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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あるにこに属します。 

 

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 

 

このレポートは再配布可能です。 
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はじめまして 

あるにこと申します。 

 

 

現在３２歳 

休職中の兼業アフィリエイターです。 

 

アフィリエイトは２０１０年５月下旬からはじめました 

 

ブログアフィリエイトのみですが現在月に３万ほどの報酬があります。 

７月からメルマガもはじめました。 

 

出身地：愛知県 

趣味：音楽鑑賞、 ギター、 マンガ、 フィギュア収集 

 

好きなマンガ：寄生獣、覚悟のススメ、フリージア、バキ 

好きなバンド：TESTAMENT、PANTERA 

 

 

【アフィリエイトをはじめたきっかけ】 

 

前職の服屋が倒産してしまったため 

求職中の時間を有効につかえないかと、在宅で出来る仕事を探していました。 

もともとアフィリエイトという存在は知っていましたが 

これを機会に本格的にやってみようと思い現在に至ります。 
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はじめに 

 

このたびは“あるにこ”の無料レポートをダウンロードしていただき誠にありがとうございます。 

このレポートではあなたがまぐまぐのメルマガ発行申請で一発合格できるよう解説させていた

だきました。 

 

わたしが発行申請してから２日で通過した秘訣をまとめましたのであなたのお役に立てると自

負しております。 

 

 

読みやすいようにページ数は少なめにしてあります（後半はサンプル号の公開ページですの

で実質ノウハウは１６ページまでです）ので 

サクッと実行してメルマガアフィリエイターの仲間入りをしてくださいね。 

 

それでははじめていきましょう（＾◇＾） 
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●一発合格の秘訣 

 

 

まぐまぐはビジネスカテゴリーの審査が年々厳しくなっているらしいです。 

 

中身のないメルマガが増えているのが原因のようです。 

 

近頃はメルマガアフィリが流行っていて 

稼ぎたい大量のアフィリエイターが一斉に発行申請しています。 

 

そして 

予備知識もなく中身の薄いメルマガで申請しているから審査に落ちているんです。 

 

 

 

ただしい方法で中身のしっかりしたサンプル号を書けば必ず合格できますので安心してください。 

では次の項目から合格の秘訣を公開していきますね。 
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（１）合格するポイント 

 

合格するポイントはズバリ！！ 

 

【中身の濃いメルマガで申請する】 

 

これがすべてです。 

 

審査に通らない人は中身がないメルマガを書いているんです。 

 

まぐまぐのメルマガ申請のジャッジは人間の目で行われています。 

したがって、いかに中身を充実させ 

次号も読んでみたいと思わせるメルマガにすることが大切です。 

 

ではどんな内容なら中身がしっかりしているのかというと、、 

 

【読者に有益な情報かどうか】 

 

ほんとに発行申請合格のコツはこれだけな気がします。 

 

今後の内容が期待できそうなメルマガにはすぐにでも発行申請が下ります。 
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まぐまぐ解説サイトってネット上にたくさんあるんですが 

それらの解説サイトをのぞいてみると以下のようなことがよく書いてあります。 

 

「○○文字以上が好まれます」 

 

「○行書きましょう」 

 

「魅力的なコンテンツを入れましょう」 

 

こういったことが書かれていますがそんなのまったく関係ないと思います。 

 

たとえ行数や文字数が少なくても読者の方にとって有益な情報ならそれでいいんですよ。 

あなたなりの稼ぐためのノウハウをつめこめばいいんです。 

 

気負わず読者に向けて真剣な態度で文章を書けば合格できるはずです。 
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（２）具体的な書き方 

 

ここからは具体的なサンプル号の書き方の解説です。 

 

【タイトルの決め方】 

読者が登録してくれそうな興味のあるタイトルをつけましょう。 

ここで付けたタイトルによって合否は決まりませんので読者のことだけ考えてまずは気楽に決めてくださ

い。手続きは面倒ですがタイトルはあとから変更できますし。 

 

具体的なタイトルの付け方は以下のサイトを参考にしてみてください 

⇒メルマガのタイトルの決め方 

 

タイトルが決まったらあとは自己紹介をそこそこに 

ブログに書いているような稼ぐためのノウハウを書けばいいだけです。 

 

メルマガだからってブログと違う内容にする必要はありません。 

メルマガの文章をそのままブログにコピペしているアフィリエイターもいるくらいですから。 

 

http://m-magazine.jp/process/titlekimekata.html


まぐまぐ完全攻略！ 

発行審査一発合格の秘訣 ～こんなに簡単でいいの!?～ 

- 10 – 

Copyright (C) 2010 al.ni.co. All Rights Reserved. 
http://alnicoinfo.blog119.fc2.com/ 

 

稼ぐためのノウハウと言っても「そんなノウハウ持ってないよ」って方はアクセスアップの方法でもブログの

作り方でもなんでもいいです。 

要は読者の方にとって役に立つ情報ならなんでもオッケーな訳です。 

 

ただタイトルにつけた内容からあまりにもはずれすぎているとマズイです。 

そこは気をつけてくださいね。 

 

一番大事なことなんですが、申請用のサンプルメルマガという気持ちは捨ててください。 

実際はサンプルなんですが正式なメルマガが発行の際にはサンプル号として公開はされます。 

ですから読者に読まれる本番のメルマガだと思って書いてください。 

 

そうすれば自然にしっかりした内容になるはずです。 

 

本番のつもりで中身の濃いしっかりした内容のメルマガを書くということを心がけてくださいね。 
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【分かりやすい文章を心がける】 

むずかしい専門用語はなるべく使わないということですね。 

専門用語以外にもむずかしい日本語表現はひかえましょう。 

ブログの記事うぃ書くときって『小学生でもわかるように』って言われてるじゃないですか？ 

あんな感じです。やさしい日本語をこころがけましょう。 

 

 

【コンセプトを明確にする】 

あなたのメルマガで何を伝えていきたいのかを明確にする必要があります。 

そうすることで読者にも分かりやすく審査に通りやすくなりますよ。 

 

何が言いたいのかわからない、読者にやさしくない文章だったらあなたが審査員の立場ならどう思いま

すか？ 

まぐまぐというブランドが堕ちてしまうのでそんなメルマガ発行したくないですよね。 

ですから読者にわかりやすく、コンセプトを明確にしなければいけないんです。 
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また、コンセプトを明確にすることで、あなたが今後メルマガを発行していく時の道しるべにもなります。 

一度あなた自身で、自分のメルマガをどういう方向にしていきたいか考えてみてください。 

 

たとえば、わたしの場合ですとメルマガタイトルは 

 

『ブログアフィリde稼ぐコツ！～始めて３週間で稼げちゃった～』 

なのでブログアフィリエイトで稼ぐための情報をひたすら発信していきます。 

 

1・ブログへのアクセスの集め方 

２・効果的な被リンクの付け方 

３・お薦めのブログサービスの紹介 

たとえばこんな感じですかね。 

 

極端な話、この中の１個のテーマを書くだけでいいんです。 

まぁどれでもいいんですけど、 

サンプル号にはこの中の『１・アクセスの集め方』だけ書けばいいということです。 
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実際のサンプル号には『アフィリエイトでなぜ稼げないのか？』について書きましたけどね。 

 

結局はほんとにブログの記事と一緒なんですよ。 

 

ブログもある程度テーマを決めて作りましたよね？ 

それと同じ感覚です。 

 

読者に「自分のメルマガは○○について書いてますよ」ってわからせればいいんです。 

そうすることで審査する人間にも同時にアピールしていることになります。 

 

そうなれば合格したも同然です（＾◇＾） 
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（３）これをやると審査に落ちます 

この項目では 

『これをやってしまうと合格できないかも』というポイントを挙げてみました。 

 

【サンプルという意識で書いている】 

さきほども既述させていただきましたがサンプルという意識は捨ててください。 

本番のメルマガのつもりで書いてください。 

 

 

【メルマガの説明を延々とする】 

よくやってしまいがちなのが、 

『このメルマガでは今後こういったことを書いていく予定です』 

みたなことを延々書いていくというパターンです。 

 

そういった説明は書いても良いんですが少なめにしてください。 

あくまでもノウハウを書くことに集中してください。読者に有益な情報が書いてあればそれだけでいいで

すからね。 
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【自己紹介を延々と書く】 

 

最初のメルマガなのであなたのことをしっかりと宣伝したいのはわかります。 

でも読者はそんなこと望んでいないんです。 

あなたのプロフィールは正直どっちでもいいと思っているはずです。 

読者は稼げる情報だけが欲しいんですよ。 

だからプロフィールはそんなに長く書かないでくださいね。 

 

次ですが、これが一番重要です。 

↓ 

↓ 

↓ 

【アフィリエイトリンクをはる】 

これは絶対にやめてください。鉄則です。 

これを知らずにやっている方がたまにみえますが必ず落ちますよ。 
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商品を売るためのメルマガではなく 

読者に情報を提供するためにメルマガ発行するという姿勢で書いてください。 

 

でもこれは合格するまでの建前です。 

一回合格さえすれば、あとは何を書いてもオッケーなんです。 

 

次号のメルマガからはバンバン宣伝しまくればいいですよ。 

いきなりじゃ売れないとは思いますが^_^; 

一応言っておきますが、それ以前にまぐまぐは決められたＡＳＰ以外はアフィリ禁止なんです

よ。 

いまのところ“おとがめ”なしですが・・・ 

 

それから、サンプル号の最後尾に発行者情報の欄があります。 

この欄にはメルマガの解除ＵＲＬは必ず入れてくださいね。 

 

 

次の項目では 

わたしが実際に審査に合格したメルマガを公開いたします。
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●サンプル号全文掲載 

この項目ではわたしが実際に審査を通過したメルマガサンプル号を公開します。 

まねできる部分はドンドンまねしていただいて結構です。 

タイトルの雰囲気や文章の構成などもそのまま使っていただいて構いません。 

最後の発行者情報のテンプレートもそのまま使っていただいた方が早いかもしれませんね。 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝↓ここから↓＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

ブログアフィリエイトをゼロからはじめて 

３週間で初報酬をいただきました。 

 

その稼げたノウハウをすべてあなたに差し上げます。 

 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★ 

    ブログアフィリ de稼ぐコツ！～始めて３週間で稼げちゃった～ 

        【創刊号】   発行者：あるにこ 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★ 
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◆INDEX 

・はじめましてのあいさつと、このメルマガの目的 

・なぜ稼げないのか？ 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★ 

          ■はじめましてのあいさつと、このメルマガの目的 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★ 

 

初めまして、あるにこと申します。 

愛知県出身、愛知県在住の 32歳です。 

 

趣味は ROCK音楽鑑賞・エレキギター・作曲です。 

 

５、６年前まではいろいろなバンドでギタリストとしてプレイしていました。 

 

好きな音楽ジャンルはメタル、グランジなどです。 
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現在は求職中のニートです。 

 

以前はずっと服飾関係の仕事に従事しており 

ある服屋で副店長として働いておりました。 

 

そして求職中の 2010年 5月からアフィリエイトを始めました。 

 

今後は職を探しながら 

兼業アフィリエイターとして活動していきます。 

 

このメルマガの目的は 

 

アフィリエイト初心者の方、 

現在アフィリエイトを実践してるが稼げていない方 

その両方の方々に 

 

わたし『あるにこ』が開始３週間で稼げたノウハウを公開し 
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最短ルートで初報酬が得られるように支援していくというものです。 

 

具体的な方法を随時公開していきますので 

今後ともどうぞ宜しくお願い致します。 

 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★ 

         ■なぜ稼げないのか？？ 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★ 

 

 

稼げないアフィリエイターがなぜ稼げないのかわかりますか？？ 

 

 

それは 

『稼ぐ方法』を知らないからです。 
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そして 

 

『稼ぐ方法』を知っていても実践していないからです。 

 

 

アフィリエイトで稼ぐ最大の秘訣は 

『成功者のまねをする』ことです。 

 

成功者のノウハウを素直に実践すれば必ず稼げるようになります。 

 

これは 

リアルビジネスでもネットビジネスでも同様です。 

 

先人が稼いできた足跡をたどればいいだけなんです。 
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そのためにまずはあなたの軸になる商材を購入してください。 

 

「この商材に懸けてみよう」という 

 

たった一つの商材でいいんです。 

 

 

あなたが懸けてみようと購入した商材を 

素直に繰り返し実践していってください。 

 

 

たとえばその商材のマニュアルに 

「レビュー記事はこういった構成で書きましょう」と書かれていたら 

 

その通りに実践するんです。 

 

 

バカになってその方法をやり続けるんです。 
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「ＳＥＯ対策のためにこのサイトに登録しましょう」と書かれていたら 

ちょっと納得がいかなくても実践するんです。 

 

そこもバカになって実践してください。 

 

忍耐強く繰り返し作業します。 

 

 

そして、 

成功者のノウハウを繰り返し試していると自分なりのノウハウが生まれてくるんです。 

 

「ここはこうした方が効率がいいよな」とか。。 

 

 

そうなった時に 

成功者のノウハウと自分なりのノウハウを融合するんです。 
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その後は 

融合したノウハウを繰り返し実践します。 

 

こういった流れを何度も繰り返んです。 

 

そうすれば自然に稼げるようなっていますよ^_^ 

 

 

 

私の頭の中にはアフィリ開始３週間で稼げたノウハウがつまっています。 

 

そのノウハウは 

『稼ぐための方程式』としてすでに出来上がっています。 

 

その『稼ぐための方程式』をあなたにすべて伝授いたします。 
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次回からは 

アフィリ開始３週間で稼いだ具体的な内容を公開していきますね。 

 

アフィリエイトで稼げなくて悩んでいるのなら 

私でよければいつでも相談にのります。 

 

お気軽にメールをくださいね。 

 

 

このメールに返信していただければ 

あるにこに直接届きます。 

 

 

あなたが稼げるように全力でバックアップします！ 

 

わたし『あるにこ』を利用して最短ルートで稼いでください。 
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今後とも宜しくお願い致します。 

 

 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★ 

         ■発行者情報 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★ 

 

【発行者】あるにこ 

【ブログ】http://alnicoinfo.blog119.fc2.com/ 

【連絡先】https://ssl.form-mailer.jp/fms/bf1f904f109833 

【解除ＵＲＬ】http://www.mag2.com/m/0001160432.html 

 

＝＝＝＝＝＝＝↑ここまで↑＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 

 

 

 

以上です。 

 

 

 

 

http://alnicoinfo.blog119.fc2.com/
https://ssl.form-mailer.jp/fms/bf1f904f109833
http://www.mag2.com/m/0001160432.html
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おわりに  

 

貴重なお時間を頂戴し、最後までお読みいただき誠にありがとうございました。 

 

コンパクトにまとめすぎたのでわかりにくい部分があったかとは思いますが何卒ご了承ください。 

いろいろとノウハウを書かせていただきましたが、内容がむずかしかったという方はわたしのサンプル号に

手をくわえて申請していただければ合格できる可能性が高まると思います。 

ひらたく言えばパクっちゃっても大丈夫ですよ^_^; 

わたしのノウハウはどんどん利用してください。 

 

 

アフィリエイトってお客さまの視点にたって活動していかないと成功できないんです。 

これってメルマガも一緒なんですよね。 

 

発行申請に合格するには、読者（見込み客）のことを考えて文章を書いていけばいいだけなんで

す。 
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お客さまの立場になるということはビジネスとして当たり前なんですけど多くのアフィリエイターが出来てい

ないことでもあります。 

あなたもこういった意識を持つようになるだけで成功できる可能性がぐっと上がるんです。 

稼ぐためにはまずマインドからですね。 

聞き飽きてる台詞だとは思いますがこれが真実ですよ。 

 

話をもどしますが、このレポートのノウハウをもとに読者の立場でメルマガを書けばかならず合格できま

すのでがんばってくださいね！ 

まぐまぐに合格できたらぜひご連絡ください。 

読者登録させていただきます（＾◇＾） 

 

かならず実践して合格してくださいね！ 

あなたの成功を心よりお祈りいたしております。 

 

ありがとうございました！ 

 

あるにこ 

http://alnicoinfo.blog119.fc2.com/ 

 

http://alnicoinfo.blog119.fc2.com/
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あるにこ 

 

 

【メルマガ】 ブログアフィリ de稼ぐコツ！～始めて３週間で稼げちゃった～ 

⇒http://www.mag2.com/m/0001160454.html 

 

 

【ブログ】 ブログアフィリエイト 最短ルートで稼ぐ秘訣 

⇒http://alnicoinfo.blog119.fc2.com/ 

 

 

 

当レポートについてご質問があれば以下のフォームからご連絡ください。 

出来る限りサポートさせていただきます。 

連絡先：https://ssl.form-mailer.jp/fms/bf1f904f109833 

http://www.mag2.com/m/0001160454.html
http://alnicoinfo.blog119.fc2.com/
https://ssl.form-mailer.jp/fms/bf1f904f109833

