
2022年 令和4年

案件名 取得日 購入日 売却日 確定日 ポイ活サイト point 収益 予定収益 確定収益 費用 費用 費用 費用 費用 費用 雑所得 一時所得 非課税 給与 楽天証券 SBI証券 松井FX LINEFX FXTF SBIFX

ティップスター 1/4 ¥700

ワラウ 1/4 ¥272

ハピタス12月ダウン報酬 1/5 ¥1,945

ハピタス１１月紹介キャンペーン特典 1/6 ¥300

ワラウ 1/21 ¥300

三井住友カードマスターNL SBI投信積み立て 1/27 ¥250

モッピーふるさと納税「ふるさとプレミアム」 12/16 1/27 ¥1,296 ¥1,296

モッピーふるさと納税「ふるさとプレミアム」 12/16 1/27 ¥792 ¥792

モッピーふるさと納税「ふるさとプレミアム」 12/16 1/27 ¥720 ¥720

消防団報酬 1/28 ¥0 ¥17,500

ハピタス1月ダウン報酬 2/5 ¥363

ハピタス イオンスゴカ 2/8 3/31 ¥3,000

モッピー電子貸本RENTA! 1/1 2/10 ¥9

モッピー電子貸本RENTA! 1/1 2/10 ¥9

モッピーヤフーショッピング 11/28 2/10 ¥90

モッピーダウン報酬 2/11 ¥42

auPAYふるさと納税 11/20 2/19 ¥780

三井住友カードマスターNL SBI投信積み立て 2/25 ¥250

モッピーダウン報酬 3/3 ¥200

auPAYふるさと納税 12/26 3/16 ¥900

ソニー WF-1000XM４BM ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセットブラック 完全 3/2 3/24 ¥889 ¥21,500 -¥22,240 -¥740 ¥889

ソニー WF-1000XM４BM ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセットブラック 完全 3/2 3/24 ¥889 ¥12,000 ¥21,500 -¥22,240 -¥740 ¥12,889

ハピタス2月ダウン報酬 3/5 ¥31

三井住友カードマスターNL カード利用 ３月分 3/9 ¥735

Kyashポイント 3/16 ¥2,660

セゾンプラチナ アメックスキャッシュバック アマゾン分 3/18 ¥1,000

セゾンパール アメックスキャッシュバック アマゾン分 3/18 ¥1,000

iPhone12 64G UQ 黒 3月21日 4/1 ¥53,000 -¥1 -¥3,878 ¥49,121

iPhone12 128G AU 紫 3月21日 保有 ¥64,000 -¥9,799 -¥7,926 ¥46,275 ¥10,000

iPhone12 128G AU 青 3月21日 4/1 ¥0 -¥9,799 -¥7,926 -¥17,725 ¥10,000

ワタミふれあいカード 3/4 3/30 ¥5,000 ¥1,000 ¥6,000

三井住友カードマスターNL Vポイント祭当選分プレゼント 3/25 ¥1,000

三井住友カードマスターNL SBI投信積み立て 3/29 ¥250

モッピーダウン報酬 3/31 ¥250

イオンモバイルMNP 3/31 ¥1,000 ¥1,000 ¥10,000 -¥554 -¥803 -¥803 -¥3,300 ¥6,540

メルカリ メルペイ 売上 銀行振込 3/31 ¥8,246

ライバージャパン 3/31 ¥19,600

三井住友カードオーナーズビザ カード利用 4/9 ¥21

ハピタス3月ダウン報酬 4/5 ¥1,214

SPOOX バリュープランひかりTV 3/12 4/3 ¥2,600 ¥2,600

Finbee 4/6 4/6 ¥250 ¥250

Yahoo!ショッピング 1/24 4/10 ¥33 ¥33

ベラジョン 4/20 -¥6,851 -¥6,851

スペーストレード最終損益 4/11 -¥3,984

5月 6月 7月 8月 9月

iPhone12 64G 楽天 白 4/15 4/21 ¥522 ¥507 ¥67,000 -¥57,440 ¥1,081 ¥10,641 ¥1,029

三井住友カードオーナーズビザ オーナーズ二枚持ちキャンペーン 4/25 ¥2,000

iPhone13 Pro 256G アルパイングリーン アップルストア 4/26 5/14 ¥1,225 ¥141,000 -¥134,800 ¥6,200 ¥1,225

三井住友カードマスターNL SBI投信積み立て 4/27 ¥250

ライバージャパン 4/28 ¥10,000

消防団報酬 4/28 ¥36,500

消防団報酬 4/28 ¥7,500

セゾンプラチナ アメックスキャッシュバック 高年収チャンネル分 10万 4/30 ¥100,000

ハピタス4月ダウン報酬 5/5 ¥1,500

ハピタス イオンカード櫻坂46 5/6 ¥4,000

Yahoo!ショッピング 2/27 5/10 ¥127 ¥127

PAYPAYグルメ 2/13 5/10 ¥18,600 ¥18,600

モッピーダウン報酬 5/11 5/11 ¥5

iPhone13 Pro MAX 128G アルパイングリーン アップルストア 5/13 5/14 ¥0 ¥143,000 ¥143,000 -¥134,800 ¥8,200

Apple iPhone 13 SIMフリー 128GB グリーン セゾンストア10％引き 50万まで10％ 6/30 5/13 ¥0 ¥101,000 ¥101,000 -¥92,745 ¥8,255

Apple iPhone 13 SIMフリー 256GB ピンク  セゾンストア10％引き 5/14 ¥0 ¥109,000 ¥109,000 -¥104,085 ¥4,915

Kyashポイント 5/16 ¥254

Apple iPhone 13 SIMフリー 256GB グリーン  セゾンストア10％引き 5/18 ¥0 ¥109,000 ¥111,500 -¥103,275 ¥8,225

Apple iPhone 13 SIMフリー 256GB ブルー  セゾンストア10％引き 5/18 ¥0 ¥109,000 ¥111,500 -¥104,085 ¥7,415

トヨタ防災給電サポーター ラインpoint ¥50

住信sbiメロン テレボート 1000円

モッピー　当たるんです ¥2,000 -¥1,000

iPhone13 Pro MAX 128G アルパイングリーン アップルストア リーベイツ 5/22 ¥0 ¥143,000 ¥146,000 -¥134,800 ¥11,200

iPhone13 Pro MAX 128G アルパイングリーン アップルストア Gpoint 5/22 ¥0 ¥143,000 ¥146,000 -¥134,800 ¥11,200

iPhone13 128G 楽天 ピンク 5/27 6/2 ¥0 ¥0 ¥104,000 -¥76,470 ¥1,081 ¥28,611 ¥0

固定資産税 ポンタ 5/ -¥30,800 ¥154

自動車税 ポンタ 5/ -¥34,500 ¥172

メルカリ 5/ ¥8,000

Kyashポイント(期間固定300)mixiMへ 5/ ¥300

DPRIMEラインpoint300 ¥300

Kyashポイント セブン銀行当選分 mixiMへ 5/ ¥500

大塚製薬 オロナミンCキャンペーン Aupay 6/18 ¥90

マックブック アマゾン ふじみの 家電市場 6/9 6/8 6/15 ¥5,764 ¥110,000 -¥115,280 -¥5,280 ¥5,764

ステートオブサバイバル 課金でポイント ポイントインカム 6/ ¥7,047 ¥3,483 -¥2,450 -¥1,200 ¥6,880

6月末 KYASH 300円 一時所得？ 6/ ¥300

ボートレースキャンペーン 6/28 ¥1,000 ¥0

テレボートキャンペーン 住信SBIメロン 着金 7/1 ¥3,000 -¥1,000 ¥2,000

ストックピラー ブログ代金 スペーストレード 6/27 ¥3,100 ¥3,100

テレボート 競艇 キャンペーン消化のため　1000円かけて、1500円着金 7/1 ¥1,500 -¥1,000 ¥500

雑所得 一時所得 非課税 給与 譲渡益 譲渡益 分離課税 分離課税 分離課税 分離課税

トータル ¥218,333 ¥205,400 ¥25,000 ¥36,500 ¥4,014 ¥12,651 ¥597 ¥14,810 ¥7,716 ¥749

 利益合計

コロナ 保険金

県民共済 Y分 ¥330,000

県民共済 M分 ¥55,000

県民共済 T分 ¥60,000

商工会議所 Y ¥48,000

¥1,018,770



H26セル:

ソニーキャンペーンコメント:

M32セル:

UQモバイル利用料金コメント:

3878円

4/10 5月引き落とし

ラインペイクレジットカード

L33セル:

端末代コメント:

M33セル:

通信料コメント:

T33セル:

JCBギフト券コメント:

M34セル:

通信料コメント:

T34セル:

JCBギフト券コメント:

I35セル:

食事券コメント:

G39セル:

モッピーコメント:

I39セル:

紹介ポイントイオンコメント:

  

J39セル:

春得10000イオンpointコメント:

  

L39セル:

3月請求分月額revolutコメント:

Q39セル:

エントリーパッケージコメント:

PAYPAYモール

G50セル:

ハピタスコメント:

H50セル:

楽天ポイントコメント:

M50セル:

新規楽天SIMコメント:

 5/11revolut引き落とし

G52セル:

ハピタスコメント:

  

I52セル:

user:コメント:

G63セル:

ハピタスコメント:

J65セル:

売却予定代金コメント:

K65セル:

売却予定代金コメント:

J67セル:

売却予定代金コメント:

K67セル:

売却予定代金コメント:

J68セル:

売却予定代金コメント:

K68セル:

売却予定代金コメント:

G72セル:

ハピタスコメント:

G73セル:

ハピタスコメント:

G74セル:

ハピタスコメント:

H74セル:

楽天ポイントコメント:

M74セル:

新規楽天SIMコメント:

 5/11revolut引き落とし

S77セル:

メルカリショップコメント:


