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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 

 

 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html
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この度は、私ままどおるのレポートを手にして頂き、ありがとうございます♪  

 

再配布権について  

このＰＤＦ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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【ままどおる風味】３つ分の情報を、１本のレポートに♪ 

まぐまぐ・メルマ！の審査の通し方＆代理登録なしで読者を増やす方法＆ 

初期のメルマガに書くネタのヒント♪【再配布可】 

- 4 – 

Copyright (C) 2009 草場 香織. All Rights Reserved. 

もくじ 

 

はじめに ................................................................................................................ 6 

第１章：まぐまぐ・メルマ！の審査の通し方 ............................................................. 8 

（１）無料メルマガスタンド紹介 ............................................................................ 8 

（２）発行者登録手続き簡略版 ............................................................................ 9 

（３）メルマガ申請のためのサンプル号のコツ .................................................... 11 

第２章：代理登録なしで読者を増やす方法 ........................................................... 13 

（１）ブログで宣伝 ............................................................................................. 13 

（２）無料レポートからの誘導 ............................................................................ 13 

（３）プレゼント .................................................................................................. 15 

第３章：初期のメルマガに書くネタのヒント♪ ........................................................ 17 

（１）別に１から書かなくてもいいんです ............................................................. 17 

（２）ご自分の媒体なのだから、ご自由に♪ ....................................................... 18 

（３）ご自分よりも知識のない方への情報提供を ............................................... 19 

（４）アフィリエイトを始める時期 ........................................................................ 20 

おわりに .............................................................................................................. 22 

  



【ままどおる風味】３つ分の情報を、１本のレポートに♪ 

まぐまぐ・メルマ！の審査の通し方＆代理登録なしで読者を増やす方法＆ 

初期のメルマガに書くネタのヒント♪【再配布可】 

- 5 – 

Copyright (C) 2009 草場 香織. All Rights Reserved. 

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。  

 

１９７２年２月２０日生まれ  

川崎生まれの横浜育ち  

 

★本業（ぇ★  

ポストペット  

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  

障害２級  

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、楽しく情報商材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♪ 
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はじめに 

 

「メルマガはお金がかかるからできない」 

そんな風に思われている方、 

結構いらっしゃるのでは？と思います。 

 

 

私自身がそうでしたから。 

「今度収入があったら、メルマガ資金にしよう」と、 

いつも遠まわしにしてました。 

 

 

まぐまぐは、審査があるから面倒だよぉ、 

と思っていたことも、理由の１つでしたよ。 

（実際何回か落ちてます） 

 

 

無料レポートもめんどくさかったこともありますしね。 

（今は、新作作りまくりが、楽しいですが……） 

 

 

でも、「今できることを精一杯やりましょう」との、 

私にとって、とても憧れている方の一言が効いて、 

無料でできる範囲のことから始めたわけです。 

 

 

代理登録を使わなければ、 

まぐまぐでのメルマガ配信は、完全に無料なんですよね。 

確かに読者数は、代理登録とは比べ物にならないけれど。 

 

 

とにかくまずはメルマガということを始めてみること。 
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これがとても大事なことだったと、今なら思います。 

 

 

そして、他の有料スタンドや独自配信がメインであっても、 

まぐまぐでのメルマガ発行の価値はあります。 

メルマ！やめろんぱんにも言えることですが。 

 

 

簡単に言いますと、被リンク効果と言うものですね。 

私は、めろんぱんには落ちてしまったけれど、 

メルマ！とインフォマグでも同じメルマガ出してますよ♪ 

 

 

メルマガは、本気で楽しいので、 

どんなやり方でも構わないから、とにかく始めてみましょう♪ 

それに当たって必要なことを、本レポートでは書かせて頂きました。 

 

 

あっそうそう。図解はないです。 

画像加工が苦手なのは内緒ですが……汗 

 

 

それよりも、サイトのデザインやコンテンツの位置が、 

しょっちゅういちいち変わるので、 

その度に書き直す気がおきません。 

 

 

そして、多少サイトが変わっても、 

ご自分で理解できる力もつけて頂きたい、と言う思いもありますので。 

ネットでいろんな申し込みをすることも多くなりますしね。 

 

 

てなわけで、ご理解下さいませ。 
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第１章：まぐまぐ・メルマ！の審査の通し方 

 

審査って、緊張してしまうかもしれないけれど、軽く考えて大丈夫ですよ♪ 

何しろ私自身が、審査に通っているのですから。 

早く審査に通って、楽しくメルマガ発行ができるようになりますように。 

 

（１）無料メルマガスタンド紹介 

 

まずは、無料メルマガスタンドを紹介しますね。 

 

・まぐまぐ 

 

http://www.mag2.com/ 

 

まぐまぐは、ＳＥＯ対策にも、メールが必ず送れることなどがあるので、 

なるべく登録して下さいね。 

 

 

・メルマ！ 

 

http://melma.com/ 

 

メルマガの審査が通りやすいです。 

代理登録も無料ですが、アドレス１つずつの入力になるので、 

手間がかかります。 

 

また、メルマガの上下に広告が入るので、かなり邪魔です。 

 

 

 

 

 

 

http://www.mag2.com/
http://melma.com/
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・めろんぱん 

 

http://www.melonpan.net/ 

 

どうもネットビジネスには厳しい判断をされるようです。 

審査に通ったとしても、メインのメルマガにする必要はないかもです。 

 

 

・インフォマグ 

 

http://www.infomag.jp/ 

 

情報商材アフィリエイトに優しいメルマガ配信スタンドです。 

しかし、自分で代理登録ができないため、 

特定の無料レポートスタンドでのダウンロード数に頼るしかないことが、 

かなり厳しいと思われます。 

 

 

（２）発行者登録手続き簡略版 

 

図解ではないですが、それぞれのメルマガ配信スタンドでの、 

メルマガ発行者登録の手続きを簡単に説明しますね。 

 

 

・まぐまぐ 

 

メルマガを発行する 

↓ 

新規利用者登録 

↓ 

指定された項番に入力・メール確認・登録作業 

↓ 

メルマガ発行者さん誕生♪ 

 

http://www.melonpan.net/
http://www.infomag.jp/
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・メルマ！ 

 

マイメルマ！ 

↓ 

発行者ツール 

↓ 

メルマガを創刊する 

↓ 

メルマガ発行者さん誕生♪ 

 

 

・めろんぱん 

 

メルマガ発信局 

↓ 

メルマガを発行する！ 

↓ 

発行者登録をする！ 

↓ 

同意する 

↓ 

必要事頄を記入・メール確認・登録作業 

↓ 

メルマガ発行者さん誕生♪ 
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・インフォマグ 

 

発行する 

↓ 

発行者メールアドレスの入力 

↓ 

同意して登録申請を行う 

↓ 

必要事頄を記入・メール確認・登録作業 

↓ 

メルマガ発行者さん誕生♪ 

 

難しいことは何もないので、やってみて下さいね。 

 

（３）メルマガ申請のためのサンプル号のコツ 

 

まぐまぐとメルマ！は、メルマガの審査があります。 

そして、まぐまぐの方がメルマ！より、審査が厳しいです。 

 

 

ですので、まずまぐまぐの申請を先にした方がいいですね。 

と言いますか、同時進行・創刊号（サンプル号）も同じもので大丈夫です。 

 

 

審査に合格するコツですが、かなり簡単です。 

 

 

ちなみにメルマガタイトルは、判断基準と関係ないので、 

変更の必要はありません。 
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サンプル号は、いかにも創刊号と言う感じで、 

メルマガの説明うんぬんを書くようなことはせずに、 

無事発刊したらどんな風に書くのか、と言うものを、本気で書いて下さい。 

 

 

読みやすさも大事です。 

目次・改行に気をつけて下さいね。 

また、必須ではないようなのですが、できれば解除の案内も入れて下さいね。 

 

 

これだけで、普通なら審査合格するのですが…… 

ネットビジネスのカテゴリの審査は厳しい方が多いようで、 

なかなか承認してもらえないこともあります。 

 

 

ですので私は、 

ノンジャンル→情報販売 

のジャンルで登録しました。 

 

 

うまくいきますように。 
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第２章：代理登録なしで読者を増やす方法 

 

無料レポート請求による、代理登録はお金がどうしてもかかってしまいます。 

でも、お金がない時でも、できる限りのことをすることが大事です。 

 

代理登録がなければ、無料でメルマガを発行できるので、 

その範囲ででも読者を増やす方法を考えてみました。 

実際にそれで少しずつでも読者さんは増えています。 

 

 

是非、おためしあれ。 

 

（１）ブログで宣伝 

 

ブログがあるなら、必ずブログにメルマガ登録フォームを設置して下さいね。 

しかも、ブログがあるだけ。 

入口は、多い方がいいです。 

 

 

そのメルマガ登録フォームの説明で、 

登録されるメリットをアピールすることも、重要です。 

 

 

そして、出来る限りアクセスアップの努力をしてみて下さいね。 

大変かもしれませんが、アクセスのないブログでは、 

メルマガ登録もされないということですから。 
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（２）無料レポートからの誘導 

 

「代理登録しないなら、無料レポートはいらない」 

なんて思わないで下さいね。 

ちゃんと、無料レポート作成の意義はあります。 

 

 

ただ、無料レポートスタンド経由の読者増よりは、 

ちょっと大変かもしれません。 

 

 

つまりは、ご自分の無料レポートを読まれた方に、 

無料レポート内でメルマガ読者登録をお願いする、 

と言うことだからです。 

 

 

無料レポートの内容が良くなければ、 

当然ご自分からメルマガ登録をすることはないですよね。 

役に立たないレポートを書く人だ、と思う人のメルマガは、 

読みたくないですから。 

 

 

無料レポートから直接登録してもらうためのコツですが、 

無料レポートで完全に満足させない、と言うことがあります。 

 

 

「これ以上の情報を、メルマガでは発信しています」 

なんてことが書かれていると、つい気になってしまいますよね。 

 

 

そういうことです。 
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（３）プレゼント 

 

代理登録ができない場合、通常のブログ・サイトでの 

「プレゼントをあげるので、メルアド登録して下さい」 

では、メルマガに登録させることはできないんですよね。 

 

 

ですから、項番が逆になります。 

メルマガの読者さんに、プレゼントを企画することです。 

 

 

私は、メルマガでは、無料レポートができたらすぐに、 

直接ダウンロードできる URLをお知らせしています。 

そして、基本的に再配布権をつけています。 

 

 

そうすると、うっとおしい協賛登録もなしで、 

すぐにダウンロードして読めるので、手間が省けて喜ばれます。 

 

 

再配布権をつけているので、メルマガに登録しているだけで、 

読者さんのアフィリエイトなどの特典がどんどん増えて行くわけです。 

 

 

こんな風に、読者さんが購読を続ける理由があれば、 

解除される確率も低くなるし、開封される確率も高くなるし、 

いいことだらけだと思うのです。 

 

 

それがなぜか、直ダウンロードの案内ではなく、 

既に読者なのに、レポートスタンド経由にされる方がほとんどですよね。 
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直ダウンロードができるメルマガでも、 

なぜか「たまに」しか、プレゼントをしない。 

 

 

私には、その理由が分からないのです。 

既にメルマガ読者になっている方が、発行者のレポートをスタンド経由にすると、 

何か得なんですかね…… 

 

 

私には、ランキングくらいしか思いつかないです。 

でも、せっかく読者になって下さった方々に、 

ランキングのために面倒なことはさせたくないって思いますねぇ。 

 

 

おっと、なんか余計なことも書いてしまいました。 

参考にして頂ければ幸いです♪ 
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第３章：初期のメルマガに書くネタのヒント♪ 

 

メルマガの審査が通ったら、いよいよ楽しいメルマガ生活の始まりです♪ 

 

 

思いきり、踊るほどに楽しんでいきましょう♪ 

 

 

と言っても、何を書いたら、何から書いたらいいか、迷いますよね。 

私もそうでしたから。 

 

 

そんな私がどうしたか、について書かせて頂きますね。 

 

（１）別に１から書かなくてもいいんです 

 

ブログやステップメールと違って、 

過去のものを参照されることが少なく、 

いつでも新しい読者さんがいるのが、メルマガの特徴でもありますよね。 

 

 

なので、別に、ストーリー性のある話を１からする必要はないわけです。 

と言うか、項番に読まないと意味の分からない話は、 

あまりしないようにするか、解説をつけるか、どちらかが必要になりますね。 

 

 

ですので、私はメルマガでは、１通ごとに完結することを書いています。 

そして、１通には１つのことしか書きません。 

（プロフィールなどは別ですが） 

 

 

 

 



【ままどおる風味】３つ分の情報を、１本のレポートに♪ 

まぐまぐ・メルマ！の審査の通し方＆代理登録なしで読者を増やす方法＆ 

初期のメルマガに書くネタのヒント♪【再配布可】 

- 18 – 

Copyright (C) 2009 草場 香織. All Rights Reserved. 

目次も一応あるのですが、書きだしから編集後記まで、 

全部同じテーマについて書いてます。 

その方が、書きやすいし読みやすくて、分かりやすいと思いますので…… 

 

 

ただ、ブログ記事をそのままメルマガ記事にするのが定番なのですが、 

私のブログはとてもメルマガにしづらい状態なので、 

今は別のことを書いています。 

 

 

時間の短縮にならないですね。汗 

でも、ブログもメルマガも大好きで楽しいから、苦にはならないですよ♪ 

 

 

（２）ご自分の媒体なのだから、ご自由に♪ 

 

そう、メルマガは、あくまでも、誰が何を言おうと、ご自分のものなんです。 

だから、メルマガは、基本的に自由にしていいんです。 

あんまり読者さんの反応を考えすぎる必要はないんです。 

 

 

メルマガの方向性と同じ方向を向いていることを書くのが望ましいですが、 

それがどうしてもできなければ、とりあえず日記でも何でも書いてみましょう。 

 

 

上手な文章よりも、自由に書いた文章の方が、 

私は読んでいて、楽しいです♪ 

そして、書くのも楽しいです♪ 

 

 

ちなみに私がメルマガに何を書いているかと言いますと。 

まぐまぐのバックナンバーにもありますが、 

アフィリエイトに関するエッセイみたいになってます。 
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ブログでは書きづらいけど、自分の意見も表明したい、 

と言うことが、それなりにあるんですよねぇ。 

そういうことを勝手に書いて、勝手に自分の考えを主張しています。 

 

 

そんなメルマガでも、 

「読んで元気になった」なんてメールを頂いたりするので、 

とってもうれしいです♪ 

 

 

どうか、恐れずに、ご自分の思うことを、ご自分の言葉で、 

表現してみて下さいね。 

 

（３）ご自分よりも知識のない方への情報提供を 

 

アフィリエイト関連のメルマガを書く場合、 

どうしても避けられないのは、ノウハウを書くことですよね。 

とか言ってる私が、ノウハウなんて書いてるの？と言われそうですが。汗 

 

 

それでも情報は、私なりの方法で発信しているつもりです。 

 

 

でも、構えて書く必要はないですからね。 

ご自分の知識を披露して下さるのを待っている読者さんがいます。 

ご自分の知識を必要となさらない方は、読んでません。 
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アフィリエイトを始めてから今まで、 

いろんな経験をされてきたのではないかな、と思います。 

 

 

と、言うか、気がついたら経験していた、新しいことができていた、 

知らなかったことを知ることができた、と言う感じでしょうか。 

 

 

それに加えて、アフィリエイト以外のことも、 

生まれてから今まで、経験されているわけです。 

そんな経験も、実はアフィリエイトに役立つ知識だったりすることもあるんですね。 

 

 

どうか、ご自分の知識・技術に自信を持たれて下さい。 

そして、その知識や技術がなかった頃の自分に向かって、 

教えるように、メルマガを書いていって下さい。 

 

 

あなたの情報を喜んで下さる方が必ずいます。 

 

（４）アフィリエイトを始める時期 

 

メルマガを始めてからしばらくの間は、 

アフィリエイトをしないこと、と言うのも定番になってますね。 

 

 

しばらくは、読者さんに自分を信頼して頂くための情報を、 

ひたすら流していって下さいね。 

まずは「知らないあやしい人」から脱却するのが目標です♪ 

 

 

そのために、ご自分のキャラを決めておくのもいいでしょう。 
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私はいっつも元気に、アフィリエイトを楽しんでいる人、 

と言うイメージを持って頂きたいな、といつも思いながら書いています。 

と、言いますか、本当に楽しんでいるので、文章に現れるのですよね♪ 

 

 

このレポートでは、どうかなぁ…… 

楽しくて役に立つ文章って、なかなか難しいですねぇ。 

精進します♪ 

 

 

そして、どの時点を「読者さんの信頼を得られた」と判断するのか、 

と言いますと。 

 

 

これも定番なのですが、読者さんからメールが来るようになったら、 

と言うことですね。 

 

 

ただ、そんな途中でも、どうしても紹介したいことがあったりもしますよね？ 

そういう時は、時期に関係なく紹介されてもいいと思います。 

ただし、売れることはあまり気にしない方向で。 

 

 

売れなくても「この人は情報が早いな」と評価されるかもしれませんしね。 

私は本文では書かないで、メールの末尾に、 

販売停止や値上げのご案内なんかは載せたりしてました。 

 

 

いよいよ読者さんからメールをもらうようになったら、 

ご自分が心からお勧めしたくなるものを、紹介されて下さいね。 

もちろん、ご自分が実践・経験されたことに基づいて。 

 

 

うまくいくことを祈っています☆ 
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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…… 

 

 

メルマガは、敷居が高いと感じがちですが、 

やってみてしまえば思ったより簡単だし、 

何よりも、もじもじするほど楽しいので、 

一刻も早く始められることをオススメします♪ 

 

 

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/ 
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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♪ 

 

 

また、あなたの特典にできるレポートを、ざくざく作りまくって、 

全てメルマガから直送でとれたて新鮮のものをプレゼントしてます♪ 

（無料レポートスタンドで、いらないメルマガを取らなくて良くなります） 

 

 

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。↓ 

 

情報商材アフィリエイトで世界一楽しく稼ぐ 

http://www.mag2.com/m/0001001708.html 

 

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♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



メルマガ：情報商材アフィリエイトで世界一楽しく稼ぐ方法 

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

ブログ：情報商材アフィリエイトで世界一楽しく稼ぐ 

ＵＲＬ：http://www.mag2.com/m/0001001708.html 

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

体調が良いことが、どれだけ気持ちのいいことなのか、 

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♪ 


