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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 
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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。  

 

１９７２年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  

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♪ 

 

 

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

 

無料レポートを作ることに躊躇されている方、 

たくさんいらっしゃるようですね。 

もったいないことですが…… 

 

 

無料レポートって、苦手意識があるものなんですよね。 

私もそうでしたから♪ 

無料レポートがいやで、メルマガ開始が遅くなったくらいです。汗 

 

 

でも、今はとても後悔してますよ☆ 

もっと早くから、無料レポートを作っていれば良かった、って。 

 

 

こんなに楽しく作れるとも思っていなかったし、 

メルマガ読者さん以外にも、たくさんのうれしいことがある、 

と言うことを知らなかったから…… 

 

 

また、無料レポートで主に使われる、 

ＰＤＦファイルの作成方法も、書きました。 

誰でもできる、簡単なことだとお分かり頂ければ、と♪ 

 

 

無料レポートは本当に面白い媒体です♪ 

このレポートを読んで、 

「作ってみようかな」なんて思って下さる方が増えるとうれしいです♪ 
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第１章：無料レポートで得られるもの 

 

私もまだそれほどたくさんの無料レポートを出したわけではないのですが、 

それでも、無料レポートを出すことで得られたことはたくさんです♪ 

ここでは私がうれしかったことを書きますね。 

 

 

（１）メルマガ読者さん 

 

やはりこれは基本でしょう。 

たくさんの方にメルマガを読んで頂けると、書くのもますます楽しくなりますから♪ 

どんどん楽しくなるために、コツコツ読者さんが増えたらいいな、 

と思う今日この頃です。 

 

がんばりますっ。 

 

（２）評価されること 

 

私の場合、２作目のレポートが、縁もゆかりもない、 

でも大物インフォプレナーさんや、 

心の師匠であるサト愛さんが、メルマガで紹介されたんですよ。 

 

 

本当に、ものすごくびっくりしました。 

その他の方にも、今まで作ってきた無料レポートを、 

その方の媒体で紹介して下さったのも、すごくうれしかったですね。 

 

 

認められるって、本当にお金とは関係なしにうれしいことですよね♪ 
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（３）感謝されること 

 

無料レポートを出すようになってから、 

メールをよく頂くようになったのですが…… 

無料レポートがきっかけで、メールを頂けることもあるのですね。 

 

 

それはそれでびっくりですごくうれしかったです。 

そして、「役に立つレポートをありがとうございます」と、 

感謝の言葉を頂けたのには、感動しました。 

 

 

人に喜ばれることができたって言うことが、 

本当にうれしいです♪ 

 

 

（４）必要とされること 

 

無料レポートを請求して頂ける、と言うのは、 

私の情報を必要として下さるからなんですよね。 

 

 

私なんかのレポートでも必要として下さる方がいる、 

と思うと、本当に作って良かったと思います♪ 
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（５）共感されること 

 

私は結構、無料レポートに喜怒哀楽を書くんですよね。 

多分、このレポートででも書いてますよね♪ 

 

 

だからなのか、私のレポートを読んで 

「共感しました」と言われることが結構あります。 

そういうのって、うれしいですよね♪ 

 

 

同じ気持ちを持たれている方がいる、と思うと、 

幸せな気持ちになります♪ 

 

 

（６）感動されること 

 

「無料レポートで感動？」と思われるかもしれませんが。 

「感動しました」と言う言葉も頂いたりしています。 

とてもありがたいことです♪ 

 

 

これからも、型にはまった文章ではなく、 

自分の思いを思いっきりつめたレポートを作っていきたいな、 

と思っています☆ 
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（７）頼られること 

 

無料レポートを作るようになってから、 

相談のメールを結構頂くようになりました。 

ありがたいことです。 

 

 

自分を頼って下さる人がいる、と思うと、 

すごく心が強くなれます♪ 

 

 

なので、アドバイスもかなり真剣に書いてます。 

私のような人間でもお役に立てるなら、と思ってます。 

 

 

ですので、もしご自身がお困りのこと、悩みなどがあったら、 

遠慮なく連絡下さいね♪ 

 

 

メールフォームはこちらです↓ 

 

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

 

 

 

 

 

  

http://my.formman.com/form/pc/J0ZCTnWueD4Kav6i/
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（８）仲間が増えること 

 

無料レポートを通じて知り合った方や、 

無料レポートがきっかけで接点を持つようになった方がいます。 

それってとってもうれしいことですよね♪ 

 

 

お互いメールやコメントのやりとりで、力になりますから♪ 

一緒に頑張って行きたいな、と思います☆ 

 



【ままどおる風味】無料レポート作成のススメ☆ 

メルマガ読者増以外にも、作って良かった♪ 

と思える無料レポート作成法【再配布可】 

- 12 – 

Copyright (C) 2009 ままどおる All Rights Reserved. 

第２章：作って良かったと思う無料レポート作成のポイント 

 

(1) と(2)、どちらかをすれば、何かが起こりますよ♪ 

 

 

（１）ありえないほど頑張ること 

 

ありえないほど頑張って、レポートを作ると、 

読まれた方にかなりのインパクトが与えられると思います♪ 

 

 

これは、私の２作目のレポートの話になるのですが。 

ブログのアクセスアップ方法についてのレポートだったんですよ。 

 

 

ありえないほど調べて、調べて、調べまくりました。 

まぐぞうにあるアクセスアップ関連の無料レポートは、 

多分ほとんど読んだと思います。 

 

 

そして、読んだレポートに書かれていたことを、 

全部実行しました。 

既に知っていることももちろんやりましたよ。 

 

 

そしたら、３３個もアクセスアップ方法を見つけてしまったわけです。 

それを全部無料レポートに書きました。 

これ以上たくさん書いてあるレポートはないだろう、みたいな。(笑) 

 

 

それが評価される理由になったんでしょうね。 
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未だにアクセスアップ方法については情報収集しているので、 

あのレポートのバージョンアップも近々したいと思ってます。 

目指せ！１００個！（は無理です 汗） 

 

 

（２）自分をさらけ出すこと 

 

これは、結構どのレポートでも私はやらかしてますが。汗 

自分の気持ちに素直に書くことって結構いいもんですよ♪ 

 

 

そう、もうノウハウでもなんでもなく、 

自分の気持ちだけを書いたレポートを作っちゃう。 

案外、そういうレポートって読まれた方のつぼにはまっちゃったりするんです。 

 

 

てか、このレポートだって、 

「無料レポート楽しいよ♪作ろうよ♪」な私の気持ちを書いたものですしね☆ 

 

 

それを思い切りもっともっと自分の気持ちをぶつけて作ったのが、 

私の第一作目の無料レポートだったりします。汗 

それでも、なんか紹介とかされちゃってます。あはは♪ 

 

 

自分のことをさらけ出すのは、少し恥ずかしいかもですが、 

受け止めてくれる人は必ずいますよ♪ 
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（３）とにかく数をこなすこと 

 

私も現在その真っ最中なのですが…… 

数をこなすってかなり重要です。 

 

 

なんでかと言うと、一人一人感受性が違うから。 

どんなレポートを書いたらどんな人が反応してくれるのか、 

全然違うんですよ。 

 

 

ああ、あの方は私のあのレポートを読んで共感してくれたんだ。 

でも別のあの人は私の別のあのレポートを読んで感動してくれたんだ。 

と言う感じです。 

 

 

だから…… 

いろんなレポートを書いたら、 

いろんな方が反応してくれる確率が高くなりますよ♪ 

 

 

このレポートは、誰か共感して下さる方、いらっしゃるかなぁ～？ 
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第３章：無料レポート作成のためのＰＤＦファイル作成法 

 

無料レポートは、基本ＰＤＦファイルですよね。 

これ、作るのは、そんなに難しいことじゃないんですよ♪ 

何しろ私にもできたんですから☆ 

 

 

ここでは、ワード 2007 と OpenOffice.orgでの、 

ＰＤＦファイル作成法を書きますね。 

 

 

……と言いますか。 

他を知らないのです。汗 

 

 

（１）ワード２００７の場合 

 

ワード 2007の場合、３クリックでＰＤＦファイルが出来あがります。 

 

Officeボタン 

↓ 

名前を付けて保存 

↓ 

ＰＤＦまたはＸＰＳ 

 

コレだけです。 

 

 

ただ、もし「ＰＤＦまたはＸＰＳ」と言う選択肢がない場合。 

ダウンロードしてこなくちゃいけません。 
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その方法は…… 

 

 

ヘルプ 

↓ 

ＰＤＦで検索 

↓ 

ＰＤＦやＸＰＳなど、その他のファイル形式のサポートを有効にする 

↓ 

指定された 

「Microsoft Office 2007 

プログラム用アドイン:  

Microsoft PDF または XPS として保存 」 

のページにアクセスし、このページの手順に従う。 

 

 

です。 

これで、いつでもすぐにＰＤＦファイルが作れます♪ 

 

 

（２）OpenOffice.orgの場合 

 

OpenOffice.orgは、マイクロソフト Officeの無料版のようなものです。 

これでも、ＰＤＦファイルが簡単に作れます♪ 

 

 

まずは下記からダウンロードして下さいね。 

 

http://ja.openoffice.org/download/3.1.0/ 

 

↑から最新版ダウンロードをして下さい。 

 

 

 

http://ja.openoffice.org/download/3.1.0/
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そして、インストールが終わったら、 

OpenOffice.org Writerを開いて下さい。 

 

 

そしたら２クリックです。 

 

ファイル 

↓ 

PDF としてエクスポート 

 

簡単すぎますね。 

 

 

あ、「ＰＤＦとしてエクスポート」がないですか？ 

その場合は、メニューを増やす必要があるので、 

 

ツール 

↓ 

カスタマイズ 

↓ 

PDF としてエクスポート 

↓ 

追加 

 

でおっけいです♪ 

 

 

ね、簡単すぎるくらいでしょう？ 

びっくりしましたもん、私がはじめてＰＤＦファイルを作った時は。 
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第４章：無料レポートのネタ 

 

「無料レポートって何を書いたらいいか分からない」 

と言う方も多いかと思います。 

でも、ネタなんて、あちこちで拾えるものですよ♪ 

 

 

私の情報を必要として下さる方がいるのだから、 

あなたの情報を必要としている方もいますから♪ 

あんまり深く考えないで下さいね☆ 

 

 

一応、定番ですけど例はあげてみます。 

 

 

（１）ブログ記事をまとめる 

 

これが一番簡単で効率的ですよね♪ 

ブログにいい情報があるのに、それを使わなくてどうする、 

と言う話です。 

 

 

……売り込み記事しか書かれてないなら話は別ですが。 

 

 

ブログ記事はメルマガにも無料レポートにも、再利用しちゃいましょう♪ 
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（２）経験したことを書く 

 

経験することは行動しないとできないですから、とても重要です。 

自分がこんな行動をしたらこんな出来事が起きた、 

それで学ぶことや思うことがあった、となればもうネタですね♪ 

 

 

私も、レポートを出したら起きたこと、をこうやって書いていますしね。 

 

 

行動 

↓ 

何かが起こる または起きない 

↓ 

何かを学ぶ・思いつく 

↓ 

ネタ 

 

のループにはまっちゃえばこっちのもんですよ☆ 
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（３）知っていることを書く 

 

案外、ご自分の知識を「大したことない」って思われてる方、多いです。 

私よりもずっと、パソコンに詳しかったり、ネットに詳しかったりするのに、 

「ネタがない」って……私の立場がぁ……！みたいな。(笑) 

 

 

ご自分が、生まれてきてから今まで、じゃなければ、 

パソコンを触り始めてから今までで、 

何も学んでないはずはないのですよ。 

 

 

そして、そのあなたの知識を必要としている人がいます。 

それは私かもしれませんしね♪ 

 

 

謙遜なさらずに、堂々と「教えてやる」くらいの気持ちで、 

気楽に書いてみましょうよ☆ 
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（４）調べたことを書く 

 

今までで、アフィリエイトなどのネットビジネスなどで。 

 

 

何か困ったことがあった時。 

何か悩みができた時。 

何か分からないことができた時。 

 

 

チャンスです☆ 

 

 

人に聞く前に、自分で調べて調べて調べまくってみましょう♪ 

ネットって本当に何でも解決できちゃいそうなくらい、 

資料の宝庫ですよ♪ 

 

 

そして、同じように困っている方はいます。 

その方に向けて、調べたことをレポートにしてみてくださいね♪ 
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（５）思ったことやアイディアを書く 

 

アフィリエイト他、ネットのお仕事をしていると。 

いろんな情報が入ってきますよね。 

入りすぎて整理しきれなくならないようにはしなくてはならないですが。 

 

 

そんな情報を知ると、いろいろ考えませんか？ 

疑問に思ったり、「これはこうしたらいいんじゃないかな？」 

とかアイディアが出たり。 

 

 

そんなことももちろん、無料レポートのネタですよ♪ 

私も、こうやって書いているのは、私のアイディアです。 

まぁ、他の方も思いつく程度のネタですけどね。 

 

 

いろいろ思ったり考えたりしていると、意見も言いたくなりますし。 

 

 

なので、自分の気持ちや考えを、無料レポートにぶつけて、 

発散♪ 

なんてのもありですよ☆ 

 

 

私はそんなんばっかです。(笑) 
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（６）レポートスタンドからヒントをもらう 

 

レポートスタンドからヒントをもらうのも、１つの手だと思います。 

どんなレポートが、今登録されてるのかなっていろいろ見たりするのは、 

きっとご自分のレポートのネタのヒントになると思いますよ♪ 

 

 

「自分なら、この系統のネタならあれが書ける」とか、 

きっと見つかります♪ 

じっくり探してみて下さいね。 

 

 

（７）お悩み解決サイトからヒントをもらう 

 

知恵袋系のお悩み解決サイトは、ネタの宝庫ですよね♪ 

 

 

どんなことが分からなくて困っている人がいるのか 

が分かれば、 

それを教えてあげられるレポートが書けますし。 

 

 

更に、解決していれば、解決方法も考えなくて良かったり。 

あは♪なんかずるいですか？ 

もちろん、ご自分の言葉にされて下さいね☆ 
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お悩み解決サイトをいくつか紹介しますね。 

 

教えて！goo 

http://oshiete.goo.ne.jp/ 

 

 

人力検索はてな 

http://q.hatena.ne.jp/ 

 

Yahoo!知恵袋 

http://chiebukuro.yahoo.co.jp/ 

 

OKWave 

http://okwave.jp/ 

 

 

ご活用下さい♪ 

 

 

http://oshiete.goo.ne.jp/
http://q.hatena.ne.jp/
http://chiebukuro.yahoo.co.jp/
http://okwave.jp/
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第５章：無料レポートスタンドのご案内 

 

無料レポートができたら、なるべくたくさんのスタンドに登録しましょう♪ 

ご自分のレポートを必要として下さる方に出会うチャンスは多いほどいいです♪ 

（ランキング狙いだと話は別になりますが） 

 

 

てなわけで、私が活用している無料レポートスタンドをご紹介しますね。 

ちょっと登録が大変かもしれませんが、休み休みでいいので…… 

 

 

ブロぞう 

http://blo-zou.com/ 

 

まぐぞう 

http://mag-zou.com/ 

 

フリーブック 

http://www.free-book.jp/ 

 

Ｘａｍ 

http://xam.jp/ 

 

ただレポ 

http://www.tada-repo.jp/top/pages/index.jsp 

 

れぽまが 

http://repomaga.jp/ 

 

イッキヨミ！ 

http://www.ikkiyomi.jp/index.php 

 

 

 

http://blo-zou.com/
http://mag-zou.com/
http://www.free-book.jp/
http://xam.jp/
http://www.tada-repo.jp/top/pages/index.jsp
http://repomaga.jp/
http://www.ikkiyomi.jp/index.php
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メルぞう（現在特定の条件の方以外は新規登録してません） 

http://mailzou.com/ 

 

無料情報ドットコム 

http://www.muryoj.com/ 

 

スゴワザ 

http://www.sugowaza.jp/ 

 

激増 

http://www.gekizou.biz/index.php 

 

無料レポート.net 

http://mrrp.net/ 

 

まがいち 

http://www.magaichi.com/ 

 

ご活用下さいね☆ 

  

http://mailzou.com/
http://www.muryoj.com/
http://www.sugowaza.jp/
http://www.gekizou.biz/index.php
http://mrrp.net/
http://www.magaichi.com/
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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…… 

 

 

無料レポート、作りたくなってきましたか？ニヤリ 

 

 

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♪ 

 

 

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♪ 

 

 

 

 

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


メルマガ：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 

ブログ：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/ 

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

 

体調の良い日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://www.mag2.com/m/0001001708.html
http://tretresensen.blog81.fc2.com/
http://my.formman.com/form/pc/J0ZCTnWueD4Kav6i/

