
ハピタス公式サイト お申し込みの際のポイント

https://hapitas.jp/
(クリックで会員)

・クレジットカードは永年・年会費無料を申し込む
※まとめて申し込まない・日にちを開けて申し込む
・カードローンはカード発行のみで使用しない
・FX口座開設は1lotの取引でポイントもらえる案件を選ぶ
・銀行・証券会社の口座開設はお金がある人は申し込むと良い
・自宅のwifi環境が悪い人はNURO光に切り替えすべし
・不動産・投資案件セミナーは会社員で収入があるが忙しい人はWEBでセミ
ナーを受けると良い

クレジット案件 ポイント 備考

ファミマTカード 3,000pt 【ポイント獲得条件】
新規カード発行完了（キャッシング枠付帯必須）
※申込フォーム内、キャッシング金額の入力欄にて、半角数字で入力する欄に
「0万円」と入れると
　キャッシング枠は付帯されませんのでご注意ください。
※ポイントカードのみの発行はポイント獲得対象外となります。
※ポイントカードを既にお持ちの方でも、クレジット機能付きカードへの
　お申し込みが新規であればポイント対象となります。

エポスカード 6,000pt 【ポイント獲得条件】
新規カード発行完了（カード受取完了必須）
※対象カード：エポスカード

ヤフーカード（Yahoo! JAPANカード） 6,000pt 【ポイント獲得条件】
新規カード発行完了
※申込後、30日以内のカード発券（審査通過）された方がポイント獲得対象と
なります。
※対象カード：Yahoo! JAPANカード
※初めてお申込みされる方のみ対象となります。
※お一人様1回のみ対象となります。

クレディセゾン「セゾンカードインターナ
ショナル」

4,000pt 【ポイント獲得条件】
新規デジタルカード発番完了（ショッピング利用必須）
カード発行後、入会月の翌月末までに合計5,000円（税込）以上のショッピング
利用された方が対象となります。



ライフカード 2,000pt 【ポイント獲得条件】
新規カード発行+ショッピング利用完了（カード受取必須）
※カード発券月（審査完了メールの送信月）の翌月末までに、合計5,000円(税
抜)以上のご利用をされた方が対象となります。
※対象カード：ライフカード

イオンカード(WAON一体型) 2,000pt 【ポイント獲得条件】
新規クレジットカード発行完了（カード受取必須）
※イオンカード（WAON一体型/ディズニー・デザイン）もポイント獲得対象となり
ますので、ご安心ください。 
※イオンカードセレクトはポイント獲得対象外となりますので、ご注意ください。
※カードの切替を行った方はポイント付与の対象外となりますのでご注意くださ
い。
※他券種を含め、初めて「イオンカード」にお申込みされる方のみ対象となりま
す。
※他のイオンカードをお持ちの方は対象外となります。予めご了承ください。

NTTドコモ「dカード GOLD」 23,500pt ポイント獲得条件】
新規カード発行完了
※お申込み後、60日以内にカード発行された方が対象となります。
※新規でのdカード GOLD発行、またはdカード GOLDへのアップグレードが、
対象となります。
※「DCMXカード」または「dカード」からのアップグレードも対象となります。
※「通常のdカード」も「dカード GOLD」もどちらも持ち合わせていない方は、
NTTドコモ「dカード」からお申込み発券後、NTTドコモ「dカード GOLD」からお
申込みしてアップグレードを行った場合、両方とも対象となります。
※ドコモキャリアをお持ちでいない方も、「dアカウント」発行後のカード発行で
対象となります。
※家族カードをお持ちの方でも、ご本人名義の本カード発行が初めての場合
のみ対象となります。



三井住友カード(NL) 3,000pt 【ポイント獲得条件】
新規カード発行（カード受取必須）
※対象券種：三井住友カード(NL)
※WEB申込み後、60日以内にカードの発行が完了された方が対象となりま
す。 
※既に家族カードをお持ちの場合でも、ご本人名義の本カード発行が始めてで
あれば対象となります。
※お一人様1回までのお申込みとなります。

イオンカードセレクト 2,000pt 【ポイント獲得条件】
新規クレジットカード発行完了（カード受取必須）
※イオンカードセレクト（ディズニー・デザイン）もポイント獲得対象となりますの
で、ご安心ください。 
※カードの切替を行った方はポイント付与の対象外となりますのでご注意くださ
い。
※他券種を含め、初めて「イオンカード」にお申込みされる方のみ対象となりま
す。
※他のイオンカードをお持ちの方は対象外となります。予めご了承ください。

三井住友カード RevoStyle（リボスタイ
ル）

1,200pt 【ポイント獲得条件】
新規カード発行（カード受取必須）
※対象カード：三井住友カード RevoStyle（リボスタイル）
※お申込から60日以内にカードの発行が完了された方が対象となります。
※既に家族カードをお持ちの場合でも、ご本人名義の本カード発行が始めてで
あれば対象となります。

NTTドコモ「dカード」 3,000pt 【ポイント獲得条件】
新規カード発行完了
※お申込み後、60日以内にカード発行された方が対象です。
※ドコモキャリアをお持ちでいない方も、「dアカウント」発行後のカード発行で
対象となります。
※家族カードをお持ちの方でも、ご本人名義の本カード発行が初めての場合
のみ対象となります。



JCB CARD W/JCB CARD W plus L 5,000pt 【ポイント獲得条件】
新規カード発行完了（カード受取必須）
※お申込から3ヶ月以内に新規カード発行完了した方が対象となります。
※対象カード：JCB CARD W/JCB CARD W plus L
※対象者：性別問わず18歳～39歳までの方（※高校生を除く18歳以上の学生
はOK）

au PAY カード 3,000pt 【ポイント獲得条件】
新規カード発行完了（カード受け取り必須）
※対象カード：auPAYカード、auPAYゴールドカード（ポイント数はどちらも同
一）
※以前auPAYカード、auPAYゴールドカードいずれかを持っていた方でも、対
象カードを申込、発行に至れば対象となります。
※auPAYカードからゴールドカードへのランクアップ、家族カードの申込は対象
外となりますのでご注意ください。
※遷移先ページ以外からのお申込は、ポイント対象外となります。ご注意くださ
い。

オリックスVIPローンカード 3,000pt 【ポイント獲得条件】
初回カード発券完了（カード受取確認必須）
※「オリックス・クレジット株式会社」の他カードを過去申込された方でも、「VIP
ローンカード」が初回の発行であれば対象となります。
※お一人様１回までとなります。

majica donpen card（マジカ ドンペン
カード）

6,000pt 【ポイント獲得条件】
新規カード発行完了＋翌月末までにショッピングリボ払いで税込5,000円以上
利用完了
※新規でmajica donpen card（マジカドンペンカード）発行完了後、カード申込
み日の翌月末までにショッピングリボ払いで税込5,000円以上のお買い物をさ
れた方が対象となります。
　・各種ポイントなどでのお支払いはカウントされません。
　・ご請求確定時にショッピングリボ払いで決済されている分のご利用を、利用
金額としてカウントさせていただきます。
※対象カード：マジカ ドンペンカード(majica donpen card)
※お一人様1回のみ対象となります。



ローソン銀行 ローソンPontaプラス 3,000pt 【ポイント獲得条件】
新規カード発行完了（カード受取必須）
※対象カード：ローソン銀行 ローソンPontaプラス

クレディセゾン「セゾンブルー・アメリカ
ン・エキスプレス(R)・カード」

3,500pt 【ポイント獲得条件】
新規カード発行完了（ショッピング利用必須）
※カード発行後、入会月の翌月末までに合計5,000円（税込）以上のショッピン
グ利用された方が対象となります。
※対象カード：セゾンブルー・アメリカン・エキスプレス(R)・カード
※期間中にご利用加盟店から売上が計上されたご利用分までが対象となりま
す。期間中であっても売上の計上日によっては対象外となる場合がございます
ので、あらかじめご了承ください。
※審査結果によっては、カードのショッピングご利用限度額がご希望に添えな
い場合がございますので予めご了承ください。
※クレジットカード会社の利用履歴画面に反映が遅れた場合でも期間内に売
上が計上されている場合であれば、対象となります。
※カードを利用して電子マネーにチャージを行った場合でも、問題なく対象とな
ります。
※年会費、キャッシングの利用額はショッピング利用額に含まれません。

ライフカード「学生専用」 2,000pt 【ポイント獲得条件】
新規カード発行+ショッピング利用完了（カード受取必須）
※カード発券月（審査完了メールの送信月）の翌月末までに、合計5,000円(税
抜)以上のご利用をされた方が対象となります。
※対象券面：ライフカード「学生専用」

三井住友カード デビュープラス 2,500pt 【ポイント獲得条件】
新規カード発行（カード受取必須）
※お申込から60日以内にカードの発行が完了された方が対象となります。
※既に家族カードをお持ちの場合でも、ご本人名義の本カード発行が始めてで
あれば対象となります。
※対象カード：三井住友VISA デビュープラスカード

セブンカード・プラス        5,300pt 【ポイント獲得条件】
新規カード発行完了
※セブンカードへの申込履歴がある方もポイント対象となります。
※対象カード：セブンカード・プラス



カードローン ポイント 備考
楽天銀行スーパーローン 5,000pt 【ポイント獲得条件】

新規申込+カード発行完了（web申込完了必須）
※申込みから3ヶ月以内にカード発行された方が、ポイント対象となります。 

プロミス フリーキャッシング 3,000pt 【ポイント獲得条件】
インターネットでお申込後の口座開設完了 

オリックスVIPローンカード 3,000pt 【ポイント獲得条件】
初回カード発券完了（カード受取確認必須）
※「オリックス・クレジット株式会社」の他カードを過去申込された方でも、「VIP
ローンカード」が初回の発行であれば対象となります。
※お一人様１回までとなります。

アコム 2,000pt 【ポイント獲得条件】
新規WEB申込+成約完了
※「アコムキャッシング」に初めてお申込され、WEB申込み後30日以内に成約
が完了された方が、ポイント対象となります。

プロミス レディースキャッシング 3,000pt 【ポイント獲得条件】
キャッシング成約（口座開設完了）

三井住友カード　カードローン 8,500pt 【ポイント獲得条件】
新規カード発行完了
※WEB申込み後、お申込から2カ月後末までに対象カードにて審査通過及び
カード発行完了した方が対象となります。
※対象カード：三井住友カード　カードローン

【SMBCモビット】カードローン 3,000pt 【ポイント獲得条件】
新規申込+成約完了
※「SMBCモビットカードローン」に初めてお申込され、WEB申込み後90日以
内に成約が完了された方が対象となります。
※1世帯1回のみ。

銀行・証券口座開設 ポイント 備考



SBI証券 6,500pt 【ポイント獲得条件】
新規口座開設+50,000円以上の入金※

楽天証券 4,000pt 【ポイント獲得条件】
口座開設+入金完了（口座開設後、入金完了確認必須）
※口座開設日から、1ヶ月以内に1万円以上の入金が必須となります。「口座
開設日」は、ログイン後「お客様基本情報」ページにてご確認いただけます。

岡三オンライン証券 1,500pt 【ポイント獲得条件】 
お申し込み日から45日以内に、新規口座開設かつ50,000円以上の入金完了 

auの資産運用（口座開設） 1,500pt 【ポイント獲得条件】
新規口座開設完了
※広告クリックから開設申請完了を24時間以内、同一ブラウザで完了された
方が対象となります。

松井証券 550pt 【ポイント獲得条件】
新規総合口座（ネットストック口座）開設完了
※申込から1ヶ月以内に新規開設完了された方のみ、対象となります。

【SBI証券】確定拠出年金（iDeCo） 1,500pt 【ポイント獲得条件】
iDeCo新規口座開設完了

マネックス証券『iDeCo（イデコ）』 2,000pt 【ポイント獲得条件】
新規口座開設完了
※iDeCo口座開設申込後、3ヶ月以内に開設完了した方が対象です。
※既にマネックス証券の総合口座を開設されている方も対象となります。

松井証券「iDeCo」 4,200pt 【ポイント獲得条件】
新規iDeCo口座開設完了
※WEB申込み後、翌々月末までに口座開設が完了された方が対象となりま
す。
（例）2020/6/18申込みの場合、2020/8/31までにiDeCo口座開設完了

節税できる年金制度【カブコムの
iDeCo】

3,000pt 【ポイント獲得条件】 
新規口座開設
※申し込みから3か月以内に口座開設必須



大和証券 iDeCo 1,500pt 【ポイント獲得条件】
新規口座開設完了
・初めて大和証券の個人型確定拠出年金「ダイワのiDeCo」に申込みされる
方、且つ、 
WEB申込（「ダイワのiDeCo」資料請求）後、3か月以内にiDeCo新規口座開
設完了された方が対象となります。

銀行・証券口座開設 ポイント 備考

DMM.com証券（DMM FX） 4,000pt 【ポイント獲得条件】
新規口座開設 + 申込日から60日以内に新規1lot以上取引完了
※60日以内に1lot通貨の新規取引で対象
※PCから申し込んでSPで取引いただいても対象となります。（逆も対象）
※法人口座も対象となります。

外為ジャパンFX 4,000pt 【ポイント獲得条件】
新規口座開設＋申込日から60日以内に新規1lot以上の取引完了
●法人様の口座開設も対象となります。
●DMM FX、DMM CFD、DMM株、DMM Banusyの口座をお持ちでも対象と
なります。

LINE証券【FX口座開設】 1,000pt 【ポイント獲得条件】
新規口座開設完了
※Web申込み後、60日以内に口座開設が完了された方が対象となります。
※お申込み日を起算日とします。
※FX口座と証券口座を同時申込された場合は、ポイント付与は1件分となりま
す。

不動産・投資案件セミナー ポイント 備考



WEB無料面談【Oh!Ya(オーヤ)】 7,500pt 【ポイント獲得条件】
新規無料WEB面談完了（本人確認＋資料受取確認必須）
※新規WEB申込み後、10日以内に電話での本人確認及び日程調整が完了さ
れ、60日以内にWEB面談を完了された方が対象となります。
※対象者：23歳以上で年収501万円以上の方
※過去に資料請求やアンケート回答をご利用されたことのある方も対象となり
ます。
※お申込みは一世帯1回限りとなります。
※お客様のご入力情報により、面談可能不動産会社数が異なりますので予め
ご了承ください。
※面談方法についてはskype, zoom等、ご紹介企業様とご相談が可能となり
ます。

不動産投資一括資料請求【Oh!Ya
(オーヤ)】

1,300pt 【ポイント獲得条件】
初回一括資料請求完了（本人確認＋資料受取確認必須）
※初回資料請求後、10日以内に電話での本人確認がとれ、資料受取完了し
た方が対象となります。
※対象者：23歳以上で年収501万円以上の方
※過去に面談やアンケート回答をご利用されたことのある方も対象となりま
す。
※お申込みは一世帯1回限りとなります。
※【ワンルームマンション経営】カテゴリから4社以上の資料請求が対象となり
ます。

【無料オンラインセミナー】お金の勉強
会 ◆CrazyMoney online◆

14,000pt 【ポイント獲得条件】
新規オンラインセミナー参加完了
※WEB面談も対象となります。
※下記の条件を全て満たす場合のみ対象となります。
・昨年の年収が500万以上
・年齢30歳以上、 45歳以下
・現在の職場の勤続年数が3年以上
・正社員／公務員／医師／看護師／薬剤師／弁護士／税理士／公認会計士
として現在働いている方
・初めて「TAPP」のサービスをご利用される方
・カメラONでセミナーにご参加頂ける方
・セミナーナビゲーターの確認事項に全てお答えいただけた方 



＼投資初心者向け／ 第二の収入源
の作り方【株式会社TAPP】

5,750pt 【ポイント獲得条件】
新規オンラインセミナー参加完了
※WEB面談も対象となります。
※下記の条件を全て満たす場合のみ対象となります。
・昨年の年収が500万以上
・年齢30歳以上、 45歳以下
・現在の職場の勤続年数が3年以上
・正社員／公務員／医師／看護師／薬剤師／弁護士／税理士／公認会計士
として現在働いている方
・初めて「TAPP」のサービスをご利用される方
・カメラONでセミナーにご参加頂ける方
・セミナーナビゲーターの確認事項に全てお答えいただけた方

【ワンルームオーナー.com】新規資料
請求

1,850pt 【ポイント獲得条件】
新規資料請求＋受取完了
※株式会社イードを初めて利用され、「ワンルームオーナー.com」の一括資料
請求をされ、
WEB申込み後10日以内に電話による本人確認完了された方がポイント対象
となります。 
※対象者：26歳以上で60歳未満の年収500万円以上の方
※一世帯一回までのお申込となります



【WEB可能】プロパティエージェント　セ
ミナー参加

30,000pt 【獲得条件】
以下の条件をすべて満たすことで成果対象となります
※本キャンペーンページ内の対象セミナーへの参加完了
※年収500万円以上の方
※年齢満25歳以上〜54歳以下の方
※現在の勤務先の勤続年数が3年以上の方
※1世帯1回までとなります。
※初めて「プロパティエージェント株式会社」の開催する（主催・共催問わず）セ
ミナーに、遅刻・早退することなく参加される方
※過去に一度もプロパティエージェントと面談（対面・WEB問わず）を実施して
いない方
※当社提携金融機関の融資が受けられる方
なお、融資条件の詳細につきましてはお答えできない場合もございますのでご
了承ください（必要に応じてエビデンスのご提示をお願いすることがあります）
※セミナー参加時に、お勤め先を確認させていただける方（同業他社様の参加
をお断りしています。また、名刺を2枚ご提示いただきます）
※セミナー参加時に、昨年の給与所得の源泉徴収票（コピー・デジタル可）をご
提出いただける方
※広告主からお送りするセミナーについてのアンケートメールを送信後1週間
以内にご回答いただいた方
注）迷惑メールに振り分けられてしまう可能性がございますので、必ずご確認く
ださい。
お客様側で迷惑メールに振り分けられており、ご利用のメールツールの仕様で
一定期間経過後自動で削除され、
メールが確認できない場合でも、弊社の送信履歴に基づき成果判断をさせて
いただきます。(2021年9月17日追記)
（セミナーへ参加後、お申込み時に入力されたメールアドレス宛にプロパティ
エージェント株式会社からアンケートが送付されます）

注文住宅の無料一括資料請求サイト 1,000pt 【ポイント獲得条件】
新規無料一括資料請求完了（電話確認必須）
※一括資料請求を行い不正請求(資料が返送されない、電話が通じない)でな
いことが確認できた方のみ、対象となります。



アットセミナー 8,000pt 【ポイント獲得条件】
新規無料セミナー参加完了
※「パワープランニング株式会社」のセミナーに初めて参加され、
WEB申込み後30日以内にセミナー参加完了された方が対象となります。
※対象セミナー：＠SEM!NAR内すべてのセミナー
※個人年収500万円以上の方が対象です
※一世帯1回までとなります。

不動産投資・マンション経営なら【NAN
無料セミナー参加】

7,800pt 【ポイント獲得条件】
初回無料セミナー参加+個別面談完了
※株式会社日本アセットナビゲーションの開催する(主催・共催問わず)セミ
ナーに遅刻・欠席・退席することなく初めて参加され、セミナー後の個別面談ま
で完了した方が対象となります。
※次の条件を全て満たした方が、対象となります。
・面談時に本人確認ができた方
・同業者でない方（ご来場時に保険証のご提示をお願いします）
・年収500万円以上
・年齢25歳以上～53歳以下の方 
・勤続年数2年以上の方
・関東圏内（東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬）、愛知、静岡、山梨、
岐阜、関西圏内（大阪、京都、奈良、兵庫、滋賀）にご在住の方
・セミナー開催地にご来場できる方
・不動産投資に意欲のある方
・お問い合わせ内容で＜セミナーお申込みについて＞をチェックして、送信いた
だいた方
・お申込み画面から「セミナーお申込みについて」を選択して、送信いただいた
方



【FJネクスト】投資個別相談会 5,500pt 【ポイント獲得条件】
新規個別相談会参加完了
※年収500万円以上、年齢25歳以上の方がポイント対象となります。
※お一人様1回のみとなります。
※Webでの個別面談、ウェビナー受講もポイント対象となります。
※ウェビナー、個別相談お申し込み後に登録の携帯番号にSMSに本人確認
メールをお送りいたします。
　ご返信いただけない場合ポイント対象外となりますのでご注意ください。
※ウェビナー参加後のアンケートにご回答いただけない場合ポイント対象外と
させていただきます。

通信関係 ポイント 備考

NURO光 20,850pt 【 ポイント獲得条件】
新規回線開通完了（入金確認必須）
※webからの回線申込み後、回線開通を確認できた方が対象となります。 
※対象サービス：「NURO 光G2Dプラン」「NURO 光G2Tプラン」
※NURO 光 G2、NURO 光 for マンション、NURO 光 10G、20Gs等のサービ
ス申込みは対象外となります。




