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【著作権について】 

このレポートは著作権法で保護されている著作物です。 

 

このレポートの著作権は草場 香織に属します。 

 

著作権者の許可なく、このレポートの全部又は一部をいかなる手段においても

複製、転載、流用、転売等することを禁じます。 

 

このレポートに書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。 

著者は事前許可を得ずに誤りの訂正、情報の最新化、見解の変更等を行う権

利を有します。 

 

 

【その他】 

このレポートの作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確な情報等

がありましても、著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないこ

とをご了承願います。 

 

このレポートを利用することにより生じたいかなる結果につきましても、著者・パ

ートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願います。 

 

 

【推奨環境】 

このレポートに記載されている URLはクリックできます。 

できない場合は最新の AdobeReaderを下記のページより 

ダウンロードしてください。（無料） 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 
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再配布権について 

 

 

この無料レポートには受け取った方ならどなたでも、再配布権がくっついております。  

 

 

受け取ってなくても再配布していいですが。(ぇ  

 

 

全く改変されないことはお願いしますが  

・アフィリエイトの特典  

・メルマガの特典  

・２ティア登録の特典  

・誕生日プレゼント  

・合格祝い  

・卒業祝い  

・結納品  

・引き出物  

・結婚・出産祝い  

・結婚記念日のプレゼント交換  

・お見舞い  

・快気祝  

・旅行のお土産  

・闇鍋の具材  

・理由なしの特典  

などにご活用下さい。  

ただし、「こんなものプレゼントされても邪魔なだけで役に立たない」  

などと苦情があっても責任取れません。汗 
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このレポートの作者は……？ 

 

 

 

ままどおる（本名：草場 香織）と申します。  

 

２月２０日生まれ  

川崎生まれの横浜育ち  

 

★本業（ぇ★  

ラジオ(FMヨコハマ)  

音楽  

漫画  

 

★特技★  

絶対音感  

楽しいことを見つけること  

 

★特徴★  

バツ２  

本当は仕事はドクターストップされている病人  

ニートになりたくてもなれない年齢(３４歳までしかなれないそうです)  

借金返済中(リボ払いに注意しましょう)  

 

★詳しくはこちら★  

http://tretresensen.blog81.fc2.com/blog-entry-2.html 

現在、ブログとメルマガで、世界一楽しくアフィリエイト中です♪  

てなわけで、よろしくお願いします♪ 

 

 

http://tretresensen.blog81.fc2.com/blog-entry-2.html
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はじめに 

 

本レポートを手に取って頂き、ありがとうございます☆ 

 

 

このレポートは、コメント回りのコツや有益性について、 

いろいろ調べたり、気づいたりして実践したことを元にして、 

書かせて頂きました。 

 

 

そのコツを実践することにより、 

人気ブログランキングの在宅・SOHOカテゴリで、 

たった４日ほどで５０位以下から４位に駆け上がることができました♪ 

 

 

実は、私ままどおるは異常にコメント回りが下手だ、 

と気がついたのは、つい４か月前くらいのことでした。 

 

 

※コメント回りとは 

 

いろんなブログに訪問して、コメントを書いて回ること 

 

 

あるアフィリエイト仲間が１日２０件回った時の、 

ユニークアクセス数を知った時は、本当にショックでしたね…… 

 

 

だって、私が１日８０件回った日と、 

ユニークアクセスがほぼ同じだったからです。 

あまりにもの差に、泣くどころか笑ってしまいそうでした。汗 
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だからと言って、コメント回りは楽しいのでやめたくない…… 

コミュニケーション型アフィリエイトが好きだからです。 

 

 

ですので、どうやったらアクセスとコメントが増えるのか、 

について、必死に調べたり、考えたりしたのです。 

 

 

その結果、ようやくコメント回りのコツがつかめるようになり、 

アクセスアップもランキングを駆けあがることも、 

思うようにできるようになりました。 

 

 

ちなみに、気がついたらアフィリエイト報酬にまで、 

結びついたりしてきました♪ 

 

 

そうなると、コメント回りは本当に楽しいものになり、 

得るものも大きいことに改めて気付かされました。 

 

 

そんなことをつらつらと書いたレポートですが、 

最後までお読み頂ければ幸いです。 
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第１章：コメント回りで得られること 

 

 

コメント回りで得られることは無限大ですが、 

よく言われることや私の経験を書かせて頂きました♪ 

 

 

（１）コメント返しでアクセスアップ 

 

コメント回りをすると、大抵の方はコメント返しをしてくれます。 

つまり、コメント返しに来て下さった方の人数分、 

アクセスアップをするわけですね。 

 

 

中にはされない方もいますが、それはメルマガをメインにしているか、 

体調が悪いか、みたいなところがありますので、気になさらないで下さいね。 
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（２）応援クリックでランキング上昇 

 

訪問先ブログで「応援ぽち」と、ランキングにクリックしていくと、 

やはりコメント返しだけでなく、ランキングにはクリックしてもらえますね。 

 

 

これ、すごく重要なポイントです。 

 

 

たくさん応援コメントしに行く 

↓ 

たくさん応援コメント返しに来て頂ける 

↓ 

ランキング上位にいられるようになる 

↓ 

ランキング経由で、訪問が集まるし、何より自分自身を覚えてもらえます♪ 

 

 

やはりランキング上位をキープされている方は、 

それだけで「スゴイ」と思ってしまいますからね。 

 

 

ああ…… 

これ書いていたら、コメント回りをしたくなってきちゃいました……汗 

せめて書き終わるまでは、待ってくれぃ＞私 
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（３）被リンク効果でＳＥＯ対策 

 

自分のブログにリンクを張られている（被リンク）が多いほど、 

検索エンジンは、評価してくれて、検索上位になることができます。 

 

 

それは、コメント回り先で自分の URLを書く、と言うのも、 

「リンクを受けている」と判断されるのですね。 

 

 

ですので、ＳＥＯによるアクセスアップもできる、ということです。 

 

 

（４）情報収集 

 

ご自分のテーマに関することを、コメント回りで情報収集をすることができます♪ 

自分と同じジャンルならなおさら、勉強になりますよね。 

 

 

最近どんな教材・商材・モノ・サービスが話題になっているのかな？とか、 

同じジャンルでも更に分かれるわけで、勉強になります。 

未だにＰＰＣはよく分かっていないですが……汗 

 

 

ただ、訪問先で魅力的な教材の紹介記事を見つけてしまうと、 

ついついお買い上げをしてしまうと言う悪い癖が……orz 

なので、最近はかなり我慢しているかもです。汗 
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（５）仲間がいる心強さ 

 

アフィリエイトのお仕事って、 

ほとんどの場合、１人で、在宅でやることになりますよね。 

 

 

それって、やらなくても誰にも怒られないということなので、 

ついつい後回し、先延ばしにしてしまったりするんですよ…… 

 

 

でも、コメント回りでお互い、いったりきたりを続けていると、 

仲間意識がわくんですよね♪ 

 

 

「私も頑張らないと」と、とってもモチベーションが上がります☆ 

 

 

メルマガでコミュニケーション型アフィリをしているのに、 

それでもコメント回りをしないと、寂しいんですよね…… 

読者さんのやりとりって、「同志」と言う感じではないですので…… 

 

 

アフィリエイトを始めた頃に仲良くなった方々も、 

今は行方不明だったりするので、余計に交流が減ったから、 

その寂しさもあるかもしれないです…… 

 

 

おっとぉ。話がずれました。戻します。汗 

 

 

やはり私は、メルマガも出して集客（無料レポートなどで）することも、 

ブログで集客（コメント回り）をすることも、 

両方できると理想的だな、と思います。 

 



【ままどおる風味】コメント回りのススメ☆ 

裏技一切なしで、アフィリ報酬にまで結びつき、 

たった４日で人気ブログランキング在宅・SOHO部門で、 

５０位以下から４位に上がった、 

コメント回りのコツを暴露☆【再配布可】 

- 12 – 

Copyright (C) 2010草場 香織 All Rights Reserved. 

（６）困ったときに相談させてもらいやすい 

 

コメント回りをしていると、お互い行き来することで、 

どんどん仲良くなってきたな、という感覚になると思います。 

でもって、相手の得意分野や経験値も見えてきますよね。 

 

 

そうすると、自分が困ったり迷ったりしている時に、 

相談をしやすいんですよ。 

 

 

でもって、私は教材の購入相談なんかもしたりしています。 

 

 

そうするとですね。 

 

 

今までのコメントのやりとりで、私のスキルが分かってもらえるので、 

自分の状況を知っている前提で、アドバイスを頂けるわけです。 

すごくありがたいな、と思っています。 

 

 

メルマガだと、読者さんって、 

基本的には、自分より相当上の方にはあまり読まれないですし、 

相談相手を探す媒体にはならないので…… 
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（７）購入して頂ける場合も 

 

コメント回りをしていくうちに、相手のことがよく分かってくるので、 

安心できる方が、何かの情報商材を紹介されていると、 

かなり買いたい気持ちがすごくなります。 

 

 

なので、誘惑に負けないようにはしているのですが、 

どうしても必要だと思ってきたものだった場合は、 

仲良くさせて頂いている方からの購入が、安心なんですよね。 

 

 

それは、逆もしかりです。 

 

 

なので、コメント回りのお仲間から、購入してもらえることもよくあるのですよ♪ 

そんな機会があるのだから、コメント回りはホントにいいですよね♪ 

 

 

私の場合、病気があって体調の波があるので、 

コメント回りを毎日することは無理なのですね。 

 

 

でも、１６時間耐久コメント回りをやった私ですから、 

当然コメント回りは大好きなのですね。 

なので余計に、早く体調が良くなってほしいです…… 

 

 

今のままでコメント回りをしっかりやると、 

一週間以内に潰れてしまいますので。汗 
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第２章：コメント回りのコツ 

 

私はこの方法で、ユニークアクセス数がものすごく増え、 

４日で人気ブログランキング５０位以下から４位に駆けあがりました♪ 

 

 

ついでに気がついたらアフィリエイト報酬まで増えてました☆ 

やみくもにコメント回りをしていても、それはかなり難しいかもです。 

ほんのちょっと気をつけるだけなんですけどね。 

 

（１）いつコメント回りに行くか 

 

これですが。 

 

 

コメントを頂いた方に、コメント返しに行ったら、 

最新記事がまだ、この前読んだものだったりすることがたまにあります。 

かなりがっかりします…… 

 

 

ですので。 

 

 

コメント回りにお出かけの際は、 

ご自分のブログ記事を更新してから、をオススメします。 
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（２）どこにコメント回りに行くか 

 

どこにコメント回りに行くか、ですが。 

最初は迷うでしょうね…… 

 

 

その場合、まずはコメントがたくさんついているブログに行って、 

最新記事の１つ前の記事にコメントを残された方のブログに行くと、 

いいかと思います。 

 

 

コメントがたくさんついているブログが分からない方は、 

私のブログでかなりコメント数の多い記事を紹介しますね。 

 

http://tretresensen.blog81.fc2.com/blog-entry-221.html 

 

この記事にコメントを書かれている方のブログに訪問して頂ければ、 

かなりの割合で、コメント返しをもらえると思います。 

 

 

１．そして、次の記事を更新し終えたら、 

自分の記事にコメントをしてくれた方のブログをまず回ります。 

（コメント返しをしてくれる確率が高いから） 

 

 

２．更に、自分の記事にコメントをしてくれた方のブログに、 

コメントを書かれている方のブログにも、訪問します。 

（コメントを書かれている＝コメント返しの確率が高いです） 

 

 

毎日、１と２を行っていくと、 

かなり多くの方のブログに訪問するようになると思います。 

 

 

http://tretresensen.blog81.fc2.com/blog-entry-221.html
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確かにそれはかなり大変かもしれませんが…… 

そのくらいしないと、４日でランキング４位なんてありえないですよ。汗 

 

 

でもまぁ、毎日無理せず継続できる方が、ランキングは安定しますので、 

徐々に上がればいいのでは、と思います。 

 

 

また、コメント回り先の開拓方法はたくさんありますが、 

このレポートは、最短距離でランキング上位になっていただく、 

と言う主旨なので、そのことには触れません。 

 

 

でももし気にされているようでしたら、 

私の別のレポートに詳しく書きましたので、 

そちらを参考にされると良いかと思います。 

 

 

【ままどおる風味】 

これでアクセスが２倍になりました♪ 

ブログのアクセスアップ法 Ver.2.0 

全１１５ページ・今度は５０連発！ 

 

http://mamador.net/repo/access2.pdf 

↑直リンクです。 

 

 

（３）コメントに何を書くか 

 

コメント回りで何を書くか、を結構お悩みの方もいらっしゃるようで。 

基本的には、あまり深く考えないで、 

素直な感想を書かれたらいいと思うんですね。 

 

 

http://mamador.net/repo/access2.pdf
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後はハンドルネームのところに、 

自己アピールみたいなものをつけるとか、ですかね？ 

 

 

「ままどおる＠１６時間耐久コメント回り達成！」みたいな。 

 

 

下記の頄目を満たしていれば、十分だと思いますよ～。 

 

・ＨＮ 

・URL 

・挨拶（感謝やコメントのレスを自分のブログにも書いた報告も） 

・感想 

・応援ぽち 

 

の５つですね。 

 

 

ただ、批判とかは書かない方がいいです。 

コメントを書きにくい記事だな、と思ったら、 

書かなければいいですので。 

 

 

人は求めていない時に、 

アドバイスをされるのをいやがるものですから。 

 

 

（４）自分のブログに頂いた、コメントの扱い 

 

 

頂いたコメントに、自分のブログでレスをするのは、お勧めです。  

これ、大変かもしれないけれど、やるととてもいいですよ♪ 
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なんでかと言いますと。 

 

 

・レスを見に来てくれるのでアクセスアップ  

・見た目のコメント件数が多いので、書き込みされやすくなる 

 

 

ということです。  

コメントの件数が少ないと、書き込みしにくいようです。  

これも、マニュアルとかではなく、実体験で気付きました。 

 

 

（５）ランキングリンクの数 

 

ブログランキングタグの設置ですが、たくさんランキングに登録していても、 

記事の前後やサイドバーの目立つ所には、 

なるべく１つだけにした方が、いいです。 

 

 

でないと、クリックが分散します。 

全部のランキングにはクリックする方っていらっしゃらないと思いますので、 

気をつけて下さいね。 
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第３章 コメント回りの注意点 

 

 

（１）少しずつでも継続すること 

 

コメント回りは、毎日コツコツと積み上げていくモノなのですね。 

一度にどかっとやって、その後何日もお休み、とかだと、 

あんまり意味はないです。 

 

 

……って私のことです。汗 

だから今はまた、ランキング５０位圏外ですよ……涙 

 

 

なので。その「少しずつ」の範囲を無理ないように決めて、 

毎日続けられるといいと思います。 

 

 

私も少しずつやっていかなくちゃ、と思ってます♪ 

せっかくコメント回りツールの便利なものを、購入してしまってますから、 

余計に使わないともったいないです。 

 

 

（２）コメント回りツールの使用は慎重に 

 

コメント回りツールは、 

無料レポートやら、教材の特典やらでかなり配られているので、 

活用されている方は多いと思います。 
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いくら「心のこもったコメントを」と言っても、 

自分のＨＮやブログの URLは、心こめる必要ないですしね。 

 

 

でも、私は失敗したですよ……汗 

思わぬ失礼な書きこみになってしまうことがありまして…… 

 

 

ですので、気をつけて下さいね。 

書かれたコメントを、一度は読んで確認するといいかもです。 

 

 

（３）メルマガやってても、たまにはコメント回りも 

 

以前から思っていたのですが、メルマガを始められると、 

コメント回りをされなくなる方って多いですよね。 

 

 

確かに私もその気持ちは分かります。 

 

 

コメント回りをする代わりに、無料レポートを作らないといけなかったり、 

読者さんの数が増えると、メール対応で忙しくなりますしね。 

なかなかコメント回りまでに時間が作れないのでしょう…… 

 

 

でも、できれば。 

 

 

なるべくほんの少しでも時間を取って、回られるといいと思いますよ♪ 

客観的にブログを見て、自分のと比べることもできますしね。 

自分のものって、自分が一番気がつかないってところがありますから。 
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私も、メルマガ読者さんを増やしつつも、 

ブログのコメント回りを少しずつやっていこう、 

とこれ書いているたった今、決心しました。 

 

 

アラームか何かで、時間を決めるといいかもですね♪ 

なんか楽しくなってきちゃいましたです☆ 

 

 

あっ、でも……アレもやらなくちゃ、コレもやらなくちゃ……と、 

相変わらず頭の中でバタバタしちゃっているままどおるでした。 
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おわりに  

 

 

本レポートを最後までお読み頂き、ありがとうございます♪ 

 

 

少しは何か、ヒントになることはあったでしょうか？  

お役に立てることができればいいのですが……  

 

 

ブログランキング攻略法と言っても、全然秘密のノウハウではなく、 

ほんのちょっとした工夫をするだけで違ってくるのですよね。 

 

 

確かに４日で４位になるには、それなりに頑張らないとですが、 

そうでなければ、ぼちぼちでいいんじゃないかな、と思います。 

 

 

また、このレポートについて、分からないことなど、  

何でも良いので、メールを頂けるとうれしいです♪  

 

 

できる限りの頭を絞って、お返事させて頂きますね。  

 

 

メールフォームは下記のとおりですので、  

わくわくしながらお待ちしています♪  

 

 

http://my.formman.com/form/pc/J0ZCTnWueD4Kav6i/ 

 

 

 

 

http://my.formman.com/form/pc/J0ZCTnWueD4Kav6i/
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最後の最後に。  

 

 

私ままどおるのメルマガでは（ほぼ１日１通・予定は未定）、  

当レポートに書ききれなかった、  

アフィリエイトで世界一楽しく稼ぐための情報や、  

調べたり考えたりしたノウハウを発信しています♪  

 

 

実はそのノウハウの中には私が？？万円はたいて、  

入手したものも……うっかりただもれしちゃってます。あは♪  

（教材作者さんごめんなさいぃ 汗） 

 

 

ちなみに、買え買えメールは送りませんので、ご安心を。 

お１人お１人、必要になる商材・教材は違いますので…… 

 

 

ご自身の望みを叶えることができる方法を考えて頂き、 

それに必要な商材・教材を、 

ご自分の意思で購入して頂くのがいいですよ☆ 

 

 

そのためのヒントになるようなことを書いていって、 

時間もお金も遠回りすることなく、 

希望を叶えるための道を選んで頂けたら、と思っています。 

 

 

また、ポイントプレゼント企画もしています。 

メルマガ内のクリック数や、ご購入金額に応じてポイントを差し上げて、 

集めると、特典をお渡しできる、という感じです。 

 

 

詳しくは下記の記事をご覧くださいね。 
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http://tretresensen.blog81.fc2.com/blog-entry-257.html 

 

 

即解除も出来ますので、少しの期間でも、 

ご自身の普段お使いのメールボックスにお届けさせて頂けませんか？ 

 

 

↓メルマガ登録はこちらです。↓ 

 

★アフィリエイトで世界一楽しく稼ぐ★ 

 

登録・解除・変更 

http://mamador.biz/pchan/public/form.php?mid=maro 

 

バックナンバー 

http://mamador.biz/pchan/public/bn.php?mid=maro 

 

 

メルマガでもまたお会いできるのを、楽しみにしています♪ 

 

 

http://tretresensen.blog81.fc2.com/blog-entry-257.html
http://mamador.biz/pchan/public/form.php?mid=maro
http://mamador.biz/pchan/public/bn.php?mid=maro


メルマガ：アフィリエイトで世界一楽しく稼ぐ 

ＵＲＬ： http://mamador.biz/pchan/public/form.php?mid=maro 

ブログ：アフィリエイトで世界一楽しく稼ぐ方法 

ＵＲＬ：http://tretresensen.blog81.fc2.com/ 

引っ越し予定ブログ：http://mamador.biz/ 

連絡先：http://my.formman.com/form/pc/J0ZCTnWueD4Kav6i/ 

 

体調が良いことが、どれだけ気持ちの良いことなのか、 

それを知っているだけで、世界は楽しいことだらけで溢れています。 

人生、楽しみましょう♪ 

http://mamador.biz/pchan/public/form.php?mid=maro
http://tretresensen.blog81.fc2.com/
http://mamador.biz/
http://my.formman.com/form/pc/J0ZCTnWueD4Kav6i/

