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・著作権について 

本冊子並びに本冊子の表記は、著作権法で保護されている著作物です。 

本冊子の著作権は発行者にあります。 

本冊子の使用に関して、以下の点を十分ご留意ください。 

 

・使用承諾に関する契約 

本契約は、本冊子を持つ個人・法人（以下甲）と発行者（以下乙）との間での契約で

す。 

本冊子を甲が受理し開封したことにより、以下の契約に同意したことになります。 

 

第一条 本契約の目的 

乙が本冊子に含まれる情報を、本契約に基づき甲がしようする権利を承諾するものです。 

ただし、使用は非独占的なものに限られます。 

 

第二条 禁止事項 

本冊子に含まれる一切の情報は、著作権法によって保護されます。本冊子に含ま

れる情報を、甲は乙の書面による事前許可なくして出版・講演活動およびメディア配信な

どによって一般公開することを禁じます。また、電子メディアによる配信等によって一般公

開することを禁じています。特に当ファイルを 第三者に渡すことは厳しく禁じます。

甲は自らの所属する会社や組織においてのみ、本冊子に含まれる情報を使用できるものと

します。 

 

第三条 損害賠償 

甲が本契約の二条に反し、乙に損害が生じた場合には、乙は甲に対し違約金を請求する

権利を有するものとします。 

 

第四条 契約の解除 

甲が本契約に反したと乙が判断した場合は、乙は使用承諾に関する契約を解除すること

ができるものとします。 

 

第五条 免責事項 

本冊子に含まれる情報の使用責任の一切は甲にあり、この情報により甲に損害が生じて

も、乙は一切の責任を問われません。 
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はじめに 

 
この度は、私の無料レポートをダウンロードして頂き、本当に感謝です♪ 

 

 

自己紹介から簡単にさせて頂きます。私の名前は「矢野昭二」です。 

 

私は、インターネットビジネスを始めて３年目になります。 

 

ブログアフィリエイト・サイトアフィリエイト・フェースブックアフィリエイト・メルマガアフィリエ

イトなど、多くのジャンルのアフィリエイトを経験してきました。 

 

高額塾にも入塾して、そこでいろんなことを学んできました 

 

 

そして、稼げるまでには、時間もかかり、寄り道もいっぱいしてきました。 

 

 

でも、今では毎月、安定した収入をネットビジネスだけで得られるようになりました 

 

新しくアフィリエイトをされる方や稼げなくて悩んでおられる方に 

わたしのように、迷ったり、時間をかけずに最短距離で稼げることが出来るようにと、

このレポートを作成いたしました。 

 

 

もっと詳しいプロフィールは下記ＵＲＬでも確認できますので 

 

少しでも興味を持たれた方はコチラからご覧いただきたいと思います。 

 

http://navi-info.org/profiel 

 

 

 

 

 

http://navi-info.org/profiel
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メルマガの現状 
 

メルマガは一番確かなアフィリエイト手法、 

続ければ続けるほど読者が増えて資産として蓄積していきます。 

 

アフィリエイト初心者もサイトアフィリエイト経験者も 

メルマガを始める方が増えています 

 

現代のビジネスで最もよく使われているマーケティングツールはメルマガです。 

 

技術や市場の調査を得意とするアメリカのフォレスター・リサーチ社の調査によると、

88%のマーケターがメルマガを定期的に活用しており、メルマガは、ほかの形態のメ

ディアを上回る成約率（コンバージョン率）で商品やサービスの購入に至ると言わ

れています。 

 

しかし、これだけメルマガの利用者が多くなり、発信者が増えると、マーケティング

におけるメルマガの効果は著しく低下しているというのも事実です。 

 

 

そこで、メルマガで最大の反応を得るためのライティングテクニックを紹介します。 

 

初心者でも、文章作成に自信がない方も簡単に身につけることができる 

レイアウトも解説していきます。 

 

このポイントを押さえることで、読者を飽きさせないメルマガを配信することが出来、

読者があなたの大切な資産となっていくでしょう。 
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メルマガ初心者用のレイアウト 
 

メルマガのレイアウトはセールスレターやランディングページの構成とよく似ています。 

しかし、その目的は大きく異なります。 

 

メルマガの最大の目的はリンクをクリックしてもらい、 

目的のページに誘導することです。 

 

メルマガはセールスをクロージング（購入まで完結する） 

するのに相応しくないツールです。 

 

メルマガはテキスト中心でHTML、画像、映像をメルマガに表示させるには、少し無

理があります。また、読者もテキストだから購読するという傾向があります。 

 

したがって、メルマガは 

常にリンクをクリックしてもらうことにフォーカスした構成でなければなりません。 

 

理想的なメルマガの構成レイアウトは 

 

1. メルマガタイトル 

2. ヘッダー 

3. オープナー 

4. オープニング 

5. 本文コンテンツ 

6. スイッチ 

7. クロージング 

8. 編集後記 

9. フッター 

 

このレイアウトでメルマガをつくればクリック率が上がること間違いありません。 
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鉄板のメルマガライティングテクニック 
 

 

１．メルマガタイトル 

 

メルマガタイトルは、 

サイトアフィリエイトをやっていた方は、少し戸惑われるかと思います。 

 

サイトで言えば、サイトタイトルと記事タイトルが、 

メルマガでは、どこに位置するかがわかりにくいかと思います 

 

メルマガタイトルとは、 

サイトでいえば記事タイトルになり、このタイトルは、毎回、違うものになります。 

 

メルマガタイトルは、読者のメール受信箱で、唯一表示されるものなので、 

如何に斬新で興味を持ちそうなものであるかがポイントです。 

 

読者の目に止まるには、コピーライターのひらめきみたいな 

キャッチーな Keywordが必要となります 

 

タイトルの文字数に関しては 

 

スマホの画面で表示されるメルマガタイトルの文字数が半角５０文字以上であると

開封率が極端に悪くなると言う調査結果が出ています。 

 

半角の５０文字であるから全角にしたら２５文字以上となります。 

 

メールソフト上で件名が見える文字数を念頭に置くと 

２０文字以内が限度かもしれませんね。 
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２．ヘッダー 

 

ヘッダーには、メルマガ全体のタイトルと 

その簡単な説明をわかりやすく記載してみましょう。 

 

サイトで言えば、サイトタイトルとサイト説明に相当する部分です。 

 

読者に読んでもらうのではなく、 

見てもらうという感じのキャッチーなものにまとめてみましょう。 

 

 

３．オープナー 

 

「こんにちは、○○です〜」「本日もメルマガを読んで頂き有難うございます、○○で

す〜」などの書き出し挨拶から始まり、本題に入る前のつかみの部分になります。 

 

この定型文に加えて 

発行者の簡単な近況報告や読者が共感できるようなトピックスを 

数行にまとめて記載していきます。 

 

メルマガに限らずマーケティングメッセージにパソナリティを入れることは重要です 

 

でも、あまり長くなりすぎると、読者もイライラするので（読者はそれほどあなたのプラ

イベートにそれほど興味を持っていません）短めにまとめるのが秘訣です。 
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４．オープニング 

 

本題に入る前の結びの部分になります。 

 

オープニングの役割は読者の興味を惹き、文章を読み進めてもらうことです。 

 

オープニングに記載する必須の項目は 

 

 読者にとって有益である 

 メルマガの内容がひと目でわかる 

 もっと読みたくなる内容になっている（結論まで書かれていない） 

 内容が重要で、その時に読む価値があると思わせる 

 

これらは、広告の世界では、ティーザーコピーと言われ 

 

商品やサービスの詳細な情報を伝えず、少しの情報だけを紹介し、消費者の興味

や好奇心を喚起させようとする広告手法のことです。 

 

メルマガタイトルと内容がマッチしていることも当然ながら重要なことです。 

 

メルマガタイトルを見てメールを開いたので、 

その内容が書かれていないとすぐにゴミ箱にいってしまいます。 

 

タイトルとオープニングを関連付けることな何よりも大切です。 
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５．本文 コンテンツ 

 

コンテンツでは、読者の役に立つ内容を簡潔に伝えます。 

伝えたいことを 1 つに絞ることが重要です 

 

本文の分量は、長いほうが良いと思われるかもしれませんが、読者は、１通のメー

ルに割ける時間がそれほどありません。 

 

短い文章でも簡潔に書かれていると反応はすこぶる良いですよ 

 

目安として A4 サイズで 2 ページ以内に収まるように！ 

 

出来るだけ改行して、段落にリズムをつけて読みやすくしましょう。 

メルマガは縦に読むものだと意識するといいですよ。 

10秒で読んでも分かる内容にします 

 

段落と１行の長さは 

 

 1行を 20文字から 25文字くらいに 

 1 つのセンテンス（段落）2〜5行に 
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６．スイッチ 

 

読者を納得させて、行動へのスイッチを与える内容にします。 

 

コンテンツの要点を箇条書きにしてまとめ、 

読者に「なるほど！」と思ってもらうことを意識しましょう。 

 

メッセージの全体を掴めるように 1秒 2秒で読めるようにします。 

 

 

７．クロージング（CTA） 

 

ここで、解決手段の提示をしていきましょう。 

 

CTA とは、「行動喚起」という意味で、「Call To Action」の略 

 

メルマガの最大の目的はリンクをクリックしてもらうことになりますので、 

目的のサイトへのリンクを掲載します。 

 

行動に対する理由や動機付けが弱いと読者は行動しません。 

 

したがって、「なぜ、行動しなければならないのか」を伝える必要があります。 

 

 クリックした先でどのようなメリットが得られるのか。 

 どのような得があるのか。 

 なぜ、今、クリックしなければならないのか。 

 

これらを伝えていきます。 

 

ただ、読者との関係がしっかりと構築出来ていない段階では、 

アフィリエイトのクリック誘導は避けるほうが賢明です 

 

メルマガ発行開始から２－３ヶ月は、アフィリエイトはやめておきましょう。 



メルマガ初心者用レイアウトと 

クリック率 20%を叩き出す鉄板のメルマガライティングテクニック 

【これで読者を飽きさせません】 

-  – 

Copyright (C) 矢野昭二  All Rights Reserved.  

11 

 

８．編集後記 

 

クロージングの部分で読者に与えた印象 

 クリック誘導が目的のメルマガなの？ 

 所詮、セールスツールなのでしょう？ 

 

を中和させるために、あなたのプライベートな部分を記載していきます。 

 

無機質なメルマガという印象を無くしメルマガ全体に温かい感覚を持ってもらえるよう

に、失敗談などを書いていくと良いです。 

 

 

９．フッター 

 

フッターには、あなたの信条を記載していくと良いです 

 

どんな考え方をしているヒトなのかがわかれば、 

メルマガに対してより共感を持ってもらえるでしょう。 

 

ただ、それで離れていく読者もいるかもしれませんが、 

それは仕方がないことだと割りきってください。 

（八方美人はよくありません） 

 

連絡先や 

ブログや SNS をやっておられるなら、それも記載しておくと良いです。 

 

購読解除の URL を記載することを忘れずに 
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最後に 
 

メルマガはセールスツールではなく、コミュニケーションツールだということを理解して 

メルマガをつくるようにしましょう。 

 

読者にとって価値のあるコンテンツを継続して提供すれば、 

読者はあなたに対して信頼を感じてくれるようになります。 

 

その結果、通常を遥かに上回る反応率を得られるようになりますよ。 

 
最後まで読んで頂き、誠にありがとうございました。 

 

【矢野昭二のブログ情報】 

ネットビジネスで本当に稼ぐことは出来るの！？ 

【６ヶ月で月２０万円を稼ぐ手法を伝授します】 

http://navi-info.org/ 

 

※メルぞうより無料でダウンロードされた方は自動的にメルマガへ代理登録されます 

 

発行者名 

矢野昭二 

 

連絡先  

ashiyaproject@gmail.com 

 

メルマガタイトル  ノウハウコレクターが実際に月３０万円稼ぐ秘訣とは！？ 

 

 

メルマガの登録解除ＵＲＬ  

http://mail.os7.biz/m/bSpF 

 

 

http://navi-info.org/
mailto:ashiyaproject@gmail.com
http://mail.os7.biz/m/bSpF
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