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無料レポート 

 
解らないこと 

これで知ってください！！ 
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■ 著書：儲けの虎 
■ サイト：ＵＲＬ：http://affillilife.seesaa.net/ 
■ Ｅ－mail：mouketiger@king-postman.com 
 
 
■ 本レポートの著作権は、儲けの虎にあります。 
無断コピー・転載・添付及び転売や明らかな利益目的な 
使用などはお断りさせていただきます。 
 
■本レポートの内容は、著者の経験をもとに記述しているため  
全ての読者の利益を保証するものではありません。 
本レポートにより、いかなる損害が発生いたしましても 
一切の責任を負いません。 
 
■本レポートを不正使用しているのを発見した場合は 
ご一報いただけると幸いです。 
 
 
 

● 始めに 
 
どうもはじめまして  
 
私、「儲けの虎」と申します。 
 
今回は当レポートをダウンロードいただき 
誠にありがとうございます。 
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このレポートをお読みになるということは 
 
あなたは「アフィリエイト」に興味がおありなのでしょう。 
 
そのアフィリエイトですが… 
 
今日では実行者の数も増加の一途をたどってきています。 
そんな中で新しく始めようとする方もでてきているはずです。 
 
かくいうわたしも、新参者の１人ですからｗ 
 
やはり、パソコン１つで稼げてリスクが少ないからでしょう… 
 
しかし、わたしはそうは思いません。 
 
なぜなら、時間という目には見えないものを 
多く消費することになるのですから。 
 
時間というものは本来、とても大事なものであるはずなのです。 
 
「Time is Money(時は金なり)」という言葉もある位ですからｗ 
 
それでも、やはり始めたい方もいるはずです。 
 
しかし、そんな方は初歩的なことすらも 
解らないものです。 
 
また、始めたばかりでなくても稼げていない方もたくさんいます。 
 
そういった方は初心を忘れてしまっている可能性もあります。 
 
この２つは、私自身が通ってきた道ですから… 
 
そして、行動を起こせなかったり滞ってしまったり 
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そんなことがあると思います。 
 
だけど… 
 
誰かに聞くことも出来なくて 
 
また、調べようにも何を調べればいいのかも解らなくて 
ちょっとしたパニック状態になると思います。 
 
そして、そのままアフィリエイトを諦めてしまうということも… 
そこで、当レポートでは今更聞くことなど出来ない 
アフィリエイトの常識をまとめて載せます。 
 
それでは 
 
これから、１つずつ 
 
順を追って説明していきますので 
 
頑張ってついてきてください！ 
 
このレポートはできれば一度、目を通してからの方が 
作業のはかどりが良いと思いますので 
 
読みながら、実行しないことをオススメします。 
 
 

① 下準備 
 
まず、始めに 
 
「下準備」について話していきます。 
(飛ばして読んでもらってもかまいません) 
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下準備…それは、土台です。 
 
ここを怠ればまず全ての流れが滞ることとなります。 
下準備を事前に行うことそれが重要です。 
 
昔の城にしても、今の住居にしても 
やはり土台がしっかりしてないとすぐに 
ダメになりますからね。 
 
アフィリエイトもそれと一緒です。 
 
やはり、下準備が出来ているのと 
いないのとでは、効率も変わってきますしね。 
 
しかし、そうはいってもどうすれば良いのか 
判らないかもしれませんね… 
 
ということで軽く説明させていただきます。 
 
まず、あなたの収入源となるモノから言いますと 
 
それは 
 
ASP（アフィリエイト・サービス・プロバイダ） 
といいます。 
 
ASPについてですが 
 
これは、ビジネス用のアプリケーションソフトを 
インターネットを通じて顧客にレンタルする事業者のことです 
 
そして、そのサイトと提携して宣伝を行い 
その結果として成果があればアナタに収入が与えられます 
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現在、主に多くの方が使用している ASPは 
 
 
●インフォカート(情報系中心) 
http://www.infocart.jp/?e=Courage/ 
 
 
●インフォトップ(情報系中心) 
http://www.infotop.jp/two.php?pid=17700 
 
 
●A8.net（総合） 
http://www.a8.net/a8/index.html 
 
 
●楽天アフィリエイト（物販中心） 
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=15V17H+51L8AA+5WS+C2103 
 
 
これらのサイトでのアフィリエイター登録料は 
無料ですので 
登録しておきましょう 
 
そして、次にはブログの作成です 
 
いくつか無料で作れるサイトがりますので紹介します。 
 
 
 
●ライブドアブログ 
URL: http://www.livedoor.com/ 
 
昔からアフィリエイトを視野に入れたサービスで 
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カスタマイズの自由度もかなり高めです。 
また、これには無料版と有料版(PRO)があり 
アフィリエイトを前提とするのならば有料版が良いでしょう。 
（有料版：月額２６２円） 
 
 
 
●FC2ブログ 
URL: http://blog.fc2.com/ 
 
日本で最もユーザーの多いブログサービスです。 
自由度は最も高いと思われます。 
アフィリエイトにマッチしているように思えます。 
 
ブログのURLがサブドメイン形式なので 
SEO対策でも有利です。 
 
また、多機能なアクセス解析が無料で設置できます。 
 
このブログサービスのブログテンプレートは公式と共有に分かれていて 
共有プレートの中には、SEO対策などアフィリエイト用に 
カスタマイズされているものもあります。 
 
これからアフィリエイトを始める方には割りと良いものかと思います。 
両テンプレート共に余計な広告は入りません。 
 
「アダルトサイト」にも対応が可能なところも大きいです。 
 
 
 
●Seesaa ブログ 
URL: http://blog.seesaa.jp/ 
 
このブログの良い面は、機能の豊富さと自由度の高さです。 
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自由度については、HTML・CSS 
の編集が可能という面が大きいです。 
 
新機能も続々と追加され、独自の機能も豊富です。 
 
それと、アフィリエイトも制限がなく 
細かな環境設定を行うことも可能です。 
 
ブログの可能性を最大限に引き出すことの出来るブログです。 
 
サブドメイン方のURLであり、独自ドメインの設定も可能です。 
これは、SEO対策の上でかなり有利になります。 
 
このブログの強みは 
「一つのアカウントで複数のブログを作成可能」なところです。 
一元管理が可能なため、アフィリエイトをするときには大変便利です。 
PING送信機能に関しても、送信先に制限がないのは大きいです。 
ブログアフィエイトをするのにはもってこいのブログサービスだと思います。 
 
 
 
●DTIブログ 
URL: http://blog.dtiblog.com/ 
 
新しいブログサービスなのですが、機能の方はかなり充実しています。 
 
アクセス解析機能が標準装備になっている点は 
トップクラスの部類に入るでしょう。 
 
こちらも、CSS、HTMLの編集が可能で 
URLの表示形式はサブドメイン形式です。 
 
コチラもアフィリエイトに向いたブログサービスです。 
 



 

Copyright©2007 by Moukenotora. 

9 

画像のアップロード可能サイズは 2MBまでです。 
また、動画ファイルもアップロード可能です。 
 
DTIはアダルト系のアフィリエイトのネットワークで 
有名です。 
 
それは、ブログのテンプレートにも現れています。 
 
アダルト動画サイトやアダルトライブチャットのリンクが組み込まれた 
テンプレートが数種類あり、アダルト系のアフィリエイトを 
行おうとしている方にはおすすめです。 
 
別にアダルト系以外のアフィリエイターにとっても 
十分満足のいく機能がありますので使えます。 
 
 
 
これらのサイトでブログを作成して 
活用しましょう。 
 
ちなみに、私は Seesaaブログを使っています。 
複数管理機能は便利ですので。 
 
Seesaaブログに関する無料レポート 
 
●無料レポート 
 「シーサーブログの開設の仕方」 
http://www.sugowaza.jp/reports/get/3245/4682/ 
 
●無料レポート 
「超初心者向け seesaa の「自由形式」欄の 
  タイトルを反映させる方法」 
http://www.sugowaza.jp/reports/get/3245/2788/ 
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●無料レポート 
「５分で出来る！シーサー（Seesaa）ブログの新着記事の日付を消す方法」
http://www.sugowaza.jp/reports/get/3245/1853/ 
 
 

② ブログ作成上の注意 

 
ここからはブログについてです。 
作成の際の注意を少々かいていきます。 
 
あなたは、先ほどの説明を受けてさっそく 
アフィリエイト用のブログを作ることを知りました… 
 
そして、さぁ作成しようと意気込んでいると思います。 
 
そこで、注意です 
作成する際には事前にしっかりプランをたてておくことが大事です 
 
行き当たりばったりでもなんとかやっていけないことはないのですが 
 
それよりはプランを立てておいたほうが物凄く楽です。 
(実体験上間違ありません！) 
 
何を決めておくと良いのかというと 
 
● どのようなジャンルの商品を取り扱うことにするか？ 
 
● 商品にあうサイトのジャンルにする。 
 
● レイアウト 
 
 
とりあえずはこの３つを決めておけば大丈夫でしょう 
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これらを決めた後はアナタの腕の見せ所 
 
いかに他人よりよいブログを作れるか 
といったことが勝負の分かれ目となってきます。 
 
 
それでは、まず先ほど挙げた３つの内の 
「取り扱うジャンル」に関しての説明をしていきます。 
 
情報商材のアフィリエイトを行うにしても 
 
取り扱う商材の種類を間違えてしまったら 
元も子もありません！ 
 
なので、ココで説明しておきます。 
 
オススメなジャンルは 
 
ダイエットやお金儲けなど 
 
「尽きることの無い悩み」に関する商材です 
 
これらの商材は必ず求めている人がいるからです。 
 
そういった面では競馬もありかも(取り扱ったことが無いのでわかりませんが… 
 
どのジャンルを取り扱うか決まりましたら 
今度は、そのジャンルに関する情報を少しでも調べておきます。 
 
そして、調べたものを少しでもいいのであなたのブログなり 
サイトなりに書いておくとよいでしょう。 
 
ただし、どうしようもない情報はダメですよ。 
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ちゃんと役に立つ身のある話でないといけません。 
 
なぜなら 
 
そういった有益なことが書かれていると、読んだ方のアナタへの 
信頼度が多少ですが、増すからです。 
 
やはり、人間誰だって信頼できない人 
よりも少しでも信頼できる人を信じるでしょう。 
 
つまり、信頼度が少しでも高ければ 
訪問者がアナタの紹介する商材を購入してみようかという考えも 
出てきやすくなります。 
 
そうなれば、売れる確率はアップしますよね(^_^) 
 
お次は、「商品に合うジャンルのサイト」についてです。 
 
 
そもそも、あなたがアフィリエイトを行うにあたって 
HPもしくはブログは、あなた専用のショップとなるわけですから 
しっかり方向性を持たせておくのが大事です。 
 
例えば、八百屋で豚肉のロースなんか普通は売ってなどいませんよね？ 
商材とサイトのジャンルが違うというのはこういったことと一緒なのです。 
 
そして、今回はあなたが選んだ商材に合わせた 
サイト作りをするということです。 
 
あまり、気を張らないださい、合わせたサイト作りといっても 
別にたいしたことではありませんから。 
 
ポイントとしては、そこに書き込むことは 
商材のジャンルに関することだけにすることです。 
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他のものがあってもプラス効果はないでしょう。 
ですから、余計なことは書かないようにしてください。 
 
より詳しくいうと、ジャンルを１つに絞っておくことで訪問者も絞り込むこと

が出来るからです。 
 
仮に訪問者を絞り込まないで 
あなたが、取り扱う商材のジャンルに興味が全く無い人に 
訪問してもらったとします。 
 
そういった訪問者のうち、商材が売れる確率は 
恐らく一割にも満たないでしょう… 
 
次に３つ目である「レイアウト」です。 
 
ここまでの説明で、ブログもしくはホームページや 
商材選びなどの意味を理解して 
方向性が決まったと思います。 
 
そうしたら、後はもうひたすらブログ 
もしくはホームページを更新してれば 
いいのかな？ 
と思うかもしれません… 
 
まぁ、ひたすらやるのもいいでしょう… 
でも、その前にひとつ気をつけておいて欲しいことがあるのです 
 
そう、それが「サイトのレイアウト」です 
 
これも結構重要なことです。 
 
訪問者のことを第一に考えて作ってください。 
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●訪問者がどこに何があるのかがすぐにわかるような配置 
 
●訪問者の心を落ち着かせるような色合い、絶対に刺激的な色は× 
 
●あまり、ごちゃごちゃ色々なものを設置しない。 
 
とりあえずは、この三点を守ってください。 
 
これを守るかどうかでも人の流れが変わってきます。 
 
是非ともブログやホームページを作成するときは 
以上の点に気をつけてください。 
 
SEO対策を気にするのなら↓も使うといいです。 
 
●HTML文書の文法をチェック＆採点 
このサイトは、あなたのサイトの HＴML構文をチェックして 
正しい文法かどうかで採点されます。 
ここで間違った形のものを直すだけでも 
 
サーチエンジンでサーチされやすくなる確率 
も高くなります。 
 

URL：http://openlab.ring.gr.jp/k16/htmllint/htmllinte.html 
 
 
 

③SEO対策について 
 
SEO対策…それは、自分のサイトで副収入を得ようとしている方には 
絶対に必要なものです。 
 
これを行うことでアナタのサイトのアクセス数も増えて 



 

Copyright©2007 by Moukenotora. 

15 

売り上げにも影響を与えることが出来ます。 
 
しかし、ＳＥＯ対策は永遠とやらなければならないモノです。 
なので、私としては、そこまで力を入れないことにしています。 
 
そもそも、自由な時間を有意義に楽しむ為にアフィリエイトの世界に 
足を踏み入れたはず… 
 
なのに、その為の手段であるＳＥＯ対策に 
延々と時間をとられ続けるのは 
本末転倒なのでは、と思ったからです。 
 
ＳＥＯ対策は、最低限のことをサイト作成した後に行えばよいでしょう。 
 

●検索サイトへの登録 

 

●リンク数を増やす 

 
とりあえずは、この２つを行えばよいでしょう。 
 
 
 

●検索サイトへの登録 
 
まずは、検索サイトへの登録ですが、これは簡単です。 
 
実は、複数の検索サイトへの登録を無料で簡単に 
行えるサイトがあるのです。 
 
それは、一発太郎というサイトです 
ＵＲＬ：http://ippatsu.net/TARO/ 
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このサイトは 
 
●「サーチエンジンのＵＲＬがわからない」 
 
●「サーチエンジン毎に掲載依頼するのが面倒くさい」 
 
●「どのサーチエンジンに登録するといいのかわからない」 
 
●「登録依頼だけでなく、掲載済みの内容の変更がしたい」 
 
こういった方たちのためにはもってこいのサイトです 
 
無料登録ですので気軽に行えます。 
登録はトップページの下のほうを見ると登録依頼する場所があるので 
解ると思いますので、ぜひ登録してください。 
 
このサイトでは多くの検索サイトへ登録できますが 
なかでも、「google」 「YAHOO JAPAN」「MSN」 
の三大サイトに登録されるのは大きいです。 
 
やはり、この三つのサイトで上位表示されるようになれば 
かなりのアクセスが望めます。 
 
もし、この三大サイトにだけ登録されればいいという方には 
 
３大検索エンジン自動登録ツール 
「Trail Blazer」 
URL：http://tinyurl.com/2p43vn 
 
がオススメです。 
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●リンク数を増やす 
 
ここからは、リンクを増やすことについてお話していきます 
 
何故リンク数が重要なのか？ 
 
それは、先ほどお教えした、検索サイト登録とも 
関係しているのです。 
 
正確にはリンク数だけではなく 
リンクの質も重要になっています。 
 
なぜかというと、質の高いサイトとリンクしていることで 
検索サイトの上位に表示されやすくなるからです。 
 
ただ闇雲にリンクをしていればよいというわけではありません。 
質の低いサイトだったら効果は少ないですし 
 
下手をするとリンクスパムとみなされ 
検索サイトの自動巡回ロボにはじかれて 
上位表示から遠のくこととなります。 
 
ですので、絶対に闇雲に行わないで下さい。 
 
そして、お願いするときは必ず失礼のないようにしましょう。 
 
現在、様々なリンクサイトがありますので 
あなたのサイトにあったリンクを作って下さい。 
 
そうすれば、あなたのサイトにあった訪問者が来ることになるからです。 
 
相互リンクなんかは恐らく敷居が高いためしづらいかもしれないですね。 
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そこで、すごく助けになるサイトがあります。 
 
それは 
「リンクモスト」というサイトです。 
URL：http://linkmost.com/ 
 
登録方法に関しては簡単ですし、サイトの方にも記述されているので 
ここでは説明を省かせていただきます。 
 
どのようなサイトで気をつけておくべきことがあります。 
 
●リンク申請の際、メッセージの入力が可能なので必ず入力をしてください。 
特に自分のページランクが低い場合は本当に力になってもらうのですから 
立場を考えてメッセージの入力をしましょう。 
 
●１日最大２０件までできますが、最初のうちは数件 
多くても１０件で留めておきましょう。 
(急激に大量の登録をするとスパムになってしまう可能性もあるためです。) 
 
複数のサイトで使用したい場合 
こういった場合は、サイト数に合わせメールアドレスを変えて 
登録すればＯＫです。 
 
 
 
 

④メルマガと無料レポート 
 
「メルマガ」、「無料レポート」これらは今では多くの方が 
作成し、配布しています。 
 
やはり、誰にでも作れるからなのでしょう。 
しかし、嘆かわしいことに己の利益の為だけに使用している方が 
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大半です。 
 
例えば、メルマガでは有料商材の紹介だけで完全に売り込みだけの方 
 
無料レポートでは、ポイントサイトでの 
紹介ポイント目当ての紹介URLだらけだったり 
 
さらに、無料レポートでの有料商材の売り込みだけの内容が無いもの…etc 
 
こういったものを多くの人に配布して誰かしらに購入してもらう方法… 
確かに、上手くいけばそれなりに売り上げはでるでしょう。 
 
しかし、それは自らの首をしめていっているだけではないでしょうか？ 
 
やがて、それまでのツケが自分自身に回ってくることでしょう。 
 
 

●無料レポートについて 

 
では、どういった使い方をすれば良いのか 
簡単です、それは「情報提供」です。 
 
「そんなの当たり前じゃないか！！」 
そうおっしゃりたいでしょう。 
 
確かに当たり前です… 
ですが、ただの情報提供とは全く持って違います。 
提供する情報は、全て「無料」な上に「濃厚」なものをお教えするのです。 
 
有料商材の紹介やポイントサイトへの勧誘などではなく。 
あなたの知っている「ノウハウ」を教えてさしあげるのです。 
 
「ノウハウなんて無いよ…」 
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そう考えてしまうかもしれません。 
 
でも、大丈夫です。 
 
あなたが知っていて当たり前なことも 
他の方は知らなかったりすることもあるのですから。 
 
こういうことをするのは 
一見、メリットが無いように思われがちですが 
 
そんなことはありません。 
あなたには信頼という目には見えないステータスがつくのです。 
 
以前にもいいましたが、信頼されるかどうかで 
あなたの行き先が変わっていきます。 
 
無料レポートに関しても同じことがいえます。 
 
絶対に作成するときに「読者」のことを 
考えてあげてください。 
 
読者を考えることにより信頼を得られるはずです。 
 
 
●ネタに困ったら… 
 
それでも、やっぱり書くことが無いという方も 
いらっしゃると思います。 
 
そういった方にでもなんとかする方法があります。 
「詳しい人の話を聞く」ということです。 
アフィリエイトをする場合 
いい商材を見極めるのは実際難しいです 
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そんな時は、様々なメルマガやサイトを見るのです 
 
最近流行の SNSでもビジネス系のコミュニティや 
ビジネス系 SNSなんかもあるので 
そこでいろいろ見たり聞いたりするのも良いでしょう。 
 
そして、それらを元にあなたの中で新しいノウハウを構築すればいいのです。 
これなら、あなたでもできると思いませんか？ 
 
無料レポート配信フォーム 
 
 
●まぐぞう http://mag-zou.com/ 
 
●スゴワザ http://www.sugowaza.jp/ 
 
これらのフォームにあなたの無料レポートを登録しておきましょう。 
さらに、他人のレポートを紹介してあなたのリンクからダウンロードが行われ

ることであなたのメルマガの読者を増やすことができます。 
 
あなたのレポートがダウンロードされても読者は増えます。 
 
(ただし、無料レポートは良質なものを確認してから紹介しましょう。 
読者との信頼が大事ですからね。) 
 
また、これらのサイトから他人の無料レポートをダウンロードして 
情報収集をしましょう。 
(自分のリンクからダウンロードは違反なので絶対にしないでください。) 
 
尚、無料レポートといっても著作権は存在しますのでご注意下さい。 
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●メルマガを書く際の注意点 

 
ここまで、作業を行ってきたあなたはそろそろ 
メルマガを書いて発行する気になってきたことだと思います。 
 
現在、メルマガには様々なタイプがあります。 
 
割合としては、以前お話したような「売り安そうな商材」を「機械的」に 
繰り返し宣伝して売り込もうとしている方が多いです。 
 
しかし、中には自身で購入して「納得した商材」の紹介及びレビューを 
行っている方もいます。 
 
もし、どんなメルマガを書けば解らない場合は 
上質なメルマガを読んでみるのも良い勉強になります。 
 
有名どころの方々のメルマガなら外れはあまりないと思います。 
 
何故なら、自らの信頼にかかわってくるからです。 
そして、信頼を落とせば、ネームバリューが著しく落ちますからね。 
 
それ以外にも良質なメルマガはあります。 
 
ここで例を挙げると 
 
●日給８万円情報 これはもう今では超有名どころ 
http://www.mag2.com/m/0000182470.html 
 
●情報商材感想レポート  
http://www.mag2.com/m/0000179392.html 
 
●元お笑い芸人でも稼げた実録ブログ長爆裂術 
http://www.mag2.com/m/0000174726.html 
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こういった商材がわたしのオススメです。 
 
こういった方のメルマガを読んでいろいろ学ぶのです。 
 
そうすることで、やがてメルマガを書いていく時に 
役に立つはずです。 
 
 
メルマガ配信スタンド 
 
●まぐまぐ 
http://www.mag2.com/ 
 
ダントツでブランド力の強力なメルマガスタンドです。 
 
まぐまぐの特徴としては、メルマガを紹介するカテゴリ、サービスの充実 
それによる読者増加のしやすさです。 
 
他には、初心者でも簡単なわかりやすい配信システム。 
 
ただし、このシステムは０６年の１０月に変更があり 
代理登録をするのが有料となってしまいました。 
 
発行審査の厳しさもピカ一です。 
ただし、その審査を通ればかなりの集客も望めます。 
 
また、発行規約もいろいろと厳しいです。 
 
規定事項の中で、審査基準ともいえるものを紹介します。  
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●第３条（発行できないメールマガジン）  

 

次の各号のいずれかに該当するメールマガジンは、発行することができません。  

 

一 読者属性を限定し、不特定多数を配信対象としないもの。  

 

二 自身が発行する他のメールマガジンと同一又は酷似する内容のもの。  

 

三 他人が発行するメールマガジンと紛らわしい名称又は内容のもの。  

 

四 広告収入を得ることが主目的のもの、著しく広告掲載が多いもの、  

ダイレクトメールまがいのもの。  

五 サイドビジネスやネットワークビジネスを紹介する内容のもののうち、  

ビジネスの具体的な業務内容又は販売商品等が明記されていないもの。  

 

六 連鎖販売取引の紹介又は勧誘目的のもの。  

 

七 わいせつな表現又はリンクを含むもの、わいせつな物品の販売や頒布を行う

もの。  

 

八 他人の名誉又は信用を毀損するもの及びそのおそれのあるもの、  

他人を誹謗中傷するもの及びそのおそれのあるもの、差別的な内容のもの。  

九 他人の知的財産権を侵害するもの及びそのおそれのあるもの。  

 

十 違法行為や反社会的行為を行い、又は助長するおそれがあるもの。  

 

十一その他、弊社が不適当と認める内容のもの。 

  

 

最近、この規定によって有名な方でも 

まぐまぐの登録を削除されることが増えています。 
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いきなり削除となった場合、あなたの手元に読者さんのリストが残る 

ことはありません。 

いわゆる、財産没収のような形になってしまうのです。 

 

このような事態が、いつあなたにも訪れるかは解りません。 

 

何故なら、まぐまぐに「不適当」と判断されたら 

削除されてしまうからです。 

 

アフィリエイトマガジンを配信している以上 

上記の第３条によって不適と思われても仕方ないのです。 

 

ですが、このようなシステムを無料で使用できるのは魅力的なことです。 

 

なので、「独自配信」をメインとしつつ、まぐまぐの「ブランド力」も 

活用する方法が良いのではないかと思います。 

 
独自配信に関してはもう少し後で説明します。 
 
●メルマ 
http://www.melma.com/ 
 
認知度ではまぐまぐに次ぐこのメルマですが 
今後のサービスには期待できるかもしれません。 
 
なぜなら、まぐまぐに対抗する為に、これから様々なサービスを行っていくこ

とが考えられるからです。 
 
事実、最近メルマからのメルマガが増えてきています。 
 
されに、まぐまぐに比べ審査が通りやすいのです。 
まぐまぐで審査通過出来るメルマガなら審査は通るでしょう。 
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まぐまぐは、代理登録を有料化したけれど 
メルマなら、その代理登録が無料で出来ます。 
ただし、登録は１件づつとなります。 
 
それと、ブランド力ではまぐまぐに劣っているのも痛いところです。 
 
●メール商人 
http://www.mshonin.com/ 
ここは独自配信では有名どころ、ですが少々高価格なのが 
考えさせられるところです。(月々１６，８００円) 
はっきりいって初心者向きではないです。 
ある程度稼ぎ始めてからなら利用してもいいでしょう。 
 
●ミラクルスピード 
http://www.397.jp/miraclespeed/ 
無料レポート配信スタンド「メルぞう」と提携して 
「メルぞう」で収集した読者を完全自動登録できるようになったので 
ここも少し、その存在を強くしてきています。 
 
初期費用３１，５００円です。 
その後も、毎月５，２５０円かかります。 
 
ただし、「メルぞう」への新規登録も、「ミラクルスピード」経由で 
ないとできなくなってしまったのが、残念なところです。 
 
無料レポート配信スタンド 
メルぞう 
http://mailzou.com/ 
 
 
●PRJAPANmail 
http://www.prjapanmail.jp/ 
 
月額１，８４０円で月５万配信が可能 
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配信数を増やせます。 
 
 
 
●スカイネットメール 
http://www.skynetdm.com/melmaga/ 
 
登録アドレス１万件以内なら、月間２０万以内の配信で 
６００円という業開最安値！！(ただし、登録料３０００円かかります。) 
おそらくココより安いところはないでしょう。 
 
 

●タイトルはメルマガの顔！！ 

メルマガのタイトルは、売れる第一条件です。 
ここを抑えることがまず大事な一歩となります。 
 
様々な優良なメルマガや商材で目を引くタイトルから学ぶことも 
大事です。 
 
例えば、「●●への道」や「●●の方法」、「●●の極意」などがあります。 
 
こういったことは、まぐまぐ等のメルマガランキング 
などで調べると良いでしょう。 
 
 

●メルマガのキモは説明文！ 

 
メルマガの説明文が上手くかけているかどうかで 
メルマガスタンドのメルマガ検索にひっかかりやすいかどうか 
別れてくるのです。 
 
メルマガの説明文は中身を読んでもらう為にあるといえる程 
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大事なことなのです。 
 
まぐまぐ等でメルマガ検索されたときに説明文に 
キーワードがあるか無いかで、見られる回数が変わってきます。 
 
最近、割と多いのはキーワードの羅列です。 
他のメルマガの説明文を見てみてください結構やっている方が 
いると思います。 
 
つまり、このキーワードの羅列にすると 
それだけ効果が望めるということです。 
 
 
以上のことからタイトルと説明文の重要さが解っていただけたと思います。 
 
タイトルはいわゆるキャッチコピーといったところです。 
それによって、読者の注意を引き付ける役割を持っています。 
 
さらに、注意を引き付けられれば先へと導いていくことも可能です。 
 
説明文の力によって初めてメルマガ本文へと来てもらうことが出来るわけです。 
 
このことを頭に刻みこんでおいてください。 
そして、これらのことを考えながらメルマガの作成に取り掛かってください。 
 
 

⑤メールセミナーの効果 

 
メールセミナーとはどういったものか説明しますと 
 
フォームメールを使ってある程度の配信する回数を決め、それを決まった順番

に購読登録した方に自動配信するシステムです。 
これを使うと内容によっては無料レポートを作成する手間よりもかなり短い時
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間で、少ない情報量でも納得してもらえます。 
 
メルマガと違い一度書ききってしまえばそれからは書き続ける必要も無いので 
負担も少ないのです。 
いわば、終着駅が決まっている電車を走らせるようなものです。 
 
また、これを使えば一本のシナリオにそったノウハウの話も展開できます。 
 
伝えたいことをあなたオリジナルの形で読者に伝えることができるのです。 
 
例をあげると 
(全５回配信)メルマガ読者の増やし方[無料] 
といった感じでやると気軽に申し込んでもらえます。 
 
たいして時間をかけなくても書き上げることができるでしょう。 
 
それに、読む気があって登録してもらったそのアドレスは 
普段使用している確率が高いアドレスなので、読んでもらえる確率も高いです。 
 
さらに、メルマガと同じで、読者がやめたいと思ったら解除できるように 
なっているので安心して使用することができます。 
 
メールセミナーに使うのに適したものは 
 
myform.jp 
http://myform.jp/ 
 
ここのサイトです。 
 
名前挿入機能もあるので、読者により強いアタックができます。  
 

⑥最後に 

ここまで、お読みいただき誠にありがとうございました。 
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この無料レポートがアフィエイトをしていく上でのヒントにでもなれたら 
幸いです。 
 
アフィリエイトの基礎に関してはここでおしまいです。 
 
もう少し深い話はまた、別の機会とさせていただきます。 
 
アフィリエイトで成果を挙げるには基本をしっかりと学び 
努力もし続けなければなりません。 
 
途中くじけそうになることもあるでしょう。 
そんな時は、気分をリフレッシュさせて精神を落ち着かせてから 
もう一度、作業に戻るといいでしょう。 
 
私なんかは、そんなことがしょっちゅうあるのですよｗ 
 
頑張るのはいいのですが、自分を自由にしたいという思いで 
始めたアフィリエイトであなた自身を苦しめるようなことは 
しないでくださいね。 
 
 

儲けの虎 
メールマガジン「儲けの虎の門」 
 
購読用 
URL：http://kodukaihosii.tonosama.jp/melmaga.html 
 
ブログ「平均年収を超えよう」 
URL：http://affillilife.seesaa.net/ 
 
感想などありましたら 
mouketiger@king-postman.com 
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まで、メールをお送り下さい。 
 
このレポートを紹介してくださる方へ 
 
このレポートは現在まぐぞうに登録してありますので 
もし、紹介してくださる方がいましたらそちらからどうぞ。 
 
まぐぞう http://mag-zou.com/ 
 
 


