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【著作権について】 

 

「インターネット史上最強の特典パッケージ」（以下、「本商材」と表記）は、

著作権法で保護されている著作物です。 

本商材の著作権は、インターネット史上最強の特典パッケージ作成チームにあ

ります。 

 

 

 

【使用許諾契約書】 

 

本契約は、本教材を購入した法人・個人（以下、甲とする）とインターネット

史上最強の特典パッケージ作成チーム（以下、乙とする）との間で合意した契

約です。本教材を甲が受けとることにより、甲はこの契約は成立します。 

 

 

■本商材の使用上認められていること 

 

・乙からの購入者 

 

１．自己利用 

 

２．特典として配布すること（１つの有料商材紹介につき１個まで） 

 

甲の商材を発売する際に特典にすることを禁じます。 

無料系レポートの特典として請求者に本商材を配布することを禁じます。 

各種サービスの無料登録の見返りとして登録者に本商材を配布することを禁じ

ます。 

 

 

・本商材を特典として受領した方 

 

１．自己利用のみ（再配布はできません） 

 

本教材の一部、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、
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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。 

 

 

※上記で定められた禁止行為が発見された場合は、違約金として金１０万円を

徴収させていただきます。 

 

 

 

【免責事項】 

 

本商材の情報によっていかなる損害が生じた場合においても、一切の責任を負

うものではありません。    
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はじめにはじめにはじめにはじめに    

 

 

こんにちは！  

メルマガ「これからでも大丈夫～後だしジャンケン副業術」の遊人です。 

 

 

まず、最初にこちらをご覧くさい。 

 

 

 

 

 

（インフォカートのある月の収入画面） 

 

 

 

これは、ぼくがメルマガアフィリエイトを始めて一ヶ月目の収入です。 

 

 

じつはメルマガを発行する前は、ブログでアフィリエイトをしていました。 

 

４ヶ月ほど毎日パソコンに向かっていましたが、 

まったくの無収入でした。 

 

記事の更新やコメントまわり、ブログのデザインやトラックバックをこまめに 

打ってみたり、相互リンクをお願いしたり・・・。 

 

多いときには、一日１３時間も作業していました。 
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５ヶ月目でやっと収入が上がってくるんですが、 

最高でなんとか１０万円に到達するかどうかといったところ。 

 

この頃の時給はきっと労働基準法にひっかかります(^-^; 

とてもまともな仕事とはいえませんね。 

 

それが、メルマガでのアフィリエイトをはじめたとたんに、 

 

 

あっという間に５倍になりました。 

 

 

さらにいろいろと思考錯誤をしながら、 

 

 

２２２２ヵヵヵヵ月後月後月後月後にはにはにはには、、、、月収月収月収月収１００１００１００１００万円万円万円万円をををを超超超超えましたえましたえましたえました。。。。    

    

 

 

 

 

 

もちろん、ブログを利用したアフィリエイトでも 

うまく稼げている人もいます。 

 

ぼくがみなさんに、メルマガをおすすめするのは、 

あくまで自分で経験してきたことだからです。 
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この E-Book では、ぼくが実際にやってきた方法、 

そして今も継続しておこなっているノウハウを明らかにしています。 

 

 

よく、 

 

「どうやったら稼げるようになるんですか？」 

 

と聞かれますが、ぼくの答えはいつも同じです。 

 

 

素直素直素直素直にににに実行実行実行実行することすることすることすること。。。。    

 

 

一番大事なのは、成功している人の話に耳を傾けて、 

やっていることを観察してマネをすることです。 

 

この方法はモデリングといいますが、自分の知識、行動、視野を 

広げる最高の習得方法です。 

 

ぼくもまだまだ成功者とはいえませんが、 

この E-Book では、メールマガジンで稼いでいる仕組み、実践的な手法を具体的

にお伝えします。 
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目次目次目次目次    

 

第第第第１１１１章章章章    最強最強最強最強ののののメディアメディアメディアメディアははははメルマガメルマガメルマガメルマガだだだだ    

    

 ■メールボックスに直接届くプッシュ型の最強のメディア 

■メディアは連動させて使う 

■メルマガアフィリエイトの仕組み 

    

第第第第２２２２章章章章    成功成功成功成功へのへのへのへの武器武器武器武器をををを手手手手にににに入入入入れるれるれるれる。。。。    

    

■本当に必要なものは？ 

■マインドを語る必要はない 

■無料のソフト、ツールを入手して、武装する。 

■フォーラムブランディングについて 

    

第第第第３３３３章章章章    メルマガメルマガメルマガメルマガをををを発行発行発行発行するするするする    

    

    ■独自配信からはじめる 

■独自配信なら一回は読者のメールボックスに届く 

■ビジネスにおける投資の考えかた 

■無料で代理登録をする方法 

    

第第第第４４４４章章章章    読者読者読者読者をををを増増増増やすやすやすやす    

    

■オファーを与えて無料で読者をあつめる 

■本当に効果のある有料読者増サービスを利用する 

■【ぼくがたった１週間でメルマガ読者を８００部増やし、 

二ヶ月で４０００部のメルマガを作った方法】 

■■■■２００７２００７２００７２００７年年年年もももも、、、、やはりやはりやはりやはり無料無料無料無料レポートレポートレポートレポートはははは有効有効有効有効ですですですです。。。。    

■無料レポート作成の注意点 

■キャッチーなタイトルのつけかた 

    

第第第第５５５５章章章章    まぐまぐまぐまぐまぐまぐまぐまぐブランディブランディブランディブランディングングングングでででで加速加速加速加速するするするする    

    

    ■ある程度の部数になったらまぐまぐへ移行する。 
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■依頼を待たずに有料商材の提供をうける方法 

■まぐまぐへの移行準備～発行申請と代理登録申請 

■まぐまぐへの移行準備 

■スムーズにまぐまぐへ移行する方法 

 

第第第第６６６６章章章章    小部数小部数小部数小部数ののののメルマガメルマガメルマガメルマガでもでもでもでも安定安定安定安定したしたしたした収入収入収入収入をををを得得得得るるるる    

    

■1000 部まで売り込み（アフィリエイト）をしない理由 

■売り込まずに安定した収入を得る方法 

    

第第第第７７７７章章章章    売売売売れるれるれるれるライティングライティングライティングライティングとはとはとはとは何何何何かかかか    

    

■結局あんたも金なのか？ 

■メルマガライティングの二つの目的 

■あなたの URL を１０倍クリックさせる方法 

■甘くておいしいクッキーのお話 

        

第第第第８８８８章章章章    特典特典特典特典のののの本当本当本当本当のののの意味意味意味意味をををを知知知知るるるる    

    

■アフィリエイトの最大の問題点とは 

■購入者リスト作成不要で楽々管理する方法 

■大容量ファイルを一瞬で送る方法 

    

第第第第９９９９章章章章    メルマガメルマガメルマガメルマガ発行実践編発行実践編発行実践編発行実践編    

    

    ■売れる商材の見分け方？ 

■売れるメルマガの構成とは？ 

■一日の発行頻度は？ 

 ■一日の作業の流れ 

■クレームへの対応 

    

第第第第１０１０１０１０章章章章    開封率開封率開封率開封率 100100100100％％％％ののののメルマガニッチメルマガニッチメルマガニッチメルマガニッチ戦略戦略戦略戦略    

■トップアフィリエイターと競合しない 2007 年のニッチ戦略 

■まず「売る商材を決める」 

■セミナーを作る。 

■宣伝する 



楽しみながら月収１００万円稼ぐ遊人流メルマガアフィリエイト 

（Ｃ）200７  遊人 All Rights Reserved - 9 - 

    

第第第第１１１１章章章章    最強最強最強最強ののののメディアメディアメディアメディアははははメルマガメルマガメルマガメルマガだだだだ    

 

    

■■■■メールボックスメールボックスメールボックスメールボックスにににに直接届直接届直接届直接届くくくくプッシュプッシュプッシュプッシュ型型型型のののの最強最強最強最強ののののメディアメディアメディアメディア    

 

インターネットのメディア、広告媒体と言えば、 

ホームページ、ブログ、Mixi やビズコムなどの SNS、オークションなどがありま

す。 

 

この中でメールマガジンは、受け手のプライベートな空間である、 

メールボックスに直接届くプッシュ型の最強のメディアです。 

 

メールマガジンを発行するのに、スキルはいりません。 

ｈｔｍｌを知らなくても大丈夫です。 

デザインセンスも必要ありません。 

 

インターネットにつながったパソコンがあれば、 

すぐに実行可能です。 

 

文字入力ができれば OK です。 

 

慣れれば一日一時間程度で作業が完了します。 

 

 

時給時給時給時給がががが違違違違いますいますいますいます(^^)(^^)(^^)(^^)♪♪♪♪    
 

 

ブログも気軽に始められるんですが、いろいろ設定が大変です。 

悩んでいるうちにあっという間に時間がたってしまうことがあります。 

 

ホームページは、ソフトを使ってもなかなか敷居が高いですね。 

ちなみに、ぼくはいまだに見栄えのいいサイトは作れません。 
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SNS はマイミク、マイビズといった形で、自分からのニュースを発信すること

が出来ますが、基本はコミュニケーションの場所です。 

 

アフィリエイト活動に敏感な人も多いですから、 

積極的に活動することに抵抗がある人も多いと思います。 

 

ただ、多くのマイビズやマイミクを持っておくことは、 

直接な収入というよりも、ビジネスパートナーを作るという点で非常に有益だ

と思います。 

 

特に Bizcom には起業家、アフィリエイターが多数集まっていますので、 

参加しておくことをおすすめします。 

 

ただ、現在は Mixi、Bizcom、ともに招待制になっています。 

 

もし、まだ参加されていないという人は、 

遊人から招待しますので、件名を「ビズコム招待希望」あるいは、「Mixi 招待希

望」で yu-jin@jo-ho.org までメールしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



楽しみながら月収１００万円稼ぐ遊人流メルマガアフィリエイト 

（Ｃ）200７  遊人 All Rights Reserved - 11 - 

■■■■メディアメディアメディアメディアはははは連動連動連動連動させてさせてさせてさせて使使使使うううう    

 

これらメルマガ以外のメディアは、集客のためにサブ的に使う、 

あるいは連動させるといった使い方が有効です。 

 

たとえば、 

 

・ビズコムに外部ブログを登録して、更新を知らせる。 

 

・発行したメルマガのバックナンバーをブログに貼っておいて、 

そのブログにメルマガの登録フォームを貼っておく。 

 

・メルマガ紹介用のホームページを作って、PPC 広告を打つ。 

 

・ヤフオクへダミー商品を出品して、メルマガや無料レポートへ誘導する。 

 

 

このあたりについては、やってもやらなくても大丈夫です。 

意味の分からない人は無視してください。 

 

ぼくも全部はやっていません。 

 

 

あくまでもメインメインメインメインははははメルマガメルマガメルマガメルマガ。。。。 

 

 

軸をぶらしてしまっては、 

何からはじめていいのか分からなくなってしまいますので、 

一旦、他のことは忘れてしまってください。 
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■■■■メルマガアフィリエイトメルマガアフィリエイトメルマガアフィリエイトメルマガアフィリエイトのののの仕組仕組仕組仕組みみみみ    

 

メルマガで収入を得る仕組みについて簡単に説明します。 

 

1. メールマガジンを発行する。 

2. 読者（部数）を増やす。 

3. アフィリエイトで情報商材を紹介して報酬を得る。 

 

こういう流れです。 

アフィリエイトというシステムは自分で何かを仕入れるわけではありませんか

ら、仕入れ代金がいりません。 

そしてなぜ、情報商材なのかというと紹介報酬が他のアフィリエイトに比べて

高額で、収入を得やすいからです。 

 

アフィリエイトアフィリエイトアフィリエイトアフィリエイトはははは比較的低予算比較的低予算比較的低予算比較的低予算でででで始始始始められるめられるめられるめられるビジネスビジネスビジネスビジネスですですですです。。。。    

 

アフィリエイトとは何か？どうやってはじめればいいのかわからない方は、 

こちらのサイトを参考にしてください。 

http://jo-ho.org/i/infotop.html 
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第第第第２２２２章章章章    成功成功成功成功へへへへのののの武器武器武器武器をををを手手手手にににに入入入入れるれるれるれる    

 

 

■■■■本当本当本当本当にににに必要必要必要必要なものはなものはなものはなものは？？？？    

 

どんなにすぐれた身体能力を誇っても、素手で戦車には勝てません。 

どれだけ雄弁なスピーチが出来ても、マイクがなければ多くの人の耳には届き

ません。 

どれだけサッカーがうまくても、ボールがなければゴールはできません。 

どれだけ・・・もういいですね(^^) 

 

 

■■■■マインドマインドマインドマインドをををを語語語語るるるる必要必要必要必要はないはないはないはない    

 

これからあなたに成功成功成功成功するためのするためのするためのするための武器武器武器武器を手に入れていただきます。 

 

最初に言っておきますが、本当に大切なのはマインドです。 

自分を信じて、さまざまな場面で目標に向かって選択をする力です。 

 

このくらいでいいか、明日でいいか、という弱い自分を奮い立たせることの出

来る強い心をもつ。 

 

これに勝るノウハウはありません。 

 

マインドは誰かに語る必要はまったくないものです。 

自分のために身につけておくとすべてが変わります。 

 

自分の生きる指針やビジネス感覚、目標設定、スケジュールや体調の管理など

をおろそかにしていては、どれだけ情報を仕入れても、ノウハウを学んでもう

まくいきませんからね。 
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ナポレオン・ヒルの「思考は現実化する」や、 

スティーブ・コヴィーの「７つの習慣」などが有名ですが、 

ぼくがとても影響をうけて指針にしている本は 

 

ジェームス・スキナーの「成功の９ステップ」（幻冬舎）という本です。 

 

ぼくの場合は音声ＣＤ版を mp3 プレーヤーに落として毎日欠かさず 

聞いています。 

 

興味のある方はこちらをご覧下さい。 

http://jo-ho.org/i/james.html 
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■■■■無料無料無料無料ののののソフトソフトソフトソフト、、、、ツールツールツールツールをををを入手入手入手入手してしてしてして、、、、武装武装武装武装するするするする。。。。    

 

ここでは、作業を効率化するために、 

実際にぼくが使っているツールを紹介します。 

 

まず、この PDF をご覧になっているということは、 

インターネットにつながったパソコンをお持ちですよね。 

持っていない人はネットカフェか中古でもいいので購入してください。 

 

ネット回線は最低でも ADSL 回線にしておいてください。 

常時接続で早ければ文句なし。光がベストですね。 

 

 

まず、無料レポートやリスト管理に重宝するのが、Word や Excell というビジネ

スソフトです。 

このレポートも Word で書いています。 

 

パソコンの機種によっては、マイクロソフトの Office などのソフトが入ってい

ない場合があります。 

 

そんな方は、こちらの無料ソフトが便利です。 

Word や Excell と互換性があるばかりか、PDF にそのまま変換できたりと 

機能的には上とも思えるすぐれものですので、入手することをおすすめします。 

 

「OpenOffice.org 日本ユーザー会」 

http://ja.openoffice.org/ 

 

 

 

そしてインターネットを見るブラウザですが、 

タブブラウザタブブラウザタブブラウザタブブラウザを使用してください。 

 

http://www.fenrir.co.jp/sleipnir2/download/index.html 

 

タブブラウザとは、一度に多くの画面を同じブラウザに表示しておくことが出

来るブラウザです。 
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作業フォルダごとに一気に開くことが出来たり、 

マウスの動きで画面を閉じたり、進んだり、と非常に快適です。 

 

デフォルトで RoboForm の機能限定版がついてきますが、 

これも最高に便利ですので、いつも愛用しています。 

 

 

メールソフトメールソフトメールソフトメールソフトはぼくも使用している mozilla の Thunderbird がおすすめです。 

 

http://www.mozilla-japan.org/products/thunderbird/ 

 

実際にメールを書くときのエディターエディターエディターエディターには、「へてむるクリエイター」を使って

います。 

ブログやサイトの記事をかくのにも使えるので、重宝しています。 

 

http://www.hosiken.com/software/windows/hetecre/ 

 

 

スキル的な部分では、タイピング。 

タッチタイピングが出来たほうが、作業が数倍早くなりますので、 

毎日１５分、作業前に練習してみてくださいね。 

 

たいてい、パソコンに何かしらタイピング練習ソフトがついているでしょうか

ら、それを利用するといいです。 

 

ネットにも無料のソフトが多く存在しています。 

ぼくのおすすめはこちらです。 

データを残せたり、ランキングがあるので、励みになりますよ。 

まったくの初心者でも一ヶ月くらいで、手書きの速度を超えられると思います。 

http://www.e-typing.ne.jp/ 
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それから今後分からないことが出来たときには、 

まず自分で調べる癖をつけてください。 

 

インターネット、その中でも検索エンジンの機能は、 

膨大な図書館です。 

聞きたい単語を入れれば、さまざまな情報が得られます。 

 

基本は、 

 

Google http://www.google.co.jp/ 

Yahoo!  http://search.yahoo.co.jp/ 

 

の検索エンジンを使って調べてください。 

 

検索エンジンをうまく使えるようになれば、最高の秘書を手に入れたことに 

なりますね。 

知らないことなどない。という感じになります。 

 

基本は、「分からない単語+とは」で検索することです。 

 

さらに詳しい検索方法は、こちらをご覧下さい。 

http://www.google.co.jp/support/?hl=ja 
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■■■■フォーラムブランディングフォーラムブランディングフォーラムブランディングフォーラムブランディングについてについてについてについて    

 

よく情報商材のサポートフォーラムで質問をしている人がいますが、 

それは大きな間違いです。 

 

ここで重要なことを言っておきます。 

 

サポートフォーラムサポートフォーラムサポートフォーラムサポートフォーラムををををサポートサポートサポートサポートしてもらうためにしてもらうためにしてもらうためにしてもらうために使使使使ってはいけませんってはいけませんってはいけませんってはいけません。。。。    

 

え！？ と思われる方がいらっしゃるかもしれません。 

 

もう一度言います。 

 

サポートフォーラムサポートフォーラムサポートフォーラムサポートフォーラムををををサポートサポートサポートサポートしてもらうためにしてもらうためにしてもらうためにしてもらうために使使使使ってはいけませんってはいけませんってはいけませんってはいけません。。。。    

 

では、なんのために使うんでしょうか？ 

 

じつは、 

サポートフォーラムサポートフォーラムサポートフォーラムサポートフォーラムははははブランディングブランディングブランディングブランディングするためにあるするためにあるするためにあるするためにあるんです。 

 

ぼくは、2006 年の 8 月におずさんの 

「ブログアフィリエイトで日給 8 万円」http://jo-ho.org/i/ozu8.html 

という商材を購入しました。 

 

この商材はおそらく日本で一番売れたメルマガノウハウです。 

そして日本で一番成功者を出しているノウハウでもあります。 

 

そのノウハウを購入して一ヵ月後、ぼくはおずさんから指名を受けて、 

「初代フォーラムサポーター」に任命されました。 

 

そのことをきっかけに、ぼくは「日本一日本一日本一日本一ののののメルマガノウハウメルマガノウハウメルマガノウハウメルマガノウハウののののサポーターサポーターサポーターサポーター」 

として、急速にブランディングを確立していきます。 

 

ぼくよりその時点で稼いでいる人はいたにもかかわらず、 

なぜ、ぼくが選ばれたんでしょうか？ 
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その時、ぼくがしたことを包み欠かさずお話しましょう。 

 

ひとつは、 

自分が質問するのではなく、 

他の人の質問、悩みに答えるようにしたことです。 

 

もちろんわからないことは検索エンジンで調べてでも答えました。 

でも、ただ答えるのではなく、 

 

その人が今後自分で解決できるような方法、を伝えるように心がけました。 

魚ではなく釣竿を与えるようにしたわけです。 

 

質問に対して、「それはこうです。」と答えればそこで終わりですが、 

「○○で調べてみるとこうでした。」と教えてあげれば、次回から 

その人は○○で調べられる人になれるわけです。 

 

もうひとつは、返答のないトピックにきっちりと答えていくようにしました。 

人は、自分が一番大事です。そして相手にされないことはとても寂しい。 

しっかりと答えてあげることで、ファンを作っていきました。 

 

さらに、自分が得た情報をどんどんフォーラムに公開しました。 

 

その結果、「初代フォーラムサポーター」に任命されて、 

翌月には月収１００万円を達成する起爆剤となりました。 

 

欲しいと思ったら与えること、というのは本当です。 

同じようにセミナーなどに出席するときでも、懇親会などで 

ぼくは全てのノウハウを参加者にお話しています。 

 

いつかあなたとお会いする時がくるかもしれません。 

あなたとぼく、どちらがよりお互いに「与える」ことができるか 

楽しみにしています。 

 

 

それでは、いよいよメルマガを発行していきましょう。 

次章からは、読みやすい対話形式でお届けします。 
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第第第第３３３３章章章章    メルマガメルマガメルマガメルマガをををを発行発行発行発行するするするする    

 

 

■■■■独自配独自配独自配独自配信信信信からはじめるからはじめるからはじめるからはじめる    

 

神田 「メルマガってどうやってはじめるんですか？」 

 

遊人 「メルマガを配信するにはいろんな方法があります。 

顧客が少ない場合はメールソフトの BCC 機能を使った方法もありますが、 

大量に配信するメルマガには向きません。 

 

また、CGI をサーバーに設置するタイプのものもありますが、 

サーバーをレンタルするなどの手間がかかりますし、管理が面倒です。 

既存の配信スタンドを使うことをおすすめします。」 

 

神田 「というと、やはり無料配信スタンドの”まぐまぐ“ですね？」 

 

遊人 「無料配信スタンドには、「まぐまぐ」「melma！」「マガジンライフ」な

どがあります。この他にも無料配信スタンドは数十ありますが、信頼度、ブラ

ンドといった部分でを考えると、アフィリエイトをする場合、まぐまぐが一番

です。」 

 

神田 「では、さっそくまぐまぐへ申し込みましょう」 

 

遊人 「いいえ、最初はまぐまぐは使いません。」 

 

神田 「え！？なんですと！？」 

 

遊人 「じつは、まぐまぐは実質的には「無料」ではありません。」 

 

神田 「え！！お金がかかるんですか？」 

 

遊人 「はい、２００６年の１０月から代理登録が有料になりました。 

代理登録申請費用として、２５．２００円、毎月利用しなくても、基本利用料

が６．０００円かかります。」 
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神田 「え～～～！！ じゃあ、代理登録無しでいいです(^-^;)」 

 

遊人 「いや、部数を効率よく増やすためには、代理登録はかかせません。」 

 

神田 「では、有料の配信スタンドを使うんですか？あまりお金をかけたくな

いんですが・・・。」 

 

遊人 「有料の配信スタンドは機能が充実している上に、ハウスリストを自分

で管理することができます。コンビーズ・メールなら、月額２．３００円から

利用できますので、一番のおすすめです。 

 

初期費用も安くすみますので、まずコンビーズ・メールでメルマガをスタート

してください。 
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    コンビーズ・メール http://jo-ho.org/i/combizmail.html 

 

遊人「コンビーズ･メールはいろんな配信スタンドの中でも“迷惑メールフォル

ダ”に入りにくいと評判です。」 

 

神田 「迷惑メールフォルダとは何ですか？」 

 

遊人 「yahoo!メールや Gmail などのブラウザでフリーメールの場合、 

いわゆるスパムメールをはじくフィルタがあるんです。 

 

通常はアダルト関連や出会い系のスパムをはじいてくれる便利な機能ですが、 

独自配信からのメルマガもかなりの確率で迷惑フォルダに入ってしまうようで

す。 

 

今のところ、100％回避できている配信スタンドはありません。 

まぐまぐで発行しているメルマガの中にも迷惑メールになってしまうものがあ

るようです。 

読まれていないメルマガから利益は上がりませんね。 

 

そういった意味でも、なるべく確率の高い配信スタンドを利用したいものです。 
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■■■■独自配信独自配信独自配信独自配信ならならならなら一回一回一回一回はははは読者読者読者読者ののののメールボックスメールボックスメールボックスメールボックスにににに届届届届くくくく    

 

じつは独自配信の場合、強力なメリットがあります。 

 

それは、 

 

代理登録代理登録代理登録代理登録のののの案内案内案内案内がががが読者読者読者読者にににに行行行行かないかないかないかない    

    

ということです。 

 

つまり、無料レポートなどから集めたメールアドレスを配信スタンドに登録し

た後、読者に最初に届くのは、あなたのメルマガになります。 

 

これは、どんなメルマガでも必ず一回は読者の元に届くということです。 

 

無機質な代理登録案内のメールだと、即解除されてしまうことが多いですが、 

 

独自配信の場合は、第一段階で読まれる確率が非常に高くなるんです。 

 

    

特特特特にににに部数部数部数部数のののの少少少少ないないないない初期初期初期初期のののの段階段階段階段階ではではではでは、、、、かなりかなりかなりかなり大大大大きなきなきなきなメリットメリットメリットメリットになりますねになりますねになりますねになりますね。。。。    
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■■■■ビジネスビジネスビジネスビジネスにおけるにおけるにおけるにおける投資投資投資投資のののの考考考考えかたえかたえかたえかた    

 

 

神田 「うーん、やっぱりお金はつかいたくないんですが・・・。」 

 

 

遊人 「・・・。 はっきり言っておきますが、ビジネスに投資は不可欠です。 

広告費、運営にかかる費用を惜しむようでは収入は拡大していきません。 

もちろん、借金をしてまで投資をする必要はありません。 

お金を使う前に知恵を使う。これはとても重要です。 

 

ただ、これから先、収入を得られるようになったときに、入ってきたお金を全

部使ってしまうことだけはしないで下さい。 

 

いい服もおいしい食事も、あともう少し我慢しましょう。 

 

全部とは言いませんが、入ってきた収入の最低 50％は再投資してください。 

お金は何倍にもなって帰ってきますから」 

 

 

神田 「はい。わかりました。」 
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■■■■無料無料無料無料でででで代理登録代理登録代理登録代理登録をするをするをするをする方法方法方法方法    

 

遊人 「では、無料で代理登録が出来る配信方法を紹介します♪」 

 

神田 「あ、あるんじゃないですか！！」 

 

遊人 「ちょっと考え方をシフトしておいて欲しかったので(^_^) 

この方法ですが、無料配信スタンドの melma!を使います。 

Melma!は代理登録は無料ですが、一件ずつしか登録できません。」 

 

神田 「一件ずつとは、面倒ですね」 

 

遊人 「はい、それでは効率が悪すぎます。そこでコタローさんのレポートを 

利用してください。無料のレポートですが、非常によく出来ています。 

この中で melma!への登録の仕方や代理登録自動ツールを紹介されています。」 

 

 

「メルマガフィーバー！１円も使わずにメルマガ購読数をガンガン増やす方

法」 

http://tinyurl.com/2l57pk 

 

 

神田 「これは便利ですね♪」 

 

遊人 「無料ソフトを使った方法ですね。これで代理登録も含めて無料でメル

マガを発行できます。 

ただし、最終的にはまぐまぐへ移行していく段階で、非常に不利なことがあり

ます。 

 

やはり無料配信スタンドなので、自分でメールアドレスを管理できません。 

ということは、後でまぐまぐへの代理登録がこちらで出来ません。 

 

せっかく集まった読者に再登録をお願いすることになります。 

そのときには、かなり読者の取りこぼしが出てきてしまいます。 

ぼくとしてはコンビーズ・メールを強くおすすめします。 
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第第第第４４４４章章章章    読者読者読者読者をををを増増増増やすやすやすやす    

 

    

■■■■オファーオファーオファーオファーをををを与与与与えてえてえてえて無料無料無料無料でででで読者読者読者読者をあつめるをあつめるをあつめるをあつめる    

    

遊人 「メルマガを発行できるようになっても読者がいないことには始まりま

せん。」 

 

神田 「ハウスリストですね。」 

 

遊人 「ハウスリストというのは、本来、名前とメールアドレスがセットにな

った状態を言います。今のところ、これは意識しなくてもけっこうです。まず

は、メールアドレス。これだけを集めていきましょう。」 

 

神田 「アドレスを集める方法にはなにがありますか？」 

 

遊人 「メールアドレスを得るには、なんらかのオファーを与えるといいんで

す。オファーとは、プレゼントという意味です。」 

 

神田 「どんなプレゼントがいいんですか？」 

 

遊人 「与えられて価値があるものなら、なんでもいいんです。 

例えば、情報。これがいわゆる無料レポートを使った読者増です。 

 

他には、自分が回りに持っているものなんかでもいいですね。 

読まなくなった本や聞かなくなった CD などをメルマガや SNS,ブログで、 

懸賞のように募集すると一回に数十件のアドレスがあつまりますよ。 

当選の発表はメルマガで行います！といえば、代理登録すら必要ありません。 

あ、あと地方特産のカニなんか喜ばれます♪」 

 

神田 「カニですか？高そうですが・・・。」 

 

遊人 「ウケもいいので、話題になります(^_^)」 
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■本当に効果のある有料読者増サービスを利用する 

 

遊人 「一説にはメールアドレスひとつで 3000 円の価値があるといわれていま

す。特に属性の合ったアドレスには本当にそのくらいの価値はありますから、

お金を出してでも買うべきです。」 

 

神田 「また、投資ですか」 

 

遊人 「そうです。余裕があるなら、懸賞でリストを購入することが一番近道

です。 

大体一万アドレスで 15 万から 20 万円くらいしますが、それだけの価値はあり

ます。」 

 

神田 「いきなりはムリですよね。」 

 

遊人 「もちろん無理はしないで下さい。さきほども言った「稼いだ分から投

資する」という部分はここにつぎ込んでもらいます。 

稼いでいる人で、懸賞を利用していない人はほとんどいません。 

ぼくも最初は抵抗がありましたが、これは事実です。 

 

おすすめはファーストランキングです。 

ここは、yahoo！のメールアドレスをのぞいて一万件集まります。 

ファーストランキングのアドレスは非常に反応がいいです。 

先日、５０００件を代理登録したときには、 

あっというまに１０００件、解除されましたから♪」 

 

神田 「１０００件も解除されるんならダメじゃないですか！」 

 

遊人 「いいえ、それだけ相手のメールボックスに届いているということです。 

Yahoo!メールなどのフリーアドレスは「捨てアドレス」として登録されている可

能性が高いですから、反応が悪いんです。 

他の懸賞サービスだとフリーメールだらけで、代理登録しても全然減らなかっ

たりします。そんなアドレスを買ってもまったく意味がないですね。 

 

ファーストランキングの申し込みには紹介が必要ですので、 

ご希望の方は yu-jin@jo-ho.org までご連絡ください。 
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さらに、じつは無料レポートスタンドが募集している読者増サービスが 

あります。E-Book に抵抗のない濃い読者が最初から得られます。 

今、一番のねらい目です。 

 

メルぞうピックアップ http://mailzou.com/ 

まぐぞう広告 http://mag-zou.com/?a=help&p=advertise 

スゴわざ http://www.sugowaza.jp/suponsors/add/ 

 

 

 

無料レポートを使った読者増に関しては、 

遊人が独自特典として作成した非公開レポートがあります。 

 

実際に少ない部数から 4000 部のメルマガにした方法です。 

 

作成時と状況が変っていますが、参考資料として読んでみてください。 
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遊遊遊遊遊遊遊遊人人人人人人人人流流流流流流流流        

        

        

        

後後後後後後後後だだだだだだだだしししししししし ジジジジジジジジャャャャャャャャンンンンンンンンケケケケケケケケンンンンンンンン副副副副副副副副業業業業業業業業術術術術術術術術        

 

【ぼくがたった１週間でメルマガ読者を８００部増やし、 

二ヶ月で４０００部のメルマガを作った方法】 
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はじめにはじめにはじめにはじめに    

 

 

こんにちは、遊人です。 

このレポートに関する著作権を放棄していません。 

このレポート内にある文章・画像を無断で、使っちゃいけません！ 

再配布もみとめていません。 

 

ハイ！ 

 

では、さっそく参りましょう。 

 

今回のレポートで皆さんにお伝えするのは、 

「ぼくがたった一週間でメルマガ読者を 800 部増やし、2 ヶ月で 4000 部のメル

マガを作った方法」です。 

 

この一週間で 800 部という数字は、すんません適当です。 

もっと増えている時もあれば、少ないときもありましたが。 

 

また、今回は、参考までに独自配信スタンドの方だけ画像を貼っていますが、 

その他にまぐまぐでも平行して同じ内容のメルマガを発行していたので、 

実際にはそちらの部数も足した数字になります。 

 

 

はじめに断っておきますが、この方法は収入をあなたに約束するものではあり

ません。 

同じ方法を使って結果が出なくても私、遊人は一切責任を負いません。 

すべて自己判断で行ってください。 

 

 

内容が十分に理解できたら、あなたなりのヒネリ、応用を加えてみてください。 

いろんなアイデアを試してくださいね。 

 

では、本題へ GO！ 
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読者数読者数読者数読者数のののの推移推移推移推移    

 

 

最初の段階で遊人のメルマガ「後だしジャンケン副業術」の読者数は、 

128 人でした。 

 

 

 

二週間ほどで 1000 部を超えました。 

 

一番最初にてこを利かすためにしたことがあります。 

 

読者を増やすための読者を獲得する方法です。 
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その続きをみてみましょう。 

 

 

 

 

 

ペースはあまり変わらずに増えています。 

 

この時期は、一回目の方法で増やした読者にアプローチをしています。 

 

 

もちろん、ただ読者を増やすためにメルマガを発行しているわけではなく 

有益な情報を流しながら、読者増をしていきます。 
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さらに二ヶ月目。 

 

 

 

 

 

 

この時点で 2000 部を超えました。 

 

ただ、やはり重複アドレスが多くなってくるため、 

読者の増えるペースが落ちています。 

 

 

 

 



楽しみながら月収１００万円稼ぐ遊人流メルマガアフィリエイト 

（Ｃ）200７  遊人 All Rights Reserved - 34 - 

ここで、ある仕掛けをしました。 

 

 

 

 

 

このあたりで 4000 部を超えます。 

 

一日の配信数が増えて解除も多くなっています。 

ここから先はなだらかな増加になっています。 
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遊人流読者増遊人流読者増遊人流読者増遊人流読者増のののの方法方法方法方法    

 

 

では、お待ちかね遊人流の読者増の方法です。 

 

ぼくの読者増の方法はずばり、 

「まぐぞう」「メルぞう」を利用したものです。 

 

「なーんだ。」 

 

と思われた方も多いかもしれませんが、 

うまく利用しきれている人はまだまだ少ないようです。 

 

さらに遊人流ではヒネリを利かせていますので、 

まぁ、最後まで読んでみてください(^^) 

 

ご存知の方も多いと思いますが、 

「まぐぞう」、「メルぞう」は無料レポートを登録しておいて、 

誰かがあなたの無料レポートを読みたいと思ったときに 

引き換えにメールアドレスを入手してくれるサービスです。 

 

ひとつのレポートが購読されると 1 ポイント。 

しかし、あなたが他の人のレポートを紹介した場合には、 

さらに多くのポイントが与えられます。（３～５ポイント） 

 

1 ポイントとは、協賛メルマガに一回載せてもらえるということですから、 

多くのポイントを稼げばそれだけ露出し、読者が増えることになります。 

 

今回は、「まぐぞう」「メルぞう」それぞれの説明はしませんので、 

ご了承ください。 

 

登録はこちらです。 

「まぐぞう」 http://jo-ho.org/web/mag-zou.html 

「メルぞう」 http://jo-ho.org/web/mailzou.html 
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実際実際実際実際のののの作業作業作業作業    

 

では、具体的に何をやったかをお話します。 

 

僕が実際に利用した割合は「まぐぞう」がほとんどでしたので、 

ここからはまぐぞうでの説明に統一します。 

 

 

 

まぐぞうに無料レポートを新しく登録してすぐに、 

普段から付き合いのあるメルマガ＆ブログアフィリエイターの方に 

無料レポートを添付してメールを送りました。 

 

文面はこのような感じです。 

 

「まいど、お世話になってます。遊人です。 

○○購入の際は、大変お世話になりました。 

 

なかなか踏み出せませんでしたが、いよいよぼくもメルマガを発行することに 

しました。 

 

まだまだ全然部数も少ないんですが、 

さっそく△△さんのメルマガ（ブログ・無料レポートなどなんでもいい）を 

紹介させていただきました。 

 

なかなか、自分の思っていることを文章にしていくのは、 

難しいと実感しています。 

 

これからも勉強します(^-^; 

いろいろご相談することがあるかもしれませんが、よろしくご指導ください。 

 

今度、ブログ量産に関しての無料レポートを書きました。 

このメールに添付させていただきましたので、 

よろしければ、感想をいただければ嬉しいです。 
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遊人」 

 

 

という感じです。 

 

すると、何人かから返事が来ます。 

 

そもそもアフィリエイターはメールへの返信を仕事の一部だと捉えています。 

よっぽど失礼なメールでない限り、返事がもらえます。 

 

 

そして、さきほどのようなメールをおくれば、そのうちの何人かが 

レポートを読んで感想をくれます♪ 

 

そして、そのうちの何人かは、必ず 

 

「私のメルマガで紹介しますよ」 

「ぼくのブログで記事にしますよ」 

 

と、言ってくれます。 

 

 

ただし、万が一何の返事もなかったら、 

一度だけお願いのメールをしてみてもいいと思います。 

 

その場合は、 

 

「遊人です。お世話になってます。 

 

先日お送りした無料レポートお読みいただいてありがとうございます。 

今回のレポートはまぐぞうに登録してあります。 

登録 ID は 1325957045 です。 

もし、よろしければ△△さんのメルマガでご紹介していただけませんでしょう

か？ 
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私のメルマガの読者は現在○○名と微力ですが、 

△△さんの無料レポートを紹介させていただきます。 

 

そして、読者が増えてもっと私に力がついたときには 

さらに強力にご恩返しをいたします。 

よろしくお願いいたします。」 

 

と、こんな感じで。 

 

これで、ダメならあきらめましょう(^O^) 

 

 

ちょっと無料レポートのクオリティを考え直したほうがいいです。 

 

 

ぼくは、この方法で数誌のメルマガで紹介していただきました。 

もちろん、最初に言ったように「まぐぞう」では、 

他人の無料レポートをダウンロードさせたほうが部数が増えます。 

 

相手のアフィリエイターのほうがしっかり得をしているのです♪ 

遠慮する必要はまったくありません。 

 

 

送る相手は今まで情報商材を買ったことのあるアフィリエイターの方、 

それからブログのコメント周りで仲良くなった方の中で、 

ある程度アクセスと部数があって信頼度の高そうな人に絞っておきましょう。 

 

余談ですが、交流する相手をしっかり選んでおくことは、 

自分が力を持ったときのブランディングに大きくかかわってきますから。 

 

 

この方法で、数誌のメルマガで紹介していただいておかげで、 

一気に 100～200、購読者が増えました。 
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次のポイントはその読者に対するアプローチです。 

 

ぼくの場合は、毎回無料レポートを紹介しました。 

しかも、記事の一番重要な部分で解説を交えて 

しっかりと紹介します。 

 

ここでのポイントは自分で必ず内容を確かめて、 

ダウンロードした読者にとって得になると思うレポートだけを紹介することで

す。 

 

さらに、いくつかまとめて無料レポート特集として、ヘッダー下に並べておき

ました。 

ポロポロとダウンロードされます。 

 

実際のメルマガはこんな感じです。 

 

http://blog.mag2.com/m/log/0000191222/107479577.html?page=6&js 

 

このころはまぐまぐと独自配信、同じ内容で出していたので、 

参考にしてみてください。 

 

ぼくは、本気で無料レポートを紹介することで、 

売れる文章力を身につけていったような気がします。 
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ある程度の読者数を確保してくると、重複するアドレスが多くなります。 

大体、1000～2000 部あたりで、部数増加の速度がかなりゆるくなってきました。 

 

これを打破するために、ある仕掛けをしました。 

 

これはメルマガではなく、サイトをひとつ作ります。 

 

自分で、まぐぞうみたいな無料レポートセンターを作るんです。 

 

といっても難しいものではなくて、 

無料レポートを紹介するブログで OK です。 

 

ぼくの場合は、こんなサイトをＭＴで作りました。 

 

「無料レポートレビュー」 

http://muryoureport.big-heart.biz/ 

 

こんな風に、ブログをつくって、 

ここにまぐぞうの紹介記事をリライトして、ひたすら無料レポートを紹介する

記事をアップします。 

 

メルマガで紹介したものはそのまま使えますね。 

 

そしてそれぞれの記事からPinｇ送信、特にトラックバックをたくさん打ちます。 

 

トラックバックに関しては、ツールを使いました。 

 

「Nash_pingerV2.0」http://jo-ho.org/i/nashpingerv2.html 

 

これは安くて非常に動作が軽くすぐれものです。 
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これを使って無料レポートの属性に合うキーワードで、 

トラックバックを打ちました。 

 

ひとつの記事に対して大体１００前後のトラックバックをしたと思います。 

そうすることで、検索エンジンからも集客できるようになり、 

まだ無料レポートをダウンロードしたこともない、新規の読者が増えるように

なりました。 

 

そして今度は、その新規の読者に向かって、メルマガで無料レポートを紹介し

ます。 

新鮮な分、どんどんダウンロードしてくれます。 

 

 

 

いろいろな技がありますが、ひとまずここでは 

遊人が実際にやった方法のみを公開しています。 

 

逆に言えば、ここに書いてある方法しか実践していません。 

それでもこれだけの部数を獲得できました。 

 

 

まぐぞうの取得アドレスは 8000～10000 部くらい。 

そのうちの半数が残っています。 

 

この消えてしまった読者は、重複していたか、解除されたかです。 

 

これからメルマガを発行される方は、 

解除を恐れてはいけません。 

 

メルマガの精読率を高めていく方法は、 

解除を促して、購入意欲のない人を減らしていくことです。 

 

特に独自配信でのマルマガを考えている場合、 

配信するたびに部数によってお金が変わってきます。 

 

読み気のない方には、サッサと解除してもらうようにしていきましょう。 
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終終終終わりにわりにわりにわりに    

 

 

いかがでしたか？ 

 

もしかしたら、あなたも知っているノウハウがあったかもしれません。 

 

でも、いままで実行しましたか？ 

 

ここに書かれているノウハウは僕自身が証明済みのものです。 

 

 

ぜひ、迷いを捨てて行動してみてください。 

 

 

最後にちょっと重要なことを言います。 

 

てっとりばやく稼げるようになるためには、 

懸賞が一番早い。 

 

と、世間では言われてますが、 

じつはそんなことはありません。 

 

通常、懸賞で 5000 部の読者増を申し込むと 

一番安い PRJAPAN で 85000 円、相場は 10 万ちょっとです。 

 

メールアドレスが完全に納品されるまで、一ヶ月はかかります。 

 

一ヶ月で 5000 部ですよ。 

このアドレスには、配信したとたんに解除されるアドレスが 

30～50％含まれているといわれています。 

 

2500 部。 

 

そんな部数くらい、自力で増やせます。 



楽しみながら月収１００万円稼ぐ遊人流メルマガアフィリエイト 

（Ｃ）200７  遊人 All Rights Reserved - 43 - 

上に書いた方法だけで。 

 

懸賞の本当のすごさは、勝手にやってくれるってことなんです。 

何万部でもお金をかければ可能です。 

だからこそ、収入が上がったら投資にまわしてレバレッジを効かすことができ

るんですね。 

 

ちょっと、お試しに 5000 部を。 

とかなら、自分でやっても全然可能です。 

 

現にぼくも、まぐぞうでアドレスを一ヶ月4000部くらい入手してるんですから。 

しかも属性のあった濃いアドレスです。 

 

 

安易に懸賞にお金を払う必要はないですよ。 

 

また、一括投稿サイトを使った読者増。 

ここで得られるアドレスはもっとも質が悪いものです。 

多くは捨てアドレス、一部はエラーアドレスで送信不能です。 

 

独自配信でエラーアドレスに対して、メルマガを送信し続けると、 

かなりの確立でスパム判定を受けるようです。 

 

一度判定されれば、回復は難しいでしょう。 

 

あまりおすすめはしません。 

 

まぐまぐへの代理登録で、みせかけの読者数を作る。 

という意味以外に利用価値はないでしょう。 

 

優良の読者増に関する情報商材がありますが、 

もしこの種の方法ならば、独自配信では利用されない方がよさそうです。 

 

 

 

 



楽しみながら月収１００万円稼ぐ遊人流メルマガアフィリエイト 

（Ｃ）200７  遊人 All Rights Reserved - 44 - 

 

 

以上で遊人のレポート 

 

「ぼくがたった一週間でメルマガ読者を 800 部増やし、二ヶ月で 4000 部のメル

マガを作った方法」 

 

を終わります。 

 

 

このレポートがあなたの参考になれば嬉しいです。 

 

最後までご精読ありがとうございました。 
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■■■■２００７２００７２００７２００７年年年年もももも、、、、やはりやはりやはりやはり無料無料無料無料レポートレポートレポートレポートはははは有効有効有効有効ですですですです。。。。    

 

この流れはまだまだ有効です。 

自分で無料レポートを作成して、登録しておくことで、 

知らない間に誰かに紹介されて読者を得ることが出来ます。 

 

さらに、他人の無料レポートを紹介することで、爆発的に読者を増加すること

が可能になります。 

 

無料レポートを作成したら、露出の機会を増やすために 

無料レポート配信スタンドに登録しましょう。 

 

 

「スゴわざ」 http://jo-ho.org/i/sugowaza.html 

「Free-book」 http://www.free-book.jp/ 

「まぐぞう」 http://mag-zou.com/ 

「メルぞう」 http://jo-ho.org/i/maizou.html 

 

※メルぞうについては、ミラクルスピードかまぐまぐの利用者以外は登録でき

ません。 

 

 

■■■■無料無料無料無料レポートレポートレポートレポート作成作成作成作成のののの注意点注意点注意点注意点    

 

無料レポートを作ってください。 

と、いうと、妙に構えてしまう人がいます。 

 

無料レポートは誰にでも作れます。 

新しい斬新なノウハウを書かなければ！と気負う必要はまったくないんです。 

 

ポイントは、 

 

「キャッチーなタイトル」 

「自分のブランディングを下げない程度のキラリと光るノウハウ、あるいは 

情報をちょこっと。」 
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これだけです。 

 

最近は 100 ページを越える無料レポートもあります。 

それはまた別の戦略がありますので、 

「ああ、あんなレポートがあるんなら、いまさら私が出してもダメなんだ。」 

とか、思わないようにしてください。 

 

10～15 ページもあれば、十分だと思います。 

 

 

 

■■■■キャッチーキャッチーキャッチーキャッチーななななタタタタイトルイトルイトルイトルのつけかたのつけかたのつけかたのつけかた    

 

キャッチーなタイトルは、実際に無料レポートのランキングを眺めたりすると、 

非常に勉強になります。 

 

ちょっと見てみましょうか？ 

 

こちらは、2007 年 1 月 30 日の「まぐぞう」のダウンロードランキングです。 

 

 

 

購読購読購読購読レポートランキングレポートランキングレポートランキングレポートランキング    

 

【第 1 位】 

【一瀬式】新時代のマルチＷｉｎアフィリエイト ～人生初のメルマガアフィリで、たった 1027 件のリストに 2 通メール

を配信しただけで、レビューなしで 747,400 円稼いだ脅威の方法とは～ 

 

 

【第 2 位】 

まずは１０万円の壁を突破する！差がつくアフィリエイト超効率術 

 

 

【第 3 位】 

クリック率を何倍も上げるアフィリエイトツール あなたにも作れます！ 
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【第 4 位】 

アダルトアフィリエイトで儲ける方法 

 

【第 5 位】 

簡単にアドセンスで稼ぐ！作成開始、１週間で１日３５ドル稼いだ方法 

 

【第 6 位】 

無料の枠を超えた！ネットで「まずは」数日で七万円稼ぐ方法 

 

【第 7 位】 

【Sai 式】旬のアドレス数 10 万件■無料で収集しちゃう方法 

 

【第 8 位】 

【仁鬼流！】お正月にこたつで２時間ぐらいミカンでも食べながら、コピーライティングが２３８倍上達してしまう方法 

 

【第 9 位】 

【著：シューマッハ池上 a.k.a 白人キラー】128 倍喘ぎ声が増す、恥ずかしめ式クンニリングスの指南書 

 

【第 10 位】 

億万長者が実践お金を呼ぶ財布の９つのポイント！ 

 

【第 11 位】 

３０日で１００００アドレスＧＥＴ！無料レポート配布スタンド徹底比較！ 

 

【第 12 位】 

ネットで稼ぐ人が秘密にして語りたがらない『ハウスリストでメールマーケ』超実践マニュアル(PDF：107 ページ） 

 

【第 13 位】 

1 記事書いて 3000 アクセス得る方法 

 

【第 14 位】 

【無料レポート史上初！】無料レポートダウンロードセンター開設マニュアル（総計 12000 越えの無料レポートリスト

付き） 
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【第 15 位】 

【混ぜ合わせ危険！！！この商材と商材の併用は今すぐ止めろ！】cj こと中嶋茂夫 

 

【第 16 位】 

【10,500 円の専用ツール無料プレゼント中】アフィリエイト収支が劇的に 10 倍 UP！超攻撃的な Cookie 地雷を踏ま

せる新アフィリエイト術 

 

【第 17 位】 

【再配布可】コツコツ確実！日給１万円以上の在宅事務作業 

 

【第 18 位】 

★メルマガを発行するだけで月６～１０万円★ 

 

【第 19 位】 

【自信満々】株式相場展望 平成１９年１月 

 

【第 20 位】 

有料級情報！SEO のプロが語る！YAHOO カテゴリ登録のマル秘ノウハウ！ 

 

 

20 個中 15 個のタイトルに数字が用いられています。 

よく言われているように、少々オーバーな数字を入れることは 

効果的なんですね。 

 

タイトルの注意点としては、 

 

・ドキッとさせる。 

・パッとみて効果が分かるものにする。 

・簡単に出来そうなイメージにする。 

・誰でもできそうなイメージにする。 

・実績を見せびらかす。 

・対比・ギャップを使う。 

 

ちなみに対比というのは、「金持ち父さん、貧乏父さん」とか、 

「高卒ニートが月収 1000 万円稼いだ・・・」とかいうスタイルです。 
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こういったタイトルの付け方は、ゲーム感覚で実践しながら 

覚えていくとよいですね。 

 

メルマガを発行している人は、毎日のメルマガのタイトルも 

以上のような点に気をつけていくと、開封率もあがりますので、 

ぜひ、実践してください。 

 

そして、他人の無料レポートを紹介すると読者はどんどん増えていきます。 

ならば、いろんなところで紹介をバンバンすればいいんですよね。 

 

自分で発行しているメルマガで紹介するのはもちろん 

ブログ、ビズコムなどの SNS での紹介が効果的です。 
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第第第第５５５５章章章章    まぐまぐまぐまぐまぐまぐまぐまぐブランディングブランディングブランディングブランディングでででで加速加速加速加速するするするする    

 

    

■■■■あるあるあるある程度程度程度程度のののの部数部数部数部数になったらになったらになったらになったらまぐまぐへまぐまぐへまぐまぐへまぐまぐへ移行移行移行移行するするするする。。。。    

 

遊人 「では、ある程度部数があつまったところで、まぐまぐへ移行します。 

移動のタイミングは部数にして 1000 部から 3000 部。 

月間1000件程度の代理登録が出来るくらいリストを集められるようになった時

点です。」 

 

神田 「独自配信のままではだめですか？」 

 

遊人 「ダメとまでは言いませんが、現時点でまぐまぐのブランド力を無視す

るわけにはいきません。 

まぐまぐの検索機能やランキングからメルマガを選んで、 

情報商材のモニター依頼、広告の依頼などのアプローチがやってきます。 

 

情報商材のモニター依頼が来るようになると、当然有料の商材がタダで読める

ようになります。」 

 

神田 「情報商材がタダになるんですか！？」 

 

遊人 「はい。メルマガアフィリエイトをやっていく上でネックとなる「商材

の仕入れ」が無料になります。 

ぼくは、独自配信で 4000 部のメルマガを持っていましたが、 

ひとつも商材の紹介依頼が来たことがありませんでした。 

 

でも、まぐまぐへ移行したとたん、ポロポロと来るようになりました♪ 

 

もちろん、商材提供者はアフィリエイトをしてもらいたくて商材を提供するわ

けですから、読んでみてよいものであれば、あなたのメルマガで紹介するよう

にしてください。 

タダで読めてラッキー！というだけでは、いい関係は築けませんよ」 

 

神田 「分かりました！」 
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■■■■依頼依頼依頼依頼をををを待待待待たずにたずにたずにたずに有料商材有料商材有料商材有料商材のののの提供提供提供提供をうけるをうけるをうけるをうける方法方法方法方法    

 

遊人 「じつは、まぐまぐである程度の部数があると、たとえば気になる商材

があるときに、その商材の作者に自分から直接メールをしたりすると、商材を

送ってもらえることが多いです。」 

 

神田 「え、下さいっていうんですか？」 

 

遊人 「いや、ちょっとコツがあります。うーん、手の内をばらすとこれから

やりにくいな(^-^;)ここだけの話にしてくださいね。 

 

神田 「はい！（公開してますが・・・。）」 

 

遊人 「じつは、興味がある商材があった時に、こんなメールを出しました。

ｌ 

 

はじめまして、「○○○○」というメルマガを発行しています、○○と申します。 

 

今回、○○さんが出された商材に興味をもってメールさせていただきました。 

 

これは、売れそうですね！  

じつは、読者の方からもメールで相談をいただいています。 

 

もしかして○○を使った方法ですか？ 

実際に○○するのは大丈夫なんでしょうか？ 

 

といった質問なんです。 

うーん、じつはぼくも気になります(^-^; 

 

お忙しいとは思いますが、よろしくご回答お願いします。 

 

メルマガ「○○○○」 （ここにまぐまぐの URL） 

名前    

これで 80％の確率で商材を送ってもらいました。」 

 

神田 「・・・き、きたな・・・いや、すごいノウハウです。」 
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■■■■まぐまぐまぐまぐまぐまぐまぐまぐへのへのへのへの移行準備移行準備移行準備移行準備    

    

遊人 「神田さん、まぐまぐへのメルマガ発行申請と代理登録申請にはパスし

ておいてくださいね。」 

 

神田 「いや、じつはそこが問題で・・・。」 

 

遊人 「この章に来るまでに、2 ヶ月ほどかかると思います。この期間毎日、メ

ルマガを発行してきたと思いますので、メールの内容については審査に通るレ

ベルになっていると思います。 

最近、審査は厳しくなっていますが、サンプル号から出し惜しみせずにノウハ

ウを書いていれば、審査は通過します。」 

 

ちなみにぼくの恥ずかしい創刊号を次ページに掲載しておきます。 

こんなのでも通りましたので、自信を持ってください。 
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--------------------------------------------------------------------- 

もっとネットで儲けるための極意書【創刊号】      

---------------- http://ichiosireview.seesaa.net/ ----- 

 

こんにちは、遊人と申します。 

このメールマガジンではインターネットを使って儲けるための極意を 

みなさんにお伝えします。 

 

インターネットで収入を得るための方法には 

アフィリエイト、情報起業、講座ビジネスなど、いろいろあります。 

 

実際のツールとしてブログ、HP、メルマガを利用してビジネスを展開して 

いきます。 

 

共に成功に向かって進むために、Win-Win の関係であるために、 

様々な情報をシェアしていきますね。 

--------------------------------------------------------------------- 

 

■ノウハウを身につける 

 

高額な商材を買うときに、注意しなければならないことがあります。 

 

すぐれたノウハウであっても、 

 “あなたにとって”のよいノウハウにはならないことがあります。 

 

たとえその情報を元に成功している人が多くいても、 

多くのアフィリエイターが薦めていても、関係ありません。 

（多くのアフィリエイターが特定の商材を薦めることと、本当に 

その商材が良いかどうかは、また別の話ですが。） 

 

あなたの立ち位置の問題なんです。 

 

 

■ちょっと休憩 

 

ちなみに私の話を致しますね。 
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私がネットで収入を得ようと最初にサイトを作ったのは２００２年のことです。 

私が触発されたのは、ご多分にもれず「金持ち父さん貧乏父さん」です。 

 

ネットでの収入に関しては 

 

『金持ち兄さんへの道』 

http://rich-navi.com/ 

 

というサイトをみて、「よし！俺もやってみよう！」と思ったのがきっかけです。 

まずは、メール受信とサイト訪問で稼ぐ！（笑）を実行しました。 

 

 

当然、稼げないばかりか、メールの山に埋もれてしまい挫折。 

続いてホームページビルダーを買ってきて、「ネットで収入！」のサイトを 

つくりました。 

 

三日で放り出してしまいました。 

 

なぜか。 

 

何もわからなかったからなんです。 

何がわからないのかも、わからなかった。 

 

そして面倒くさくなって放り出しました。 

 

その時の私が稼いだお金は１５円だったかな？ 

 

■ノウハウを身につける具体的な方法 

 

【一番初めの段階】 

 

これから、ネットで収入を得ようとする人にとって、裏技は必要ないです。 

というか、知識がないと理解できません。 

経験がないと、効果的に行動できません。 
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くれぐれも、一般の本の十倍もする高価な情報商材を 

購入しないようにして下さい。 

 

まず、することは、 

ネットで儲ける、収入を得るとは、どういうことかを知ることです。 

 

インターネットで「ネット 収入」とか「ネット 小遣い」「ネット 起業」 

などで、調べてそのサイトをじっくり読みましょう。 

分からないことはすぐ検索する癖をつけてくださいね。 

 

ここで重要なことは、成功している人の話し言葉を知るということです。 

そのサイトでわからない言葉、用語があれば、別窓ですぐに検索します。 

今日から、一日３０分でもいいですから、続けてみてくださいね。 

 

--------------------------------------------------------------------- 

■編集後記 

 

今回は紹介もかねてということで、あまり具体的なノウハウには 

触れられませんでした。 

次号からは、実行すれば成果につながるノウハウをお伝えしていきますね。 

 

--------------------------------------------------------------------- 

「もっとネットで儲けるための極意書」 

発行人：遊人 

ブログ「年収一億円になりました（仮）！！」 

http://ichiosireview.seesaa.net/ 

E-mail：info-y@inter7.jp 

--------------------------------------------------------------------- 

■裏編集後記 

 

私が２００２年につくったサイトは、今も放置してあります。 

何もわからずに悩んでいた自分を思い出して、今後もさらに勉強していこう 

というモチベーションアップのために(^^) 

 

Url は教えません。ハズカシすぎます 
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・・・・・・・・・・・・。。。。ほんとにほんとにほんとにほんとにハズカシハズカシハズカシハズカシすぎますすぎますすぎますすぎます。。。。    

    

    

    

    

つぎに、代理登録申請ですが、基本的に落ちた人はいません。 

 

ぼくも一度つき返されましたが、修正したら即 OK でした。 

 

まぐまぐのサイトをよく読んで申請すれば大丈夫です。 

 

ちなみにぼくがひっかかってしまったのは、メールアドレスを取得する場所の

記述に問題があるということでした。 

 

参考ブログ http://yuujin.livedoor.biz/ 

    

    

    

    

    

では、具体的に独自配信からまぐまぐへ移行する方法を紹介します。 
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■■■■スムーズスムーズスムーズスムーズにまぐまぐへにまぐまぐへにまぐまぐへにまぐまぐへ移行移行移行移行するするするする方法方法方法方法    

    

遊人 「コンビーズなどの独自配信からまぐまぐへ移行する場合、 

まず、現在の読者に代理登録の旨をお伝えしなければいけません。」 

 

神田 「どんな風につたえればいいでしょう？」 

 

遊人 「購読者にとっては配信スタンドが代わるというだけの問題です。 

それまでの信頼関係があれば、単に発行者の都合ということで、受け入れてく

れます。コツは、さもいいことのようにいうことです(^^)」 

 

こんにちは、遊人です。 

いつもご購読ありがとうございます。 

 

このたび、当メルマガ「後出しジャンケン副業術」は 

日本一のメルマガ発行スタンドといわれる「まぐまぐ」http://www.mag2.com/ 

の発行申請を無事通過いたしました。 

 

今後はより安定した配信環境のもと、さらに良質なメールマガジンを発行して

いきたいと思います。 

 

今後ともよろしくお願いいたします。 

 

つきましては、本日、夜 23：00 をもちまして、 

購読者のみなさんを「まぐまぐ」へ代理登録させていただきます。 

その際、「まぐまぐ」より「代理登録のお知らせ」が届きますので、 

ご了承ください。 

 

メールマガジンの解除は代理登録の後でも、メルマガ内の解除 URL から 

いつでも出来るようになっています。 

 

また、今後このようなメールが必要ないという方は、 

こちらの解除 URL で購読解除いただければ、「まぐまぐ」への代理登録もされま

せんのでご安心ください。 

 

遊人 
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第第第第６６６６章章章章    小部数小部数小部数小部数ののののメルマガメルマガメルマガメルマガでもでもでもでも安定安定安定安定したしたしたした収入収入収入収入をををを得得得得るるるる方法方法方法方法    

 

    

■■■■1000 部まで売り込み（アフィリエイト）をしない理由 

 

    

ぼくの場合は部数が 1000 部に達するまで、 

アフィリエイトは、いっさい仕掛けませんでした。 

    

じっと、ひたすら耐えてました。 

 

なぜ、1000 部まで売り込み（アフィリエイト）をしないのかというと、 

理由は３つあります。 

 

1. 読者を育てる。 

2. 文章力をみがく。 

3. 部数をふやすことに専念する。 

 

１１１１．．．．    読者読者読者読者をををを育育育育てるてるてるてる。。。。    

 

無料レポートの性質上、いろんな属性の読者が集まってきています。 

この時期にはとくに有益なノウハウを出してファンになってもらう。 

そしてアフィリエイトへの興味をひきだすような内容をこころがけます。 

  

２２２２．．．．    文章力文章力文章力文章力をををを磨磨磨磨くくくく    

３３３３．．．．    部数部数部数部数をふやすことにをふやすことにをふやすことにをふやすことに専念専念専念専念するするするする。。。。    

 

この間、何をしていたかと言うと無料レポートの紹介です。 

 

ひとつのレポートをじっくり紹介して、ダウンロードしてもらう。 

 

この繰り返しをすることで、読者を獲得するとともに、 

ライティングの技術を磨いていくことができるんです。 
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さらに言えば、部数の少ない時期にアフィリを仕掛けてしまうと、 

購読解除がけっこうあります。 

 

300 部で 50 部くらい解除されると、かな～りへこみます(^-^; 

まだ稼げていない時に一番大事なのはモチベーションの維持だったりしますか

ら、危険なことは避けたほうが無難です。 

 

読者増ノウハウの中でも説明したように、 

毎回、こってりと無料レポートを紹介していると、 

読者は順調に増えていきます。 

 

でも 1000 部まで無収入というのもつらいんです。 

 

それを解決する方法がひとつあります。 

 

 

■■■■売売売売りりりり込込込込まずにまずにまずにまずに安定安定安定安定したしたしたした収入収入収入収入をををを得得得得るるるる方法方法方法方法    

 

そこで、ぼくはマグ広告を使いました。 

 

マグ広告を利用すると、少ない部数でも自分のメルマガに広告を出すことが出

来ます。 

 

例えば、3000 部発行の日刊メルマガの場合、 

 

  3000(部)×30(日)×0.45(円：単価例）＝40500 円 

 

という収入が毎月入ってくるわけです。 

 

しかも、マグ広告では、業者が指定した広告を載せるのではなく、 

自分の言葉で URL を紹介する。という形ですから、 

購読者に広告ということがばれません。 

 

といっても、リンク先があからさまに商材の宣伝だと、 

バレバレなんですが、ここでノウハウです。 
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じつは、マグ広告には、いろんなタイプの広告主がいます。 

 

マグ広告に登録しておくと、メールで毎日掲載依頼が来ますが、 

そのときに、必ず売り込み色の無い広告を選んでください。 

 

売り込み色の無い広告とは、こういったものです。 

 

メルマガ発行者が読者増のために、無料レポート購読の広告を依頼している。 

URL 誘導先の広告主のサイトになんらかの無料のオファーが用意してある。 

 

こういう広告依頼がきたら、すかさず申請してください。 

そして、自分のメルマガ内で無料レポートを紹介しているのと同じように 

有益な情報を流すようにして、掲載します。 

 

詳しくはサイトの方で確認できます。 

http://www.1magkoukoku.com/a/yuujin.html 
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第第第第７７７７章章章章    売売売売れるれるれるれるライティングライティングライティングライティングとはとはとはとは何何何何かかかか？？？？    

 

    

■■■■結局結局結局結局あんたもあんたもあんたもあんたも金金金金なのかなのかなのかなのか？？？？    

    

どんな偉そうなことが書いてあっても、 

アフィリエイトリンクを載せているメルマガは 

最終的にはお金を稼ぐためにメルマガを発行しています。 

 

たとえ、アフィリエイトリンクが載せていなくても、 

サイトに誘導して成約することが目的だったり、 

無料レポートなどで、リストを増やして属性を切り分けたところで、 

売り込みをかけることになります。 

 

ぼくたちはビジネスをやっています。 

有益な情報を紹介することによって、当然の対価として報酬を得るものですか

ら、お金に関してマイナスイメージを持つことはありません。 

 

 

■■■■メルマガライティングメルマガライティングメルマガライティングメルマガライティングのののの二二二二つのつのつのつの目的目的目的目的    

 

さて、メルマガのライティングの目的には、ふたつあると考えています。 

 

一つは、「ブランディングのため」 

もう一つは、「URL をクリックしてもらうため」 

 

です。 

 

最終的な目的は、購入していただいて、アフィリ報酬を得ることですが、 

その過程が違うだけです。 

 

メルマガのクリック率を上げる。 

それがアフィリエイターのライティングの目的です。 

 

アフィリリンクを置かずに、ノウハウを出したり、 
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いいことやちょっと厳しいことを言ったりする時もあります♪ 

 

それはブランディングのための文章力ということになります。 

長くファンを作っていくためには非常に有効なテクニックなんですが、 

話し出すと長くなるノウハウなので、今回は省略します。 

 

ここでは純粋にクリックしてもらいたいときのノウハウをお伝えします。 

 

■■■■あなたのあなたのあなたのあなたの URLURLURLURL をををを１０１０１０１０倍倍倍倍クリッククリッククリッククリックさせるさせるさせるさせる方法方法方法方法    

 

アフィリエイターの文章タイプには、２種類あります。 

 

こってり型とさらっと型です。 

 

こってり型は、 

 

この商材のポイントは○ページにあるノウハウにあります。 

この商材はこんな人におすすめです。 

こんな人は買ってはいけません。 

たとえばこんな場合には・・・。 

 

というような情報をひたすらこってり紹介した後に、 

アフィリリンクをポンっと置いておきます。 

 

読者は買う気マンマンで、クリックしますので、 

成約率はかなり高くなります。 

 

本格的な文章力が要りますし、初心者にはおすすめできませんが、 

売れる文章力が身についていくためには必要なスタイルです。 

 

が、クリック率をあげる上で致命的な欠点があります。 

その点は後でお話します。 

 

 

対するサラッと型のほうは、こんな感じです。 
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え！ 

まじで！？ 

 

ぼくも最初は信じられませんでした、でも・・・ 

 

→ Url 

 

 

 

文章もほとんどコピペで、大丈夫ですね。 

それも数行。 

 

じつは、こちらのタイプのほうがクリック率はあがります。 

 

じつは、前者のこってりタイプだと、セールスレターに行く前に読者を選別し

てしまいます。 

 

せっかくじっくり内容を読んでくれても、 

「なるほど、私には関係ないな。」と思った人は絶対にクリックしません。 

 

文字通り、おなかいっぱいになってしまいます。 

もうクッキー※は食えない状態ですね。 

 

これに対してサラッと型はどんな人でも、 

ついでにクリックしてしまうように誘導します。 

 

究極はこれです。 

ある日のぼくのメルマガです。 

http://blog.mag2.com/m/log/0000191222/107954822.html 

 

 

開いたとたんに真っ白な画面の真ん中にアフィリリンクです(^-^; 

 

読んでいる人はおやっと思ってクリックします。 

 

そこから先はセールスレターにおまかせです。 
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ちなみにこの時のクリック数はたった一回のメールで２７０クリックありまし

た。 

 

 

こんなワザは何度も使うと、やばそうです。 

 

他には、 

 

 

じつは、そのノウハウがすでに販売ページにかかれています。 

 

販売ページのまんなかちょい下あたりです(^^) 

→ アフィリリンク 

 

 

のように、いっさい説明せずに先を想像させることだけを考えるのが、 

いいんですね。 

 

 

な、なんと！！！→アフィリリンク 

 

とか、 

 

これだけは絶対にみてください！→アフィリリンク 

 

とか、 

 

これだけは絶対にみないでください！→アフィリリンク 

 

とか(^_^) 

 

 

一生懸命文章を書いている人には申し訳ないんですが、 

こちらのスタイルだと楽しい上に簡単です。 
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でも、クリック率は高いんですね。 

 

その代わり、とりあえずクリックするだけの人も多くなるので 

成約率は低くなります。 

 

 

 

よく、アフィリエイトは 

 

成約率×アクセス＝売り上げ 

 

とか言われますが、 

 

これは情報販売サイドの話です。 

 

 

アフィリエイターが目指すべきなのは、 

 

その先を想像させて、クリックをしてもらう。 

 

そのための文章力をみがくことなんです。 
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■■■■甘甘甘甘くておいしいくておいしいくておいしいくておいしいクッキークッキークッキークッキーのおのおのおのお話話話話    

 

さきほど文中に「クッキー」という言葉がありました。 

これについて説明しますね。 

もちろん、食べ物の話ではありません（笑） 

 

e-Words http://e-words.jp/ で調べたところ、 

 

「 Web サイトの提供者が、Web ブラウザを通じて訪問者のコンピュータに 

一時的にデータを書き込んで保存させるしくみ。」 

 

ということです。 

 

これがインフォカートやシンフォトップなどの ASP にも利用されています。 

 

そのおかげで何がおこるかというと、 

 

あなたのアフィリエイトリンクをクリックした人が買ったものは、 

あなたの報酬になります。 

 

クッキーがないと、アフィリエイトシステム自体が成り立ちません。 

 

じつは、このクッキーには有効期限が 30 日あります（インフォカートの場合。） 

 

あなたのアフィリリンクをクリックした人がその場で買わなくても、 

他の人のアフィリリンクを踏まない限り、あなたの報酬になるわけです。 

 

ぼくの場合、この「クッキー」による報酬は月に 10 万円以上あります。 

 

紹介していないものがいつのまにか売れています。 

 

クッキー報酬を得るためには、 

ひとつでも多くのアフィリエイトリンクをクリックしてもらう方がいいんです。 
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第第第第８８８８章章章章    特典特典特典特典のののの本当本当本当本当のののの意味意味意味意味をををを知知知知るるるる    

 

    

■■■■アフィリエイトアフィリエイトアフィリエイトアフィリエイトのののの最大最大最大最大のののの問題点問題点問題点問題点とはとはとはとは    

    

Infotop には、特典を添付できる機能があります。 

今まで特典発送業務をわずらわしいと感じていた人には、 

とても便利な機能なんですが、ぼくは利用していません。 

 

じつは、特典には、あなたから購入する意味を与えるという目的のほかに 

重大な目的があるのです。 

 

それはハウスリストハウスリストハウスリストハウスリストをををを取得取得取得取得するするするする、ということです。 

 

ハウスリストとは、名前とメールアドレスがセットになったものを言います。 

さらに属性が分かっていれば最高です。 

 

通常は、商材販売者には購入者の情報が行きますが、 

アフィリエイターにはわかりません。 

 

「「「「アフィリエイトアフィリエイトアフィリエイトアフィリエイトのののの最大最大最大最大のののの問題点問題点問題点問題点はははは顧客顧客顧客顧客リストリストリストリストをををを取取取取れないことだれないことだれないことだれないことだ。」。」。」。」    

 

と、「一億稼ぐキーワード」の著者、滝井秀典さんが言っておられましたが、 

 

じつは、購入者から特典を請求してもらうことで、 

アフィリエイターでも顧客リスト（ハウスリスト）を手に入れることができる

んです。 

 

この特典請求者のリストは、いつ、だれが、どこで、何を購入したのかが 

分かっている強力なリストです。 

 

そして、情報商材をすでに購入している方たちですから、 

リピーターになってくれる可能性がとても高い。 

 

「やった～！売れた！！」 
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で、満足しているあなた、とんでもない機会損失をしているかもしれません。 

さて、この特典に関してですが、 

購入した人からメールをもらって、それに対して特典の E-Book かなんかを 

メールで添付して送る。 

これが一般的だと思います。 

 

じつはこれだとかなり面倒なんです。 

リストの管理もごちゃごちゃになってしまいます。 

 

容量の多いファイル（３MB 程度）はサーバーのウイルスチェックでひっかかり

ますから、 

「特典が届かない！」なんて苦情を以前はよくいただいてしまっていたんです

ね。 

受け取り先のプロバイダではじかれてしまった場合、 

こちらは確かに送信完了と表示されてしまうので、まったく気づかなかったり

します。 

 

とんでもないところでせっかくの信用を失ってしまいかねません。 

 

そこで、管理も楽々にできて、大容量も送れる方法をお教えしましょう。 

 

まず、ぼくのメルマガの特典に関する案内文をみてください。 

 

 

■購入者特典実施中♪ 

 

  【対象者】 

  遊人のメルマガ「後だしジャンケン副業術」で紹介している 

  情報商材を購入していただいた方。 

   

  ※紹介していない商材は対象外です。 

   なぜなら内容に自身の持てないものを買っていただきたくないからです。 

  

  

 【特典の概要】 
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  基本特典とＡからＦまでの特典セットからどれかひとつ差し上げます。 

   

   

  Ａ～Ｆそれぞれに、再販権付 E-Book やソフト、有名起業家の音声対談などが 

  ど～んとまとめてあります。 

   

  さらにそれぞれのセットに、他では手に入らない 

  隠し特典が入っています。 

   

 

【特典Ａ】 メルマガアフィリセット 

   

【特典Ｂ】 ほったらかし系ブログセット 

   

【特典Ｃ】 インターネットビジネスセット 

   

【特典Ｄ】 情報商材アフィリブログセット 

   

【特典Ｅ】 稼ぐ情報セット 

 

【特典Ｆ】 情報起業家音声ファイルセット 

 

 

 

 以下の基本特典とのセットになります。 

 

 

 例：特典Ｃ+基本セット。 

 

   

   

  ★基本特典 
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【遊人特典１】個人カウンセリング 30 分×一回 

 

  スカイプを使用してマンツーマンで、サポートをします。 

  実際にあなたのブログを見ながら、改善点を話し合ったりできます。 

  ネットでの悩み・疑問など、私にわかることはお答えします。 

  

【遊人特典２】メールサポート 30 日 

 

  メールであなたをサポートします。 

  ネットでの悩み・疑問など、私にわかることはお答えします。 

   

【遊人特典３】SNS（Mixi,ビズコム）への招待 

 

  人脈作りに役立つ SNS。 

  紹介者がいなくては入室できません。 

  遊人からあなたに招待状をお届けします。 

  

【遊人特典４】購入者限定フォーラムへの参加権利 

 

  遊人から情報商材を購入していただいた方のみが入れる 

  購入者限定フォーラムへの参加権利です。 

  

 

 

【申し込み方法】 

 

 商材購入後、インフォトップ、インフォカートからの 

  購入完了メールが届いたら、 

   

  専用申し込みフォームに必要事項を記入してください。 

  http://jo-ho.org/web/tokutenform.html     
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■購入者リスト作成不要で楽々管理する方法 

 

 

う～ん、魅力的な特典が並んでますね♪ 

 

ここでは、最後の部分に注目してください。 

 

  専用申し込みフォームに必要事項を記入してください。 

  http://jo-ho.org/i/tokutenform.html 

 

こちらをクリックすると次ページのような画面になります。 
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このフォームに入力された場合、メールがぼくのところに届くようになってい

ます。 

 

さらに、サイトの方でリストを CSV 形式でダウンロードできます。 

すべての項目ごとに分けられているので、Excel などで管理することが出来るよ

うになります。 

 

じつはこのフォームはステップメールサービスを利用して作成しています。 

http://jo-ho.org/i/asmail.html 

 

購入者にステップメールでアフターフォローも出来るという非常に高機能なシ

ステムです。 
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■大容量ファイルを一瞬で送る方法 

 

これは無料のファイル送信サービスを使っています。 

http://filey.jp/ 

 

 

購入者への特典ファイルをあらかじめ、オンラインストレージサービスのサー

バー上にアップロードしておきます。 

 

そして、送りたいファイルにチェックを入れて、ファイル転送をするだけです。 

５分で特典が送れます。 

 

特典送付、購入者管理に悩む人はぜひ利用してみてください。 
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第第第第９９９９章章章章    メルマガメルマガメルマガメルマガ発行実践編発行実践編発行実践編発行実践編    

 

    

■■■■売売売売れるれるれるれる商材商材商材商材のののの見分見分見分見分けけけけ方方方方？？？？    

    

売れる商材の見分け方なんですが、 

 

インフォトップなどの ASP でさがす。 

というようなことを、ぼくはやっていません。 

 

では、どうしているかと言うと、 

商材作成者で仲良くなった人から事前に聞いたりしています。 

 

前述したまぐまぐブランディングに成功したから出来ることで、だれでも出来

るわけではありません。 

 

有料の塾に入るというのもひとつですね。 

よく情報商材のモニター依頼がありますから、 

一般より早く情報を入手できます。 

 

もし、有名な人が参加している手ごろなセミナーがあったら積極的に参加して、 

コミュニケーションをとるのもいいでしょう。 

モチベーションもあがりますので、セミナーはおすすめです。 

 

 

では、お金もコネもない人はムリなのか？ 

 

というとそんなことはありません。 

 

それどころか、一番確実な方法があります。 

 

これはズバリ、情報が早くて稼いでいる人のメルマガを購読することです。 

 

タダでできますね。 
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フォルダで分けながら、売れている人のメルマガをチェックしていると、 

売れ筋が分かります。 

 

そうやって、これだと思う情報商材が見つかったら、 

ぜひ、買って中身を見て良いと思うものだけを紹介してください。 

 

ぼくは今までに 100 万円以上の商材を購入しています。 

もちろん紹介するものは全て購入しました。 

仕入れ代金と思えば安いものです。 

 

が、それがなかなかきつい、という人は、 

またも裏技です。 

 

それは、 

信頼信頼信頼信頼のののの置置置置けるけるけるけるアフィリエイターアフィリエイターアフィリエイターアフィリエイターがががが紹介紹介紹介紹介しているものをしているものをしているものをしているものを紹介紹介紹介紹介するするするする    

ことです。 

 

ここでは実名は挙げませんが、 

 

有名と言われている人。 

稼ぎ続けている人。 

 

は、名前が売れている分、ゴミ商材は紹介しない確率は高いです。 

 

そして、売る商材が決まったら、 

そのそのそのその商材商材商材商材のののの値上値上値上値上げげげげ、、、、販売停止販売停止販売停止販売停止までまでまでまで同同同同じじじじ商材商材商材商材をををを紹介紹介紹介紹介しししし続続続続けますけますけますけます。。。。    

 

ころころ紹介するものを変えては売れませんので、 

カレンダーに値上げの日を書き込んで、その商材に集中してください。 

 

なかなか売れなくても、最終日に爆発する。 

そういうことがいくらでもあるんです。 

 

多くの方は、この我慢ができずに失敗します。 
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■■■■売売売売れるれるれるれるメルマガメルマガメルマガメルマガのののの構成構成構成構成とはとはとはとは？？？？    

 

ぼくのスタイルもどんどん変っていますが、 

最近、基本の型となっているパターンを紹介します。 

 

①値上げ or 販売停止などの告知 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ②ヘッダー 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

③プロフィール 

④挨拶 

  ⑤この部分で無料レポートを２つくらい説明文付きで紹介。 

 

■ここで商材を紹介。 

⑥商材紹介のメイン部分です。 

 基本的には内容の説明はせず、その商材を買えばどうなるのかを説明。 

 ⇒ URL 

■購入者特典実施中♪ 

⑦購入者特典の詳細を案内してメリットを伝えます。 

■購入相談受付中 

⑧購入相談で読者との距離を近づけます。 

 

■メールポリシー 

⑨読者からのメールを匿名で使用することを明記。   

   

■編集後記 

⑩編集後記はメルマガの命。 

ここでキャラだしをする。 

そして、今日紹介した商材について軽くダメ押し。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

⑪広告募集 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

フッター 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

※解除 URL 
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メルマガの構成の中でも「編集後記」は重要です。 

 

特典をたくさん付けるより、魅力的な編集後記こそ売れる秘訣です。 

 

メルマガアフィリの場合、扱う商材も高額です。 

内容が同じものなら、信頼している人、親しみがある人から購入したいと 

思うんです。 

 

この編集後記では、 

 

人間らしさを出す。 

キャラを出す。 

信頼できる人間だということを伝える。 

 

こういう大きな役割がありますので、十分に力をいれて書いてください。 

 

 

 

■■■■一日一日一日一日のののの発行頻度発行頻度発行頻度発行頻度はははは？？？？    

    

一日 5 通がやはり効果的だと思います。 

ぼくの配信時間の目安は 7：00、12：00、18：00、21：00、23：50 です。 

 

なるべくいろんな環境の人がメールを開くことが出来るようにと考えています。 

メルマガは予約配信ができますので便利に利用すれば、 

時間の自由が利かない人にも上記の時間に配信することが可能になります。 
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■■■■一日一日一日一日のののの作業作業作業作業のののの流流流流れれれれ    

 

ぼくは朝が弱いので、午前 7 時のメルマガは前日の夜に書いています。 

昼前に起きて、メールチェック。 

 

昼用のメルマガを書いたら昼食。所要時間は一時間半くらい。 

それから午後は家族と過ごします。 

 

夕方にはジムへ。 

帰ってきたら夜のメルマガを書き始めます。 

 

最後の 23 時のメルマガと次の日の朝の予約配信を書いたら 

仕事終了です。 

 

大体一通のメルマガに費やす時間は 40～50 分。 

けっこう書き直してみるタイプです。 

メールを書いている合間にいろんなサイトをチェックしたり、 

他の人のメルマガを読んだりしているので、 

気がつけばけっこうな時間、仕事をしていることになります。 

けっこう、労働所得なんですね。 
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■■■■クレームクレームクレームクレームへのへのへのへの対応対応対応対応    

    

メールマガジンを発行しているとクレームクレームクレームクレームというのは誰でも来ます。 

 

無料レポートや懸賞などではサイトにきちんと代理登録される旨の但し書きが

あるんですが、ちゃんと読んでいない人もいるんですね。 

 

「解除」 

 

とだけかかれたメール（以外に一番へこみます(^-^;)や、 

 

「ふざけんな！迷惑メールとして訴えるぞ！！」 

 

とか、 

 

メールをそのまま返してくる人など、いろんなタイプがあります。 

 

対策ですが、 

基本は、ことを荒立てずにこちらで代理解除してしまいましょう。 

それ以上に発展することはまず、ありません。 

 

間違っても、 

「そちらがサイトの規約をよく読まない不注意を棚にあげて、 

こちらをせめるとはなにごとだぁ～」 

などと、切れてはいけません。 

 

マイナスな気分になるだけです。 

 

 

サクッと削除＆解除して忘れてしまいましょう。 
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第第第第１０１０１０１０章章章章    開封率開封率開封率開封率 100100100100％％％％ののののメルマガメルマガメルマガメルマガニッチニッチニッチニッチ戦略戦略戦略戦略    

 

 

■■■■トップアフィリエイタートップアフィリエイタートップアフィリエイタートップアフィリエイターとととと競合競合競合競合しないしないしないしない 2007200720072007 年年年年ののののニッチニッチニッチニッチ戦略戦略戦略戦略    

 

この章の方法は王道のメルマガ手法とは違います。 

 

ぼくが非常に濃い読者を集めながら、圧倒的に稼いでいる方法が、 

 

ステップメールを使った「「「「無料無料無料無料メールセミナーメールセミナーメールセミナーメールセミナー」」」」です。 

 

ステップメールというのは、あらかじめ用意したシナリオどおりに、 

指定した日にちごとに相手にメールを送ってくれるものです。 

 

読者はいつ参加しても第一回目から配信を受けることができますので、 

メールセミナーには最適のツールです。 

 

無料レポートなどは一回きりですから、捨てアドレスで登録する人が多いんで

すが、メールセミナーに申し込む人はメールを読みたい人ですから、 

必ず自分が使っているアドレスを登録します。 

 

有益な情報を送っていけば、開封率 100％のメルマガができあがります。 

 

無料レポートを紹介するかわりに、 

たとえば、 

 

「月 50 万稼ぐアドセンスのすべて」 

「メルマガ読者を 1 万人にする秘術」 

「携帯アフィリエイトコンプリートセミナー」 

「楽しく痩せるダイエットの秘訣公開（全 5 回）」 

 

など属性ごとに作ったメールセミナーを紹介します。 

 

メールの内容は、ノウハウだったり、無料レポートの紹介だったりですね。 
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全 5 回くらいで、最終回にはアフィリリンクを貼ります。 

一回目からアフィリするのは NG です。 

 

よく分からないという人は、こちらに申し込んでみてください。 

『成功率 95％！究極のブログアフィリエイトセミナー』 

http://jo-ho.org/i/blogseminar.html 

 

ステップメールのサービスは無料で提供しているところもありますが、 

ストーリーが複数持てなかったり、手持ちのリストが登録できなかったりで、 

正直、使えません。 

 

有料ですが、以下のサービスをぼくは愛用しています。 

 

なんと、普通のメルマガ配信スタンドとしても使えます。 

配信数無制限で月 3150 円です。 

 

使いたい放題、無制限のステップメール「アスメル」 

http://jo-ho.org/i/asmail.html 

 

取得した属性ごとのリストに対して関連の商材の案内をしたり、 

全部のリストにメルマガのように発信したりすることで、 

開封率のとてつもなく高いメルマガを持つのと同じことになります。 

 

この無料セミナーに魅力的なタイトルをつけて紹介すれば、 

 

トップアフィリエイターと競合しない、 

属性にマッチしている 

完全に生きているアドレス 

 

が入手できます。 

 

■■■■まずまずまずまず「「「「売売売売るるるる商材商材商材商材をををを決決決決めるめるめるめる」」」」    

 

具体的な手順としては、はじめに売るものを決めます。 

 

メールセミナーで売る場合、今はやっているものやビジネス関連のノウハウに



楽しみながら月収１００万円稼ぐ遊人流メルマガアフィリエイト 

（Ｃ）200７  遊人 All Rights Reserved - 83 - 

こだわる必要はありません。 

 

逆に言えば、もっとニッチなものや、非ビジネス系の方が 

独占市場になりますので、よく売れます。 

 

ダイエットやモテる系、投資、ギャンブル系が狙い目です。 

 

■■■■セミナーセミナーセミナーセミナーをををを作作作作るるるる。。。。    

 

情報はインターネットや本に無数にあります。 

教えて Goo http://oshiete.goo.ne.jp/ 

はてな http://oshiete.goo.ne.jp/ 

などのサイトで調べてもいいでしょう。 

また、関連の無料レポートを 10 個ぐらい読めば、かなりの知識が得られると思

います。 

 

その知識を自分の言葉でリライトします。 

くれぐれもコピペはしないで下さい。 

著作権にふれちゃいますからね。 

 

セミナーは大体 5 回くらいに分けます。 

 

売りたい商材のリンクは 5 回目だけに入れます。 

ひっぱって、ひっぱって、最後にさりげなくアフィリリンクです（笑） 

 

途中で無料レポートを 1.2 回紹介するくらいはかまいません。 

 

■■■■宣伝宣伝宣伝宣伝するするするする    

 

自分のメルマガ、ブログ、ビズコム、Mixi などの SNS で紹介しましょう。 

売り込み色が強くないので、かなりの申し込みがあります。 

 

人が紹介してくれることはないですが、自分の欲しい属性、場所に 

ピンポイントで宣伝することが出来ます。 
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終終終終わりにわりにわりにわりに    

 

 

 

最後までお疲れ様でした。 

メルマガをやっていく上での心得を最後にお話しましょう。 

 

メルマガアフィリエイトでは単発で売りつけるようなスタイルでは 

長く稼げません。 

 

長く稼ぐためには信頼を得て、リピーターをそだてることです。 

 

あなたのファンを作ることです。 

 

あなたから買いたい人が現れるとしたら、その理由は？ 

 

あなたからまず与えるものはありませんか？ 

 

ゆっくりと考えてください。 

 

 

あなたはメルマガを発行した時から、読者にとっては専門家です。 

 

どんどん相談に答えてあげるのもいいですね。 

 

 

メルマガアフィリエイトでは、本当にいいものだけを紹介することを誓ってく

ださい。 

 

詐欺まがいの商材を買ってしまった人は、情報ビジネスの世界を恨むことにな

ってしまいます。 

 

本当に有益な情報に出会う機会を、あなたがつぶしてしまわないようにしてく

ださい。 
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これは、いい人ぶってお話しているのではありません。 

 

被害者をなくすことは市場の縮小を防ぐ効果があります。 

これからも楽しく稼いでいくために、必要なこころがまえなんです。 

 

ただでさえ胡散臭い情報商材の世界をクリーンにしていくことで、将来の利益

を守ることにつながります。 

    

    

メルマガアフィリエイトメルマガアフィリエイトメルマガアフィリエイトメルマガアフィリエイトはははは稼稼稼稼げますげますげますげます。。。。    

はじめるのにはじめるのにはじめるのにはじめるのに遅遅遅遅すぎることはありませんすぎることはありませんすぎることはありませんすぎることはありません。。。。    

    

この E-Book を読んだら、ぜひ、行動をおこしてください。 

 

最後までご購読いただきまして、ありがとうございました。 
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【インターネット史上最強の特典パッケージ開発チームメンバー】 

（アイウエオ順） 

 

磯貝優磯貝優磯貝優磯貝優（ゲームクリエイター） 

【メルマガ】 

暗黒ネット起業『1 日 15 時間働くゲームクリエイターが 12 日間で 790 万稼いだ方法』 

http://www.advancewinner.com/ 

【サイト】 

ランチタイムアフィリエイト 

http://www.renaiq.com/ 

 

加藤賢加藤賢加藤賢加藤賢 

【メルマガ】 

加藤賢の『ネット副業で稼ぐタネを見つけたい人へ』 

http://www.mag2.com/m/0000191189.html 

【サイト】 

携帯アフィリエイトパーフェクトマスター 

http://www.xn--t8jo5vefx9ttdwiq292aht3h.com/ 

 

ヤースーヤースーヤースーヤースーことことことこと洲加本泰幸洲加本泰幸洲加本泰幸洲加本泰幸 

【メルマガ】 

『ダメ商材レビューとオイシイ無料レポ☆』 

https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=3304 

【サイト】 

情報商材レビューで詐欺的情報商材をメッタ斬り！ 

http://est-obsearch.seesaa.net 

 

遊人遊人遊人遊人ことことことこと菊地雄治菊地雄治菊地雄治菊地雄治 

【メルマガ】 

『これからでも大丈夫～後だしジャンケン副業術』 

http://www.mag2.com/m/0000191222.html 

【サイト】 

アフィリエイトで稼ぐミュージシャンのブログ 

http://yuujin.livedoor.biz/ 


