますよね。

そしてもしANAマイルがたまるクレジットカードで決済すると

1～1.445%の還元で約50マイルが獲得できます。

以上、全部で合計 120マイルが獲得できます。

普段何も意識せずにネットで買い物していたら、

楽天ポイントから交換できる25マイルだけが

5000円の買い物でゲットできるマイルだと思います。

また、これがヤフーで買い物する場合なら、

楽天ポイントがＴポイントという名称に変わるだけで

5000円の買い物から同じく25マイルがゲットできます。

しかし、今後マイルを意識していくことで、

ポイントサイトからのマイル、

ANA発行のクレジットカードからのマイルを加え

3重のマイルをネットショッピングからゲットできます。

それでは、さっそく代表的なポイントサイトを見てみます。

ポイントサイトは無数にあるんですが、少なくとも

下記の3サイトを同時利用していれば、

年間20万マイルを貯めるのは可能です。

登録利用者数が最大級ですし、運営歴も長いので安心です。

逆に登録者数が少なく、運営歴が短いサイトは注意して登録してくだ

さい。途中で倒産し、貯めていたポイントが0になる可能性もあること

を想定しておいてください。

・モッピー

・ハピタス

・ポイントタウン
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<モッピー登録手順>

①　http://moppy.jp/top.php　をクリック

　　すると、下記の画面が表示されます。

② メールアドレスを入力して「登録」ボタンをクリックします。
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③ 仮登録のメールが届くので、メールを確認します。

④メールボックスを確認し、

　「［モッピー］登録完了まであと少し」という

　件名のメールが届いていることを確認

⑤メールの中の URLをクリック

 これで登録完了になります

＜モッピー活用方法＞

たとえば、ヤフオクで何か買いたい場合、

検索窓に、「ヤフオク」と入力して

検索ボタンをクリックしてみましょう。

ヤフオクのページが表示されました。

「詳細へGO」をクリックしましょう。
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使い方はとてもかんたんです。

「ポイントを貯める」ボタンをクリックして、

その後ヤフオクで落札するだけで、

いつでも2％（現在は1％）分のポイントが還元されます！
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このように、数クリックするだけでポイントがもらえます。

余談ですが、ヤフオクは落札だけでなく、

あなたが出品した物も落札金額に対して1％還元されるので、

他のポイントサイトではあり得ない驚異の還元率です！！

他にも日常生活で使う楽天のようなお店が沢山あるので、

マイル獲得のために、どんどん利用していきましょう。

＜ハピタス登録手順＞

①　https://m.hapitas.jp/register　をクリック

上記のリンクから登録すると500ポイントがもらえるのでご利用下さい。

表示された画面には、ハピタスの魅力が紹介されており、

そのページの「今スグ無料会員登録」をクリックします。

②ニックネーム、パスワード、メールアドレス、メールアドレス（確認用）（入力

ミスがないか確認の為）、携帯電話番号、携帯電話番号（確認用）（入力ミ

スがないか確認の為）を入力

※携帯電話番号は本人確認以外の目的で使用することはないという事

なのでご安心ください。

更に性別、職業、都道府県、生年月日、メールマガジン購読するかどうかま

で入力します。

そして、"「個人情報の取り扱いについて」と「ハピタス利用規約」に同意

する" にチェックして、"同意して確認画面へ"をクリックします。
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③入力内容の確認画面が表示されるので、

　間違いなければ「送信する」をクリック

　間違いがあれば「修正する」をクリックして

　前の画面へ戻り修正してください。
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④入力したメールアドレスに、ハピタスから

　「仮登録完了のお知らせ」メールが届くので、

　会員登録を完了させるため、URLをクリック

⑤登録情報で入力した携帯電話番号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ている4桁の認証コードを入力して

送信ボタンをクリックしてください。

※携帯電話をお持ちでない方は、同じ画面の下に表示されている

手順で認証ができますのでご安心ください。

「会員登録が完了しました。」

と表示されれば、会員登録完了となります。

その他にもポイントサイトは無数にありますが、

もし時間に余裕があり、比較してポイントを貯めていきたい場合は

下記サイトもご参考ください。

げん玉　ちょびリッチ　i2iポイント

Getmoney　ポイントインカム　お財布.com　PONY

19
Copyright(C)2017. ATrillion  Alll  Rights Reserved



平凡な主婦がファーストクラスを使ってタダで世界一周する７つの裏技

第４章：価値を知ること

ポイントサイトで得られるポイントは基本的には

1ポイント＝1円の価値があります。

（サイトによって10ポイント＝1円など単位が異なりますが）

大半の利用者はポイントが貯まれば

現金やギフトカードに交換しがちです。

なぜならマイルに交換することで

ファーストクラスの世界一周ができることを知らない

もしくは

ファーストクラスの価値を知らない

もしくは

マイルの価値を知らないからです。

ここで考えてみてほしいのが

「1マイルの価値はいったい何円なのか？」ということ。

1マイル＝1円でしょ！と思っているあなた、

決して間違いではありません。

確かにマイルをANAが運営する「ANAショッピング　A-style」で

利用する際、1マイル＝1円です。
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これ以外に提携パートナーである

楽天ポイントや Tポイント、nanacoポイントなどにも

交換出来ますが、すべて1マイル＝1円の価値です。

しかし、

ANA国際線特典航空券に交換する場合はと言うと

たとえば

夏休みの 8月 1日（ハイシーズン）に

成田→ホノルル（ハワイ）へ行くとして、

航空運賃から見たマイルの価値を考えると

　エコノミークラス　138,980円（往復）

　　 必要マイル数　43,000マイル

　  1マイルの価値　3.23円

 

　　ビジネスクラス　339,520円（往復）

　　 必要マイル数　68,000マイル

　  1マイルの価値　4.99円

　　ファーストクラス　650.160円（往復）

　　  必要マイル数　設定されていないため交換できない

　   1マイルの価値　-

たとえばビジネスクラスを購入してからファーストクラスに

アップグレードすると35.000マイルが必要です。

チケット価格の差額が約31万円だとすると

1マイルの価値は 8.85円になります。　

成田→ニューヨークはと言うと

 エコノミークラス　225,020円（往復）

　　必要マイル数　55,000マイル

　 1マイルの価値　4.09円
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　 ビジネスクラス　822,020円（往復）

　　必要マイル数　90,000マイル

　 1マイルの価値　9.13円

 

  ファーストクラス　2,113,020円（往復）

　　必要マイル数　165,000マイル

　 1マイルの価値　12.80円

ご覧の通り、マイルの価値は

ショッピングで利用するより

ANA国際線特典航空券に利用したほうが

はるかに高いことがわかってもらえたと思います。

しかも長距離になればなるほど、

またエコノミーよりファーストクラスになるほど

価値は高まっていきます。

だからこそ、"海外旅行はマイルで行くとお得"という感覚に

気付いた人は必死にマイルを貯めているんです。

考えてみてください。

毎月 2万ポイントをポイントサイトで貯めたとします。

現金やギフトカードに交換しようという考えなら

2万円貯ったという感じですが、

マイルでファーストクラスのチケットを交換しようという考えなら

20万円程貯まったという感覚になるんです。

あなたならポイントサイトで貯めたポイントをどう利用しますか？
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第５章：決定的な裏技

ポイントサイト内でも直接

ANAマイルや JALマイルに交換もできます。

100マイル＝200ポイントや500ポイント

下手すりゃ 1000ポイントかかってしまします。

ここからがファーストクラスで世界一周するための

決定的な裏技があります。

それはポイントをマイルへの還元率がもっとも高い

メトロポイントと言うポイントに交換してから

マイルに交換することです。

そこで現時点で最高の還元率であるメトロポイントなら

90マイル＝100メトロポイントで交換ができます。

もちろん 1メトロポイント＝1ポイント（モッピーやハピタス）です。

つまり年間20万ポイントをポイントサイトで獲得できれば

それをそのまま20万メトロポイントに交換し、
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そこから18万マイルに交換するということです。

もしメトロポイントを介さなかったら、

20万ポイントは10万マイルやそれ以下で交換する羽目になり

非常に効率が悪いことがわかります。

8万マイルの差はでかすぎますよね。

なので、現時点ではメトロポイントを扱う

ANA To Me CARD PASMO JCB（ソラチカカード）という

クレジットカードをつくならなければなりません。

もっていない場合は今すぐ発行しましょう。

その際、”ポイントサイト”を活用して

高額ポイントをゲットしようと考えたあなたはすでに

ノウハウを理解しています。

しかし、ソラチカカードの場合、現在ポイントが獲得できる

ポイントサイトがありません。

以前はありましたが、現在はなくなっています。

なので、何も考えずにソラチカカードの公式サイトから

直接作ってしまう方が大半ですが、

本書の紹介から申し込むと、500マイルがもらえるのでご活用ください。

＜ソラチカカード発行手順＞

①ANA      マイ友プログラム  にアクセス
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②オレンジ色の「登録用ページ」ボタンをクリック

③紹介者の名前と紹介者番号を入力

　紹介者情報を入力する欄が表示されますので、

　紹介者氏名　姓：タチノオカ　名：コウジ

　8桁の紹介番号：00005503を入力します。

※必ず、この「登録用ページ」で「紹介者（私）」「申込者（あなた）」の情報

をANAに知らせる必要がありますのでご注意ください。

④申込者情報に、「あなたの名前」と「生年月日」を入力

　

　以上で登録が完了し、その後ソラチカカードを発行すると

　500マイルがプレゼントされます。

※必ず先に「マイ友プログラム」に登録してから

　「ソラチカカード」の申し込みに進んでください。

　逆で申し込んだ場合はボーナスマイルがもらえません。

⑤ソラチカカードの公式サイトへアクセス

　新規入会キャンペーンとして、初年度年会費無料、

　1000マイルボーナスプレゼントが適用されますので

　画面に従いお手続きください。
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＜メトロポイントからマイルに交換する手順＞

①To Me CARD専用サイトにログイン

※毎日、深夜 0時～3:59まではアクセス出来ませんので注意です。

ログイン画面が開いたら「お客様番号」と「確認番号」が求められます。

お客様番号は、ソラチカカードの表面に載っています。

ここで注意することは、お客様番号はクレジットカード番号ではなく、クレ

ジットカード番号の下に少し小さく書かれている

10桁の番号であることです。

確認番号とはメトロポイントをANAマイルに移行する場合などに、

本人確認する番号です。

ソラチカカードが手元に届いた時には、確認番号は生年月日の月日(4

桁)です。

※例)1981年 7月 4日生まれ → 0704

ログイン完了後、確認番号は好きな番号に変更できます。

②メトロポイント移行申請をクリック

ログインしたら、画面にある「メトロポイント移行申請」をクリックします。
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③ANAのロゴをクリック

メトロポイント移行申請画面に移動したら、移行先に ANAマイレージクラブ、

楽天スーパーポイント、ナナコポイントが表示されますので

ANAのロゴをクリックします。

④移行ポイントを入力

手持ちのメトロポイントから、何ポイントを ANAマイルに移行させるかの入

力画面になります。

入力欄の後ろには、既に00ポイントとなっているため、

100ポイント単位での移行となります。

交換上限は、20,000メトロポイントですので、

その場合には、「200」と入力します。

入力したら、「入力内容を確認する」ボタンを押して、
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確認画面に移動します。

⑤内容を確認後、「送信する」をクリック

画面が切り替わり、移行させるメトロポイントの確認が表示されます。

内容に問題なければ、「送信する」をクリックして、手続きは完了です。

もし、内容が間違っていたら、「修正する」をクリックして、

④の画面に戻って修正します。

⑥移行完了。翌月以降、ANAのサイトで確認

以上で、メトロポイントから、ANAマイルへの移行手続きは終わりです。

ANAのサイトにマイルが加算されるのは、毎月 3～10日頃なので、

翌月以降、ANAのサイトで加算されたことを確認できます。
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第６章：まとめサイトって?

ここでポイント交換する際に、もうひとつだけ工程があります。

上述したポイントサイトで貯まったポイントは

直接メトロポイントに交換できないんです。

そこで、一旦、.moneyというポイントまとめサイトに

上記のポイントサイトのポイントを移行（まとめ）します。

.money以外にもメトロポイントに交換できる

サイトはありますが、手数料がかかるので

現時点では.moneyが最も使い勝手がいいです。

.moneyの会員登録はこちらから

＜ドットマネー登録手順＞

①トップ画面右上の「新規登録・ログイン」をクリック
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②各サービスのアカウントでログインできる画面に移る

　どのアカウントで登録したかを忘れないようにして下さい。

アメーバに登録することになります。

ユーザー名を適当に決めて「規約に同意して会員登録する」を

押したら登録完了です。

次回からは各サービスのアカウントでログインできます。

これで会員登録は終わりです。

＜モッピーからドットマネーへのポイント交換手順＞
※現在、モッピーからドットマネーの交換はスマホからしかできません。
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①トップ画面の右上のメニューボタン（画像だと Xとなっているあたり）を

押して、交換をタップ

②「ポイントを交換する」をクリック
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③「他社ポイント」を選択

④交換するポイントとドットマネーの口座番号を入力

　交換可能ポイントは 10000ポイントが上限です。

　24時間経つとまた交換できるようになります。
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ドットマネーの口座番号はドットマネー通帳から確認できます

⑤ポイント、口座番号を確認したら申請するをクリック
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モッピーに登録したメールアドレスに下記メールが届くので

⑥申請を完了させるためにメール内の URLをクリック

　メールの有効期間は24時間なので早めにクリックしましょう。

＜ハピタスからドットマネーへのポイント交換手順＞

①トップ画面右上にある「ポイント交換」をクリック

②「ドットマネーギフトコード」をクリック
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③秘密の質問に答える

④交換額を選択

⑤ドットマネーの口座番号を入力

⑥ポイント交換申請をクリック

申請から規定日が経つと、

登録したメールアドレスにギフトコードが届きます。
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⑦ドットマネーの「ドットマネーギフトコードの入力」をクリック

⑧メールで届いたギフトコードを入力し確認画面へをクリック

　以上でポイント交換は完了です。

＜ドットマネーからメトロポイントの交換手順＞

ドットマネーからメトロポイントの交換する場合は、

毎月 15日までにドットマネーのサイトで交換申請を行ってください。

15日までに交換申請がされたものについては、

翌月 11日頃にメトロポイントへの交換が完了します（約 1ヶ月）。
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しかし、16日に交換申請がされたものについては、

翌々月 11日頃の反映（約 2ヶ月）になってしまいます（約 2ヶ月）。

交換に要する期間に大きな差が生じますので、くれぐれもご注意くださ

い。

①ドットマネーにログイン

上のメニューから「マネーをつかう」を選択します。

②東京メトロをクリック

　開いたページから東京メトロを探して選択します。

③交換するをクリック

　選択すると表示が大きくなり「交換する」のボタンが出てきますので、

　そちらを選択します。
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④暗証番号を入力

　ドットマネー暗証番号を入れて「次へ」を選択します。

⑤交換情報を入力

　「次へ」を選択するとこちらの画面になります。

　初回はお客様番号と名前を入力する必要がありますが、

　2回目以降は自動で表示されています。

　交換マネー数を入力して「確認する」を選択します。

　交換マネーは300マネー以上であれば、

　1マネーの端数まで交換可能です。

これで交換申請が完了です。
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第７章：おさらい

ここで一度おさらいしてみましょう。

1.世界一周するには何マイル必要か考える

　※全旅程の距離によって必要マイル数が変わってきます。

　

　たとえば

　東京-ロサンゼルス-ニューヨーク-ロンドン-パリ-東京の場合

　エコノミーで 6万5千マイル

　ビジネスで10万 5千マイル

　ファーストで16万マイル

　距離を算出するためのサイトはこちらから

　

　全旅程の距離と必要マイル数はこちらのサイトから

　

2.マイルへの交換率が最も高いクレジットカードを作る

　※現時点ではポイントの 9割をマイル化できるのは

　　世界で唯一このソラチカカードですので必ず発行しましょう。

　　もちろん、今後交換レートは変わる可能性もあるので、

　　もし新たなサービスができれば乗り換えましょう。

　※ソラチカカードのデメリットもあります。

　　それは毎月最大 2万メトロポイントしか

　　マイル（1.8万マイル）に交換できないことです。
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　　なので、世界一周に 6万5千マイル必要だったら、最低 3ヶ月

　　16万マイル必要だったら最低 9ヶ月かかるということです。

　　　

これで私の旅友が

年に一度世界一周していることが

理解できたと思います。

3.ポイントサイトに無料登録し

　各企業の広告に掲載されたサービスを利用する

　・モッピー

　・ハピタス　

　※ハピタスは毎月最大 3万ポイントが交換可能

　・ポイントタウン

　※余裕があればこのサイトも利用していきましょう。

　　最近良い案件が多いです。bitcoinにも交換できるのでおすすめ

4.メトロポイントに交換できる.money  に会員登録する

5.毎月貯まったポイントをマイルに交換する

　　　　　　　　　　　　　※月最大 2万ポイント（1.8万マイル）まで交換可 

　

さて、ここまでで

どうしてファーストクラスで世界一周することが可能なのか、

仕組みがわかったと思います。
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平凡な主婦がファーストクラスを使ってタダで世界一周する７つの裏技

第８章：心構えと戦略

ここまで、立ち読みしてありがとうございました。

この先を読んでみたい場合はこちらで販売しております。

仕組みは解かったけど、

どうやってマイルを効率的に貯めていけば

世界一周が実現できるのか？

具体的なシミュレーションと、

さらなる裏技を組み合わせてマイルを獲得していく方法を

公開しています。

また、最後のおまけの章も見逃せません。

あなたの旅ライフ一生涯損せず、得していく方法が

目の前にころがっています。
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