
 

 

 

インターネットビジネス初心者向け 

インターネットビジネスに必要な基礎知識 
 

こんにちは、酒井とし夫です。 

この Ebook ではインターネットビジネスを行うに際して最低限度必要な基礎知識についての解説と用語の解説を行います。 

「ＨＰ運営関連」「マーケティング・ツール関連」「広告関連」「サーチエンジン関連」「市場調査関連」「配送・入出金関連」

「その他の用語」に分けて解説します。最後までお読み頂き、あなたのインターネットビジネスにお役立て下さい。 
 
 

 

 

 

 

 

 

商売心理学 http://ameblo.jp/admarketing/ 

ツイッターとアメブロで商売繁盛 http://ameblo.jp/retweet/  
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ＨＰ運営関連 

ドメイン 

インターネットでビジネスを行なう場合に一般的にはホームページをお店やチラシ代わりに使います。その際にホームペ

ージの住所となるものをホームページアドレスと言います。ホームページのアドレスは通常下記の様に表されますが、この

うち「bookshop.com」の部分をドメインと言います。 

http://www.bookshop.com 

 

大抵のプロバイダーでは自分のホームページが持てますが、その場合のホームページのアドレスは一般的には下記のよう

な長いものになります。 

http://www001.upp.so-net.ne.jp/abc/index.html 

 

ドメイン部分は契約しているプロバイダーのドメインを使うことになるのでこのように長くなってしまうのです。そして、

「http://www001.upp.so-net.ne.jp/abc/index.html」は、どの部分も自由に変更することが出来ません。もし、あなたが

インターネットで本屋さんを開きたいと思い、アドレス中に「bookshop」という単語を入れたいと思っても、通常それはで

きません。これでは入力するにも、覚えるにも大変です。 

 

http://www.bookshop.com 

http://www001.upp.so-net.ne.jp/abc/index.html 

 

上記の２つを比べるとやはり上の方がすっきりし、一目で本屋さんであることが分かります。 

 

上部のアドレスのように短い、そして自分の好きなドメインは誰にでも購入することができます。あなたが「bookshop.com
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というドメインが欲しい！」と申請することによってこれを自分のドメインとすることが可能です。ドメイン名は先願方式

つまり「早もの勝ち」です。先に申請した人に権利があります。自分が希望しているドメインの取得が可能であるかどうか

は下記のようなホームページで調べることができます。 

 

 お名前.com → http://www.onamae.com/ 

 

インターネットで起業するからには独自のドメインを取得する事をお薦めしますが、ドメインを取得する場合には、覚え

やすいドメイン、業務内容をイメージしやすいドメインであることに考慮しましょう。覚えやすいドメイン、業務内容をイ

メージしやすいドメインである、というのは、なるべく短くまとまったコンパクトなドメイン、しかも誰でも知っている単

語で、業務内容や企業の理念に合致しているドメインの取得が望ましいということです。 

 

あなたの会社の社名や商品名やブランド名が一般的に認知されている場合はそれをドメインにしても良いのですが、下記

のように考えてドメインを設定することも効果的です。例えばあなたの会社の社名が㈱海山商事だとしましょう。そして業

務がＳＯＨＯ企業に対しての情報提供やコンサルティングを行っている場合なら 

www.umiyamasyouji.com 

といったドメインが考えられます。 

 

また、業務内容をアピールするなら 

www.soho.com とか 

www.soho-support.com  

といったドメインも考えられます。 

 

さらに 
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www.soho.info 

というドメインが取得できたらもっと「ＳＯＨＯを支援する情報ビジネス」という業務イメージがお客様に伝わるかもしれ

ません。「当社はＳＯＨＯで仕事をする人達に役立つ情報を提供する会社です。ホームページアドレスは www.soho.info で

す。」と説明すると分かりやすいはずです。 

 

また、ドメインが誰でも知っている英単語や、日常使用している単語、文章であると覚えやすいというのも事実です。業

務内容にもよりますが、 

www.iloveyou.co.jp 

www.happy.com 

www.thankyou.com 

といったドメインでも良いわけです。但し、ドメインには次のような決まりがあります。 

 

使用できる文字 

・ 半角英数字（A～Z、0～9） 

・ 半角のハイフン「－」 

 

使用できる文字数 

３文字以上６３文字以内 

 

使用できない文字 

「+」「/」「*」などの記号は文字列に含めることができません。 

また、最初や最後に「-」(ハイフン)がある文字列は含めることができません。 

 



Copyright© ファーストアドバンテージ有限会社 All Rights Reserved.   
 

5 

そして、ドメインによっては、登録者の範囲に制限があります。例えば「.co.jp」は法人のみ登録可能となります。「.biz」

は商用利用のみ登録可能といった具合です。 

 

ドメインの取得方法には自分で取得する場合と、ホステ

ィングサービス会社と契約する際にドメイン申請を一緒に

行う場合があります。（ホスティングサービス会社について

は後述します。）自分で取得するのであれば「お名前.com 

http://www.onamae.com/ 」のようなホームページで申請、

取得することになりますが、簡単なのはホスティングサー

ビス会社との契約時に、同時にドメインの取得申請も依頼

することです。ホスティングサービス会社にドメインの申

請を行なう場合もホームページ上からの申し込みが可能で

す。 

＊ 左図はホスティングサービス会社「アイル」のドメイン

申請画面です。 

アイル 

http://home.isle.ne.jp/index.html 

（注意：ホスティングサービス会社によってドメインの申請方法や手数料等は異なります。） 

 

ホスティングサービス（ホスティングサービス会社） 

インターネットで独自ドメインを取得して、ビジネスを行なう場合には、自社でサーバーと呼ばれるコンピュータを管理、

構築する必要がありました。しかしこのサーバーの管理、構築と維持、運営には高度な専門知識と多大な労力を必要としま

す。そこでスモールビジネス起業家はサーバーコンピュータの管理、構築、維持を月額レンタルで提供してくれるホスティ
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ングサービスを利用するのが一般的です。このホスティングサービスを利用すれば、コンピュータやネットワークに関する

専門的な知識が無くても、オリジナルドメインを取得し、サーバー運営が出来るようになります。ホスティングサービスを

利用して、レンタルしたサーバーをレンタルサーバーと言います。 

 

レンタルサーバーには１台のサーバー（１つの

大きな土地をイメージしてください。）を他のお店

や事務所のオーナーとみんなで共同で使用する共

用サーバーと、1台のサーバーを 1人で独占使用す

る専用サーバーの２つに分けられます。専用サー

バーは使用料金も高くスモールビジネス起業家に

とってはコスト負担が大きくなります。スモール

ビジネス起業家としては共用サーバー契約で十分

にビジネスの展開が可能です。 

 

ホスティングサービス会社との契約に際して注

意していただきたいことがあります。それはプロ

バイダー（会社）とホスティングサービス（会社）

は、全く別のサービス（会社）だということです。

そのためホスティングサービス会社と契約をして

も、それとは別にプロバイダーとの契約は必要で

ある、ということです。インターネットに接続するサービスを業務とする会社がプロバイダです。サーバーを貸してくれる

のがホスティングサービス会社です。ここを間違えないようにして下さい。 

 

検索エンジンの検索結果や 
雑誌で掲載されている 
レンタルサーバー会社
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 ホスティングサービス会社はインターネットで「ホスティングサービス」や「レンタルサーバー」といった単語で検索す

ると見つかります。また、ネットショップ運営に関する書籍や雑誌に特集が組まれていますので雑誌で探すことも出来ます。

パソコン、インターネット雑誌にもレンタルサーバー会社の広告が多く掲載されています。料金や内容を比較してご自身の

知識と予算に合ったホスティングサービスを調べます。レンタルサーバー会社のチェックポイントは以下の点です。 

 

ホームページの容量 

使用する画像データの容量、点数にもよりますが最低限５０～１００ＭＢ程度は必要です。 

 

月額料金 

平均的な月額レンタル料金は共用サーバー契約２，０００円～５，０００円程度です。 

 

ドメインの取得 

ドメインの取得代行が可能だとレンタルサーバーの契約と、ドメインの申し込みが両方出来て便利です。 

 

cgi 

cgi（シージーアイ・後述）が使えるかどうかを調べます。インターネットビジネスではビジネス内容によって「メール

送信（入力）フォーム」「オートレスポンダー」「アクセスカウンター」や「掲示板」「ショッピングカート」を使用する

場合がありますが、これらを使用するには契約するホスティングサービスでcgiの利用が許可されていることが必要です。 

 

メールアドレス 

メールアドレスが何個まで発行できるかを確認します。メールアドレスは「質問用」「申し込み用」「私用」等で使い分け

る場合が多いのでメールアドレスが１０個程度は発行できるレンタルサーバーをお薦めします。 
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アクセス解析 

レンタルサーバーによってはアクセス解析が可能なところがあります。月別、週別、日別、曜日毎、時間帯毎のアクセス

数の推移や、ドメイン別のアクセス数等を調査分析できると便利です。 

（高機能なアクセス解析が可能な場合には別料金になる場合があります。） 

 

サポート体制 

サポート体制がしっかりしたホスティングサービスを選びます。２４時間体制で電話、メール等でサポートしてもらえる

会社を選びましょう。また、ヘルプのページやＦＡＱのページが充実していて、見やすいことも大切です。 

 

以上のような点に注意してホスティングサービス会社を選びます。 

私自身はアイルホスティングサービス http://home.isle.ne.jp/index.html というホスティングサービス会社を利用し

ています。手ごろな価格で申し込みが出来て、サポートも良く、ホームページ運営に必要な基本機能も揃っています。 

 

ＦＴＰ（エフティーピー） 

まず、「ＦＴＰって何？」という方のために最初にＦＴＰの概略を説明します。 

ＦＴＰとは、File Transfer Protocol（ファイル・トランスファー・プロトコル）の略で、日本語に訳すと「ファイル転送

プロトコル」と言います。 

 

これはあるコンピュータから別のコンピュータにデータを送ったり、受け取ったりするときの約束事です。約束事という

のは例えば日本人とフランス人が会話のやり取りをする場合に、日本語とフランス語でそれぞれが話していたのでは会話の

やり取りが出来ませんが、「英語で話そう。」という約束事を決めれば会話が可能になります。コンピュータ同士も「データ

のやり取り」をするときにそれぞれが勝手にデータを送ったり、受け取ったりしていては「データのやり取り」が上手くい

かないのです。そこで「ＦＴＰでデータのやり時をしよう。」と約束しているわけです。 
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ホスティングサービス会社と契約し実際にホームページの準備を進めていくと次ような文章に出会います。「ＨＴＭＬフ

ァイルはＦＴＰで指定のサーバーにアップロードしてください。」これは「あなたが作ったホームページのデータは、ＦＴ

Ｐを利用して、当社のコンピュータの指定した場所に置いて（入れて）ください。」ということです。 

 

では、具体的にはＦＴＰとは「何をどうすれば」良いのでしょうか？ 

ホームページを作るときはまずあなたはあなたのパソコンでホームページを作ります。でもあなたがご自分のパソコンでど

んなに素晴らしいホームページを作ったとしても、それだけでは残念ながら世界中の誰もあなたのホームページを見ること

はできません。 

 

 なぜなら、通常は世界中の人はあな

たのパソコンに勝手に進入して入って

くることができないからです。一般的

には、あなたがあなたのパソコンで作

成したホームページのデータはあなた

のパソコンから取り出して、常時イン

ターネットの世界につながっているサ

ーバーと呼ばれるコンピュータにその

データを格納することになります。（つ

まり、ホスティングサービスで契約し

たレンタルサーバーです。）ホームペー

ジのデータはこのサーバーに置く事によって、世界中の人があなたのホームページにアクセスすることが可能になるのです。 

 

インターネットサーバーあなたの 
パソコン 

あなたが作成したホームページデータを、サーバーと呼ばれる

コンピュータに置くことによって、インターネット利用者があ

なたのホームページを閲覧することが出来ます。 
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ではあなたのパソコンにあるホームページのデータをどのようにして、ホスティングサービス会社のサーバーに送ればよ

いのでしょうか？もちろんデータをＣＤ－ＲＯＭなどに保存してホスティングサービス会社に郵送しても良いのですが、こ

れでは修正の度に手間がかかってしまい大変です。そこで一般的には「ＦＴＰソフト」と呼ばれる、「こちらからあちらへ

データを転送するためのソフトウェア」を利用して、あなたのパソコンの中に保存してあるホームページのデータを、レン

タルサーバーに転送することになります。 

 

ＦＴＰソフトの中で最も有名なソフトが「ＦＦＦＴＰ」です。ＦＦＦＴＰは無料で使用することができるフリーウェアで

す。ＦＦＦＴＰは、曽田純さんが作られたフリーソフトウェアです。ＦＦＦＴＰについての詳細や具体的な使い方は下記を

参照してください。 

http://www2.biglobe.ne.jp/~sota/ 

 

 以下では 2004 年 9 月の時点でのＦＦＦＴＰのダウンロードや使い方について解説します。 

まず、曽田純さんのホームページにアクセスし

ます。 

http://www2.biglobe.ne.jp/~sota/ 

トップページの左上部の「プログラム」または

「ＦＦＦＴＰ」をクリックします。「ダウンロー

ド」の項目から「最新版」または「古いけど安

定したバージョン」のいずれかをダウンロード

します。ダウンロードとは相手のサーバ（この

場合には曽田純さんのサーバー）に保存されて

いるデータをクライアントコンピュータ（この

場合にはあなたのパソコン）に転送することを言います。ちなみに逆をアップロードとい言います。実作業としては左図の
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ようにダウンロードするファールをクリックして、その後のファイルのダウンロード画面で「保存」を行ないます。 

 

ダウンロードの保存場所はどこでも良いのですが、もしあなたがパソコン初心者であれば「デスクトップ」に保存してお

きましょう。ダウンロードしたＦＦＦＴＰ は実行ファイル形式（自己解凍ファイル）になっています。ダウンロードを行

ったら、そのファイルを実行してインストールを行いましょう。（通常ダウンロードしたファイルをダブルクリックすると

自動的にインストールが開始されます。） 

 

ＦＦＦＴＰは Ver.1.80 以降ではスタートメニューにも登録されますので、そこから ＦＦＦＴＰ を起動できます。ＦＦ

ＦＴＰの実行ファイルは C:¥Program Files¥FFFTP に入っていますので、ショートカットを作る方はここから作成してもＯ

Ｋです。分からない方は「スタート」－「プログラム」－「ＦＦＦＴＰ」―「ＦＦＦＴＰ」から起動します。 

 

ＦＦＦＴＰの設定 

 ＦＦＦＴＰを起動すると左図の画面が表示されます。 

まずはこの画面でサーバーコンピュータに接続するための設定を行い

ます。この設定は最初の一度だけです。以降の説明はホスティングサ

ービス「株式会社アイル（iSLE）」でレンタルサーバー契約を申し込ん

だ場合の設定で説明します。 

 

右上の「新規ホスト」をクリックします。 
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 「新規ホスト」をクリックすると左図の画面が表示されます。 

「ホストの設定」画面では設定する項目は下図の①②③④の４つで

す。 

 

①にはホストコンピュータの名前を入力します。ここは後で自分

で分かりやすい好きな名前を入力します。 

 

②には「ＤＯＭＡＩＮ ＮＡＭＥ（ドメインネーム）」を入力しま

す。基本的には、ご自分で申請したドメイン名を記入します。契約

したホスティングサービス会社から送られてくる資料に記載され

ていますので確認してください。 

 

③にはユーザー名を入力します。（ここは契約したホスティング

サービス会社から送られてくる資料に記載されていますので確認しましょう。） 

 

④にはパスワードを入力します。（契約したホスティングサービス会社から送られてくる資料に記載されていますので確

認しましょう。） 

 

①②③④の４つを入力したら。ＯＫします。 

 

ＦＦＦＴＰを使ったデータのアップロード手順 

では今度は実際にＦＦＦＴＰを使って自宅のパソコンで制作したホームページのデータをホスティングサービス会社の

レンタルサーバーに転送してみましょう。こちらのコンピュータ（ここではあなたのパソコン）から、相手先のコンピュー
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タにデータを転送することを「アップロード」といいます。逆に相手のコンピュータからこちらのコンピュータにデータを

取り寄せることを「ダウンロード」といいます。 

ではデータをアップロードしてみましょう。 

 ＦＦＦＴＰを起動します。先ほど①に記入した名前が今度は表示され

ているはずです。（左図では「アイルレンタルサーバー」となっています。）

先ほど①に記入した名前をクリックして、「接続」をクリックします。 

（＊ダイヤルアップ接続の方は、インターネットへ接続します。） 

 

相手先のホストコンピュータに接続出来ると、下図の画面になります。

この画面では左側があなたのコンピュータ内部を示しており、右側はホ

ストコンピュータ（この場合にはあなたが契約したホスティングサービ

ス会社のレンタルサーバー）を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたのコンピュータ ホストコンピュータ
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上図の丸印で囲んだ「開くボタン」をクリックします。 

すると下図の画面になります。 

 

 

 

 

 

 

 

上図の丸印で囲んだボタンをクリックします。 

すると左図の「フォルダの参照」画面が表示されます。 

ここであなたが作成したホームページのデータが保存されているフ

ォルダを指定してＯＫします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Copyright© ファーストアドバンテージ有限会社 All Rights Reserved.   
 

15 

 

データが保存されているフォル

ダを指定すると、左図のように指

定したフォルダの中身が画面左側

に表示されているはずです。 

 

株式会社アイルとレンタルサー

バー契約をした場合、ホームペー

ジをアップロードするフォルダは

「public_html」フォルダです。（左

図 の 丸 印 の 部 分 ） そ こ で

「public_html」をダブルクリック

しておきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定したフォルダの中身が表示されている。 
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次に画面の左側に表示されている

アップロードするためのファイルを

クリックして選択してから、「アップ

ロードボタン」をクリックします。（ア

ップロードボタンは左図の丸印） 

 

または、画面の左側に表示されてい

るアップロードするためのファイル

を右側のホストコンピュータの画面

にドラッグしてもＯＫです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アップロードボタン 

左の画面のファイルを、右の画面内に 
ドラッグしてもＯＫ！ 
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ファイルを間違ってアップロードしてしまったときは、削除したいファイルをクリックしてから、「削除ボタン」をクリ

ックします。（下図の丸印）その後、削除を確認するダイアログボックスが表示されたら、「はい」ボタンをクリックします。

これでファイルが削除されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削除ボタン 
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転送モードについて 

下図の四角の枠囲みの中のボタンは左から「アスキーモード」「バイナリモード」「自動判別」ボタンですが、区別がよく

わからない方は「自動判別」モードの状態で操作します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「自動判別」モード） 
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 アップロードが完了したら「切断ボタン」（下図の丸印）をクリックます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上がＦＦＦＴＰの基本的な使い方です。契約したホスティングサービス会社によっては、より操作の簡易な専用のＦＴ

Ｐソフトを利用してデータをアップロードさせる会社もあります。その場合にはＦＴＰソフトの入手方法や操作手順は契約

したホスティングサービス会社でご確認下さい。また、ホスティングサービス会社によってはＦＴＰソフトの使用手順を図

解入りで解説しているレンタルサーバー会社や電話サポートを行なっている会社もあります。パソコンやインターネット初

心者の方はこういったサービスを利用して下さい。さらに、検索エンジンで「ＦＦＦＴＰの使い方」という単語で検索する

と多くのＦＦＦＴＰについての解説ページが見つかりますのでこちらも参照してください。 

切断ボタン 
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ウィルス対策 

ウィルス対策ソフト販売大手のトレンドマイクロ株式会社のパンフレットには「世界中のどこかで、１日１０種類以上増

え続けているといわれるコンピューターウイルス。すでに５万５千種以上のウイルスが確認されています。そしてそれらの

ウィルスは、インターネットを通じて、いつでもお使いの大切なパソコンに侵入してくる恐れがあるものです。」と書かれ

ています。 

 

もしあなたがインターネットを利用してビジネス展開を考えているのであればウィルス対策も考えておく必要がありま

す。最低限の対策としてウィルスバスターなどのウィルス対応ソフトをパソコンインストールし、会員契約行い新種のウイ

ルスに対抗するために常にソフトのアップデートを行うことが必要になります。レンタルサ

ーバー会社と契約をする際にメールのウィルスを除去してくれるサービスもオプションで選

ぶことができますので、併せて契約しておくのもよいでしょう。 

 

世の中にはいろいろな人がいます。意図的に、あるいは自らがウィルスに感染しているこ

とを知らずにメールで問い合わせや意見を送ってくる人もいます。もしあなたのパソコンが

ウィルスに感染した場合、あなた自身が感染するだけでなく、お客様にも多大な迷惑をかけ

てしまう可能性もあります。ウィルス対策は万全の状態を整えましょう。 

（私自身はウィルス対策ソフトをインストールし、プロバイダーのウィルス駆除サービス、

レンタルサーバー会社とのウィルス駆除契約も結んでいます。） 

 

 

 

 

ウィルス対策用のソフト 
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マーケティング・ツール関連 

cgi 

CGI とは Common Gateway Interface の略で、 

■アクセスカウンター 

■フォームメール（入力フォーム） 

■掲示板 

■チャット 

■買い物システム 

■アクセス解析 

■検索エンジン 

■アンケート 

といった機能をホームページ上で提供するときに使います。 

 

開発する言語としては、Ｃや Perl などの専門的なプログラミング言語を使いますが、cgi の利用可能なホスティングサ

ービス会社と契約をするとこれらのシステムは私たち自身がプログラムが組めなくても使えるようになっています。 

（但し、cgi の利用に際してはパソコン、ネットワーク、cgi についての最低限度の知識は必要となります。） 

 

レンタルサーバー会社と契約する際には、どの機能が利用可能かを確認しましょう。フォームメールが使えないと、ホー

ムページ上からのオーダー注文受付ができないことになりますし、掲示板で質問に答えようと思っていたとしても、レンタ

ルサーバー会社側で掲示板の cgi に対応していないと掲示板の利用はできなくなります。 

（フリーソフトの cgi を使えば出来ますが、設定には相応の知識が必要となります。） 
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ビジネス利用を考えると、上記のうち最低限度は次の cgi は使えるホスティングサービス会社と契約したいところです。 

■フォームメール（入力フォーム） 

■アクセスカウンター 

■オートレスポンダー 

 

cgi の利用に際しては２、３冊程度の cgi 入門書を読まれること、そして設定の手順についてはホスティングサービス会

社が提供する資料をよく読んでください。cgi やシステムについての理解が苦手な方はホームページ作成業者に cgi の設定

まで依頼される事をお薦めします。 

 

オートレスポンダー 

オートレスポンダーとは、ある特定の e-mail アドレス宛のメールを受け取った場合に、あらかじめ用意したメールを自

動的に相手に送信するための仕組みです。 

 

例えば、商品申し込みのメールアドレスが order@xyz.com だとしましょう。 

予め「ご注文ありがとうございました。」といった文章をオートレスポンダーで設定しておけば、order@xyz.com 宛に E-mail 

で商品の申し込みが送られて来た場合に、申し込みのあった方に対して、自動的に「ご注文ありがとうございました。」と

いうメールが返信されることになります。これを利用するとあなたは注文の度にいちいち購入へのお礼メールを送信する手

間がかからなくなります。また、資料請求者に対しても資料情報を記載したメールを自動返信できますので、あなたが寝て

いる深夜でも休日でも見込み客から見ると２４時間体制での対応を行なっているのと同じ効果が得られます。 

 

 

 

 

オーダーや資料請求 オート 
レスポンダー

設定 
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ステップメール（オートステップメール） 

ステップメールとは、あらかじめ設定しておいた複数のメールを、数日おきに、順次、自動的に相手にメールを送信する

システムです。 

 

例えば、資料請求のあった見込み客に対して次のようなメールを順次送信したい場合を考えてみましましょう。 

 

一通目のメール＝「資料請求直後に送信」 

メール文面「この度は資料請求を頂き誠にありがとうございました。資料は明日発送させていただきます。」 

 

 

二通目のメール＝資料請求の３日後に送信 

メール文面「資料は届きましたでしょうか。」 

 

 

三通目のメール＝資料請求の５日後に送信 

メール文面「資料はお読み頂けましたか？不明点等ございましたらご連絡下さい。」 

 

 

 上記のような場合、もちろん資料請求のあった見込み客に手動で一通一通メールの送信を行っても良いのですが、資料請

求者数が増えてくると送信の手間が大変な上に、どの資料請求者に何通目のメールを送信するのかを管理するだけでも大変

な手間となります。 
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このような場合に、予めステップメールにこの３つのメール文面と、それ

ぞれのメールを配信するタイミング（日程）を設定しておけば、全て自動的

にステップメール機能がメールを順次送信してくれることになります。 

 

ステップメール機能の提供会社は多く存在しますが、何通まで設定できる

か、どのくらいの期間に渡って設定できるかは提供する会社ごとに異なりま

す。（左図は IT 総合研究所が提供しているステップメール『追客くん SUPER』

のホームページ http://www.stepmail.jp/ ） 

 

 

 

 

 

同報配信ソフト 

商品購入後の既存客へのフォローはリピート促進、バックエンド商品購

入誘導にとって重要な作業です。そのために有効な手段の一つがフォロ

ー・メールです。その際に顧客に送るメールには、相手の社名や個人名、

コメントを書き入れてメールをパーソナライズする心遣いが必要です。 

 

同報配信ソフトとは、予めデータベースに既存客名や社名を登録してお

けば、左図のように件名やメールの冒頭にそのデータを差し込んだうえで

同内容のメールを大量に送信できるソフトのことです。 
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左図は同報配信ソフトの 

同報＠メール 

http://www.netdeoshigoto.com/mail/index.html 

 

アットメーラー 

http://www.s-navi.net/@mailer/top.html 

 

（フォロー・メールが数千通以上になるような大規模なデー

タベースを活用する場合には同報配信ソフトではなく、メー

ルのカスタマイズや配信を自動化するＡＳＰサービスを利

用することになります。） 
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広告関連 

メールマガジン広告 

メールマガジンに掲載されている広告をメールマガジン広告といいます。メールマガジン広告（メルマガ広告）には大き

く分けて「配信部数課金型」「クリック数課金型」「オプトインメール型」「ターゲティングメール型」の４つの種類があり

ます。それぞれを簡単に説明します。 

 

（1）配信部数課金型 

広告を掲載するだけで一定の広告費（多くは発行部数に比例する）を支払う「配信部数課金」タイプ。もっとも一般的な

タイプの広告です。配信単価は＠０．３円～＠１．０円程度です。 

 

（2）クリック数課金型 

掲載した広告のホームページアドレス（ＵＲＬ） をクリックしてそのページが開かれた回数で広告費を課金するタイプ

が「クリック数課金」型の広告です。また、一定の数の回数に達するまで広告の掲出を保証するタイプもあります。 

配信単価は２，０００クリック保証で＠１６０円程度です。 

（配信単価参考：PureClick  http://www.pure-click.com/ ） 

 

（3）オプトインメール型 

「私宛にこういうジャンルや商品に関するメールを配信してください。」と配信を希望するジャンルや商品を予め読者に

登録してもらい、その人たちを対象に配信される広告メールをオプトインメールといいます。ユーザーが興味を持っている

カテゴリーの情報に即したメール（広告）だけを配信するので他のタイプのメールマガジン広告より反応率が高いと言われ

ています。通常メール全文を広告スペースとして利用できます。 

配信単価は＠１０円程度ですが、最低配信数の設定がある場合もあります。 
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（4）ターゲティングメール型  

広告の配信を事前に了承したユーザーのデータから、性別、年齢、居住地、職業、年収、趣味、関心のある情報などのセ

グメント項目で配信対象者を絞り込み、その対象者に向けて送るＤＭ型のメール広告です。性別、年齢、居住地、職業、年

収、趣味、関心のある情報などを基準にメール広告の配信対象者の選別を行う為、ユーザーが希望するカテゴリーのメール

の受信を希望するユーザーにメールを配信する「オプトインメール」とは区別されます。 

  

 また、配信部数課金型やクリック数課金型のメールマガジン広告はメール内での広

告の掲載場所によって「ヘッダー枠広告」「ヘッダー独占枠広告」「記事中枠広告」「フ

ッター枠広告」「件名記事広告」といった分け方がなされます。 

 

■ヘッダー枠広告 

最も注目率が高い部分です。広告枠はメールマガジンの最上段もしくは題字下とな

ります。通常、広告枠は５行×３５文字が一般的です。図の様に「ヘッダー１」「ヘッ

ダー２」と２つの広告スペースがある場合もあります。この場合一般的にはヘッダー

１の方が広告料金は高くなります。 

 

■ヘッダー独占枠広告 

ヘッダー枠に１社独占で広告掲載する方法。「ヘッダー１」「ヘッダー２」といった

形で他社広告と並列で広告掲載をせずに１社で独占的に出稿する広告です。 

 

■記事中枠広告 

メールマガジン本文文章中に挿入される広告を指します。 
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■フッター枠広告 

メールマガジンの文末・最下段への掲載となります。 

 

■件名記事広告 

配信されるメールの「件名」を広告主が自由に決められる広告です。通常、メルマガ本文内に全角３５文字×２０～３０

行程度の広告スペースも併せて確保できます。 

 

「ヘッダー枠広告」「ヘッダー独占枠広告」「ヘッダー１」「ヘッダー２」「記事中枠広告」「フッター枠広告」「件名記事広

告」の中で、通常一番レスポンスが良いのは件名記事広告やヘッダー広告です。続いてフッター広告、記事中広告の順にな

ります。そのため、広告掲載料もこの順で高→安となります。 

 

件記事やヘッダー部への出稿が望ましいのですが、配信部数の多いメールマガジンではこの枠の広告費は負担が大きくな

ります。そのため、記事中、フッター部でテスト出稿した後に反応を調べてヘッダー部に出稿する、という順序での出稿を

行ないます。また、広告の反応はメールマガジンによってかなり異なります。そのため、広告出稿初期の段階では、複数回

出稿の契約申し込みや全部数配信ではなく、一回のみの単発出稿や、小部数でのテスト出稿で反応を見るほうが良いと思い

ます。 

 

 

メール広告デザイン・レイアウト事例 

メールマガジンの最も一般的な広告枠は５行×３５文字ですが、文字と各種記号を組み合わせることにより下記のようなデ

ザイン化が可能になります。 

（但し、記号によっては使用してはいけない記号もありますので、出稿にあたっては各メルマガの出稿規定・規約を参照し

てください。） 
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─────────────────────────────────── 

 ━ ◆話題のサイトをご紹介！ 『＊＊＊＊』って知っていますか？◆━  

溜め込んだ商品券をひとつに貯めて・あつめて・使う！新感覚の活用サイト 

お手元の商品券を○○と交換して、豪華な景品をゲットしてみませんか？ 

■５周年キャンペーン実施中！ＤＶＤやノートパソコン等が当たる！■ 

  詳細はこちらをご覧下さい→ http://xxx.yyy.zzz/index.html 

─────────────────────────────────── 

 

─────────────────────────────────── 

┏━┓┏━┓┏━┓┏━┓┏━┓┏━┓┏━┓┏━┓☆開業資金不要 

┃ビ┃┃ジ┃┃ネ┃┃ス┃┃を┃┃ゲ┃┃ッ┃┃ト┃☆副業でできます 

┗━┛┗━┛┗━┛┗━┛┗━┛┗━┛┗━┛┗━┛☆主婦可 

【急募！！】ご自宅でできる簡単なお仕事です  【募集】20 歳以上 

  詳細はこちらをご覧下さい→ http://xxx.yyy.zzz/index.html 

─────────────────────────────────── 

 

─────────────────────────────────── 

■■■  ┓┏┓┏┓┏┓   ┏━━━━━━━━━━━━━━┓■■■ 

■■■  ┃┃┃┃┃┃┃万 ＆┃ もれなく当たる！大チャンス ┃■■■ 

■■■  ┻┗┛┗┛┗┛円  ┃ 商品券または旅行、宿泊券  ┃■■■ 

■■■ 毎日当たる当たる！  ┗━━ 期間限定で当たる！ ━━┛■■■ 

■■■ 簡単なアンケート調査  http:// xxx.yyy.zzz/index.html  ■■■ 

─────────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────── 

 ∩ ◆◆◆◆◆◆オープニング キャンペーン実施中◆◆◆◆◆◆ 

⊂●⊃  毎日抽選で【炭石鹸】と【竹エキス石鹸】をプレゼント！ 

 ∪  さらに応募者全員の中から抽選で 10 万円の旅行券が当たるＷチャンス 

 │   美顔・美容で創業 50 年・信頼と実績の「＊＊＊＊＊整形外科」 

∞│∞    ◆◆◆ http:// xxx.yyy.zzz/index.html ◆◆◆ 

─────────────────────────────────── 

─────────────────────────────────── 

 ＼ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ／ 

☆  毎日先着 10 名様！★○△◇液晶テレビ が＊＊＊＊＊円！！   ☆ 

 ／ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ＼ 

   ◆◆◆マスコミでも話題！3日間で 3万人以上が来店、購入◆◆◆ 

      電気家電の＊＊＊  http:// xxx.yyy.zzz/index.html    

─────────────────────────────────── 

─────────────────────────────────── 

 

■□■□   年┃会┃費┃★┃手┃数┃料┃★┃タ┃ダ┃！┃   □■□■ 

□■□    ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛    □■□ 

■□        ◆>>> ＊＊＊カード＊＊＊ <<<◆         □■ 

□     ネットで申込み完了！作っておけばいざという時安心    □ 

■学生・主婦ＯＫです。お申込はこちら ⇒ http:// xxx.yyy.zzz/index.html ■ 

─────────────────────────────────── 
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オプトイン広告 

事前にある企業からの特定のメールの受け取りを了承したユーザーに対して送信される広告文面等を含む電子メールを

オプトインメールといいます。またはユーザーにあらかじめメールの受け取りを希望する分野を登録してもらい、その分野

に関する広告メールや情報メールのみを送

るサービス自体のことをオプトインメール

と言う場合もあります。 

 

例えばオプトインメールでは「スポーツに

興味がある、スポーツが趣味である」と登録

した人に対してはスポーツ用品メーカーの

広告文面を含む電子メールや情報メールは

送信されますが、パソコンメーカーの広告文

面を含む電子メールは送信されません。 

 

 左図はオプトインメールの概念図です。図

の左側には広告メールの配信を希望するス

ポンサー「スポーツ用品メーカー」「旅行会

社」「パソコンメーカー」がいます。図の右

側には自分の興味のある分野に関するメー

ルの受け取りを希望するユーザーがいます。

ここでは「趣味はゴルフ」「趣味はパソコン」

「趣味は旅行」といった３者がいます。間を

オプトインメール主催者が取り持ちます。

広告主 

ス ポ ー ツ

用品 

メーカー 

広告主 

旅行会社 

広告主 

パソコン 

メーカー 

 

オプトインメール

主催者 

ユーザーＡ 

趣味は 

ゴルフ 

ユーザーＢ 

趣味は 

パソコン 

ユーザーＣ 

趣味は 

旅行 

広告主は主催者にメール

の配信を依頼。主催者は

特定のメールの受け取り

を了承したユーザーに対

して、広告文面等を含む

電子メールや情報メール

を送信する。 

オプトインメール概念図 
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「スポーツ用品メーカー」のメールは「ユーザーＡ」に配信されます。「ユーザーＢ」や「ユーザーＣ」には配信されませ

ん。「パソコンメーカー」のメール「ユーザーＢ」に配信されることになります。 

 

オプトインメールは企業サイドにとってはユーザーの反応率を高めることができるため、高い費用対効果が期待できます。

また、ユーザーサイドにとっては自分の興味のある分野のメールだけを受信できる、自ら登録した分野以外の迷惑メールを

受信することが無い、というメリットがあり

ます。 

 

オプトインメールは１通１０円～３０円程

度で広告掲載が可能です。普通のメールマガ

ジン広告のレスポンスが０．２％～０．５％

程度といわれますが、優良なデータベースを

保有するオプトインメールの場合、文クリッ

ク率は３％～５％程度あると言われます。 

 

 オプトインメール主催者やオプトインメー

ルを取り扱う代理店は検索エンジンで「オプ

トインメール」で検索すると探すことが出来

ます。 
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バナー広告 

バナーとはアメリカの店舗等で利用知れる旗型屋外広告のことですが、インターネットの世界ではウェブサイトのページ内

に表示される長方形の旗型の広告スペースをバナー広告

と言います。 

 

このバナー広告は広告主のウェブサイトや広告主の指

定するサイトやページにリンクされています。 

バナー広告の課金方法には次のようなものがあります。 

 

 

インプレッション保証型 

バナー広告の表示回数に対して課金する方法 

 

クリック保証型 

実際にバナー広告がクリックされた回数に応じて課金する方法 

 

成果報酬型 

広告主のウェブサイトで実際に成約に至った件数や資料請求数に対して課金する方法 
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テキスト広告 

テキスト広告とは、アクセス数の多いウェブサイトに掲出するテキスト（文字）による広告です。見た目は普通の文字で

すが、このテキストは広告主のウェブサイトや広告主の指定するサイトやページにリンク されています。広告でありなが

ら、見た目には記事であるかのように訴求できるのがメリットです。 

 

 

 

アドワーズ広告 

アドワーズ広告とは、グーグル株式会社が提供しているクリック課金型のインターネット広告です。（グーグル株式会社

はサーチエンジンＧｏｏｇｌｅの運営会社です。サーチエンジンについては後述します。） 

このアドワーズ広告はＧｏｏｇｌｅ（グーグル）などの検索結果ページに掲載されます。 
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広告はテキストとＵＲＬで構成されており、この広告はユーザーの検索したキーワードと広告主が設定した検索キーワー

ドがマッチした時に画面に表示されます。アドワーズ広告はユーザーが広告をクリックした回数分だけの広告料金を支払え

ばよいシステムとなっているため、広告が画面上に何度掲載されても、その広告が実際にユーザーからクリックされなけれ

ば広告費用は発生しないようになっています。 

（アドワーズ広告の詳細は→ http://www.google.co.jp/ads/ ） 

 

 

拡大 
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オーバーチュア広告 

 

オーバーチュア広告とはＹａｈｏｏ！・ＭＳＮ・ｇｏｏ・ＮＩＫＫＥＩＮＥＴ・Ｉｎｆｏｓｅｅｋといった大手のサーチ

エンジンで、ユーザーが特定のキーワードを検索した際に広告主の広告を画面上に表示するサービスです。このサービスは

オーバーチュア株式会社が提供しています。広告の表示順位は広告主が予め決めた１クリックあたりにいくら払うかの単価

価格によって決まります。アドワーズ広告と同様にクリックされなければ費用はかかりません。 

 

（オーバーチュア広告の詳細は→ http://www.content.overture.com/d/JPm/home/ ） 

オーバチュア広告 

上部にスポンサー 

サイトと書かれている。 

こちらは Yahoo！に 

登録されているサイト。 
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ＪＷｏｒｄ 

Ｉｎｔｅｒｎｅｔt ＥｘｐｌｏｒｅｒやＮｅｔｓｃａｐｅといったブラウザのアドレスバーに日本語を入力して検索が

できるサービスをＪＷｏｒｄサービスと言います。広告主がＪＷｏｒｄサービスの申し込みを行った場合には、ユーザーが

特定のキーワードをアドレスバーに入力した場合に、そのキーワードを購入している広告主が指定したサイトがブラウザの

画面に表示されることになります。 

 

例えばＩｎｔｅｒｎｅｔt Ｅｘｐｌｏｒｅｒのアドレスバーに「パ

ソコン」と入力してＥＮＴＥＲしてみましょう。 

 

本書を執筆時点では下図のようにＤＥＬＬコンピュータの日本法

人のサイトが表示されました。つまりＤＥＬＬコンピュータの日本法

人がＪＷｏｒｄサービスの「パソコン」というキーワードを購入して

いるということになります。 

 

古いブラウザではユーザーがＪＷｏｒｄサービスの機能を利用す

るには、ＪＷｏｒｄをインストールする必要がありますが、現在では

パソコン出荷時の標準装備としてＪｗｏｒｄ機能が組み込まれてい

ます。 

 

（ＪＷｏｒｄの詳細は→ http://www.jword.jp/ ） 
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Ｙａｈｏｏ!ビジネスエクスプレス 

 

Ｙａｈｏｏ！ビジネスエクスプレスとは、ヤフージャパンが提供する企業サイト向けの有料広告掲載審査サービスです。 

審査依頼から７営業日以内に審査が行なわれ掲載の可否が決定します。審査の結果、掲載不可の場合にはその理由が通知さ

れます。その理由部分となっている箇所を修正し再度審査（再審査は３０日以内）を依頼することができます。  

 

但し、Ｙａｈｏｏ！ビジネスエクスプレスへの申請は申請主のサイトの掲載を必ずしも保証するものではありません。ま

た掲載カテゴリ、コメント、キーワードを希望通りに掲載することを保証するものではありません。 

 

＊商用（営利）サイトのＹａｈｏｏ！への無料掲載（推薦）は２００５年３月３１日で終了し、２００５年４月１日より、

商用（営利）目的のサイトをＹａｈｏｏ！の検索結果に表示させるためにはビジネスエクスプレスへの申請が必要となって

います。 

 

（Ｙａｈｏｏ！ビジネスエクスプレスの詳細は → http://event.yahoo.co.jp/docs/event/bizexp/ ） 

 

 

アフィリエイト 

 

アフィリエイトとは自分の運営するサイトやブログページ、メルマガから広告主のサイトへ見込み客を誘導し、成果報酬

でコミッションを受け取るシステムのことです。具体的には広告主（メーカーや販売店）と契約して、その広告主の商品の

紹介、広告を自分の運営するサイトやブログページ、メルマガで行ないます。 

 

自分のサイトやブログページにアクセスしたユーザーが、その商品の紹介、広告を経由して商品を購入した場合には広告
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主から報酬が支払われることになります。（商品の購入だけでなく、資料請求や広告がクリックされたことだけでも報酬が

得られる場合もあります。） 

 

 オンライン書店として有名なアマゾン（ http://www.amazon.co.jp/ ）でも、書籍の紹介販売に対して紹介料が支払わ

れますが、アマゾンではアソシエイト・プログラムと呼んでいます。 

（アマゾンのアソシエイト・プログラムの詳細はアマゾンのホームページ最下段にあります。） 

 

またメーカーや販売店ではなく、アフィリエイトの仕組み自体を運営し、売主・広告希望者双方を仲介したり、コミッシ

ョンの支払いまでを代行する業者をアフィリエイト仲介業者と言います。 

ユーザ 自分のサイト 広告主のサイト 

（メーカー・販売店）

広告 ①ユーザーが

広告を見て 

クリック！ 

②ユーザーが

商品を購入！

③報酬 

アフィリエイトの概念図

「こんな 
良い商品 
ありました」
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 バリューコマースや A8.net などが代表的なアフィリエイト仲介業者です。 

 

（バリューコマースの詳細は→ http://www.valuecommerce.ne.jp/ ） 

（Ａ８．ｎｅｔの詳細は→ http://www.a8.net/ ） 

 

 

サーチエンジン関連 

サーチエンジン 

サーチエンジンとはインターネットで公開されている情報の中から、目的の情報を探すことができる検索サービスのこと

です。「サーチエンジン」「検索エンジン」「検索サービス」「検索サイト」と呼ばれることもあります。検索キーワード

を元に、目的の情報が掲載されているサイトを探し出したり、カテゴリーごとに分類されているサイト情報の中から目的の

サイトを探し出したりすることができます。 

 

サーチエンジンには 

・ディレクトリ型 

・ ロボット型 

の２種類が存在します。 

 

 

 

 

 



Copyright© ファーストアドバンテージ有限会社 All Rights Reserved.   
 

41 

ディレクトリー型サーチエンジン 

ディレクトリー型サーチエンジンの代表格はＹａｈｏｏ！です。 http://www.yahoo.co.jp/ 

ディレクトリー型サーチエンジンではサイトの主催者や管理者が自分（自社）のホームページをサーチエンジンに対して

登録希望の申請を行うことにより、検索画面に

自分（自社）のサイトを表示させることができ

ます。 

 

 但し、申請したサイトの全てが登録許可を受

けられるわけではありませんので、世界中のす

べてのサイトがデーターベース化されている

わけではありません。登録が認められたサイト

がデータベース化され、そのデーターベース内

での検索結果がサーチエンジンの検索結果画

面に表示されるようになっています。 

 

また、申請されたサイトはサーチエンジン運

営会社の編集者が調べ、編集者が決定した分類

（カテゴリー、ジャンル、分野）への登録が行

われます。 

 

 

 

 



Copyright© ファーストアドバンテージ有限会社 All Rights Reserved.   
 

42 

ロボット型サーチエンジン 

ロボット型サーチエンジンの代表格はＧｏｏｇｌｅです。 http://www.google.co.jp/ 

 ロボット型のサーチエンジンはロボットや

スパイダーと呼ばれるソフトウェアが世界中

のサイトを巡回し、そのサイトのデータを自社

のデーターベースとして蓄積しています。 

 

そのデーターベース内での検索結果がサー

チエンジンの検索結果画面に表示されるよう

になっています。 

 

 ディレクトリー型のサーチエンジンと異な

り、自分（自社）サイトを検索結果に表示させ

るためには登録申請の必要はありません。但し、

ロボット型のサーチエンジンの検索結果に自

分（自社）のサイトを表示させるためにはＳＥ

Ｏ対策と呼ばれる「検索結果の上位に表示され

るための工夫、技術」が必要となります。 
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ＳＥＯ対策 

インターネットユーザーの大半は上述したサーチエンジンを利用して目的の情報を持つサイトにたどりつきます。 

ユーザーは欲しい情報に関連した「キーワード」を使ってサーチエンジンを利用しますが、通常、「キーワード」による検

索結果には何万件、何十万件という膨大な数のサイトが表示されます。 

 

インターネットでビジネスを行う起業家にとっては多くの見込み客を自分（自社）のサイトへ誘導するためには、サーチ

エンジンの検索結果の中で自分（自社）のサイトが上位２０位くらいまでにリストアップされていなければなりません。そ

れ以降の表示順位では自分（自社）のサイトへ誘導力が弱くなります。 

 

例えば、Ｇｏｏｇｌｅで「ダイエット」というキーワードで検索を行なうと６００万件以上のサイト情報が検索結果とし

て表示されます。もし、あなたがダイエット関連のビジネスを行っているなら、検索結果画面でこの６００万件以上あるサ

イトを押しのけて上位に表示されないと、自分（自社）のサイトへの見込み客の誘導は難しくなります。 

 

サーチエンジンを利用して、ある「キーワード」で検索した時に、自分（自社）のサイトがサーチエンジンの結果表示の

上位に表示されるようにするための体系的な知識や方法論、テクニックを総称してＳＥＯ（Ｓｅａｒｃｈ Ｅｎｇｉｎｅ Ｏ

ｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎの略）と呼んでいます。「検索エンジン最適化」とか「ＳＥＯ対策」と呼ばれることもあります。

但し、ＳＥＯはロボット型のサーチエンジンに対してのみ有効となります。 

（ＳＥＯ対策の基本については本書内で解説済みです。） 
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市場調査関連 

以下に挙げるのは私自身がインターネットビジネスを構築する際には必ず調べるデータソースです。インターネットの市

場動向や、新技術情報、社会のニーズ、競合の調査、見込み客が求める言葉、キーワード等を調べる情報ソースとして役に

立ちます。 

 

オーバチュア・キーワードアドバイスツール 

http://www.content.overture.com/d/JPm/ac/index.jhtml 

オーバチュア・キーワードアドバイスツールを利用すると、あるキーワードがサーチエンジンで月間どれくらい検索されて

いるかを調べることができます。 
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Ｙａｈｏｏ！掲示板 

http://messages.yahoo.co.jp/index.html 

 

 自分のビジネスの大枠での方向性が決まったら、そのビジネスの見込み客となりえるような層の人たちはどんな考えをし

て、何に悩んで、どんなニーズをもっているのか、といったことを掲示板の書き込みから調査できます。 

 

様々な書き込みを読むだけでも見込み客が抱

える問題点、彼らの望むものが見えてきます。

また、書き込みが活発なテーマは興味のある潜

在的な見込み客が多いという考え方も出来ます。 
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２ちゃんねる 

http://www.2ch.net/ 

Ｙａｈｏｏ！掲示板と同様に自分のビジネスの見込み客となりえる層の人たちの悩み、問題点、望むもの、ニーズを調べ

る際に役に立つ掲示板です。 
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主要書店ビジネス書ベストセラー 

http://www.jmam.co.jp/best/best.html 

 

ここでは八重洲ブックセンター(本店) 、旭屋書店(銀座店) 、丸善(丸の内本店) 、有隣堂(横浜駅西口店) 、ブックスト

ア談(新大阪店)の週毎のベストセラーを調べることができます。７年前までさかのぼってベストセラーを調べることができ

ますので、時系列的にここ数年でどんなジャンルの本が売れているのかが分かります。 

 

社会のニーズ、方向を大きく捉えるとともに、個々の書籍の

タイトルだけを調べてもどんな言葉が時代のニーズに合致し

ているのか、どんなキーワードに人々は反応しているのかが分

かります。またベストセラーのタイトルは自分のサイトやメル

マガのタイトル作成のお手本となります。 
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まぐまぐ発行部数ランキング 

http://www.mag2.com/ranking/ 

 

主要書店ビジネス書ベストセラーと同様に、メールマガジンのランキングも現時点でのネット利用者の興味、ニーズがど

こに集中しているのかが分かります。 

 

また、ランキング上位のメールマガジンのタイトルや説明文

は、自分のサイトタイトルや広告文面のキャッチコピーやリー

ドコピーの作成のお手本となります。 
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財団法人インターネット協会 

http://www.iajapan.org/ 

 

 ここでは公･民間団体の調査データや白書が閲覧できます。インターネット環境の大きな流れを捉える際に利用します。 
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インターネットビジネス白書（書籍） 

業界・業種別のインターネットビジネス動向やデータ、最新事情、特別レポートなどがまとめられた白書です。 

インターネットビジネス研究会著・ソフトバンクパブリッシング発行。 
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配送・入出金関連 

ネットバンク 

インターネットでビジネスを行う場合にサイト上で、預金の残高照会、入出金照会、口座振り込みなどのサービスが利用

できるネットバンクはとても便利です。商品の代金受け取りなどで利用する場合には、店舗やＡＴＭに行かなくてもパソコ

ンから入金を確認できるためとても便利です。また、帳簿用の入出金明細も簡単にプリントアウトできます。 

 

サーチエンジンで「ネットバンク 比較」というキーワー

ドで検索するとネットバンクの一覧と各行の特徴を調べるこ

とが出来ます。 
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ヤマト運輸コレクトサービス 

 

コレクトサービスはヤマト運輸が行う商品代金の代引きサービスの名称です。商品配送時にヤマト運輸のドライバーが商

品代金を回収してくれます。決済も１週間分、月締で選択ができ、清算書明細も発行してくれますので帳票の整理も簡単で

す。荷物の配送状況もインターネット上で確認が出来ます。申し込みや問い合わせは最寄りのヤマト運輸で対応してくれま

す。ヤマト運輸 → http://www.kuronekoyamato.co.jp/ 
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佐川急便ｅ-コレクトサービス 

ｅ-コレクトサービスは、商品配送時にデビットカードやクレジットカードによる支払いを可能にした佐川急便の決済サ

ービスです。商品発送から代引き金額の入金は最短で５日というスピード処理です。月締での決済も可能です。清算書明細

も専用ソフトでプリントアウトが可能なので帳票の整理も簡単です。 

申し込みや問い合わせは最寄りの佐川急便で対応してくれます。 

佐川急便 → http://www.sagawa-exp.co.jp/ 
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最後に／インターネットで稼ぐためには 

 

◆インターネットで稼ぐためには 

 

以上、ここまでにインターネットビジネスの基礎知識をご紹介しました。お役に立てましたか？ 

それでは最後にインターネットビジネスで「稼ぐ」ということについて少しだけ説明させて頂きます。 

 

 

実はほとんどの人はインターネットビジネスに取り組んでもなかなか稼げません。 

なぜか？ 

 

 

それは・・・簡単なことです。ほとんどの人は「サイトを開設するだけで売上が上がる」「ブログを書くだけでオーダーが

入る」「メルマガを発行するだけで物が売れる」「ツイッターでつぶやくだけで来店がある」と思っているからです。 

しかし、インターネットの世界はそれほど甘くはありません。 

 

サイト、ブログ、メルマガ、ツイッターといったソーシャルメディアの使い方を理解することは単にインターネットビジネ

スのスタートラインに立ったに過ぎません。 

 

 

それだけでは「問い合わせ」も「注文」もまず来ません。 



Copyright© ファーストアドバンテージ有限会社 All Rights Reserved.   
 

55 

通常の、インターネットビジネスは見込み客の発掘過程と説得の過程において対面販売が出来ません。 

これは通信販売と同じです。 

 

 

そしてインターネットビジネスの場合コンバージョンが１％なら極めて優秀な商売人、経営者、ショップ店長と認められま

す。 

 

 

コンバージョンが１％というのは「１００人のアクセスがあった場合、そのうちの１人が行動に至る（＝購入や資料請求）」

という意味です。インターネットビジネスの場合、このようにコンバージョンが１％ならその人はかなり優秀です。 

 

 

このコンバージョンの比率をインターネットビジネスの初心者の方に伝えると驚かれますが、これが事実です。 

（ネットセミナー等で「私がコンサルするとアクセスした人の半分は購入させることができる」と豪語する方がたまにいま

す。つまりコンバージョン５０％ということですが、そのコンバージョンを聞いただけでその人は実際にインターネットビ

ジネスで商売をしたことがない、ということがすぐに分かりますね。） 

 

 

コンバージョン１％を実現できるとインターネットで稼ぐことができますが、そのためには通販事業の戦略と戦術（いわゆ

るダイレクト・マーケティング）を学び、検証を繰り返す必要があります。 

 

 

実際にネットで稼いでいる人は「ネットマーケティングをむちゃくちゃ学んでいて、検証を繰り返して」います。 
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私自身も既に 7年ほどインターネットを使って売上を上げて生活をしていますが、今までには下の写真のようにいろいろな

教材や本、セミナーで勉強して知識を吸収して、実践して、経験値を上げてきました。 

 

（←まだこの３倍ほどの教材があります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、ダイレクト・マーケティングを学びながら下記のようなサイトやブログ、メルマガ、ツイッターを活用して、検証

を繰り返して実際にインターネットビジネスで稼ぐようになりました。 
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だから、もしあなたがこれからサイトやブログ、メルマガ、ツイッターを使って商売をしよう、あるいは副業でお小遣いを

稼ごうと真剣に思うならサイト、ブログ、メルマガ、ツイッターといったソーシャルメディアの使い方を理解するとともに、

ダイレクト・マーケティングについても学ばれることをお勧めします。 

 

そして、あなたがサイトやブログ、メルマガ、ツイッターを使って商売でがんがんと稼がれることを心から祈念しています。 

最後までお読み頂き誠にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

『インターネット業界の８人のスーパーカリスマが教えるダイレクト・マーケティングと 

インターネットビジネス成功の極意！“ヤニクシルバー記念セミナー完全版”ＤＶＤ』 

今でも私はこのＤＶＤを折に触れて、繰り返し見ながらダイレクト・マーケティングを 

学んでいます。このＤＶＤでは世界でもトップクラスのインターネット・マーケッター８人が 

登場しますが、ここで語られるマーケティングノウハウはインターネットのみならず実社会での 

商売にも十分に応用できます。真剣にインターネットビジネスに取り組みたい！本気でそう思って 

いる方は必視必聴です。↓ ↓ 

http://www.middleage.jp/ynk/ynk.html 

http://www.middleage.jp/ynk/ynk.html
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■プロフィール（以下、書籍のプロフィール欄から抜粋） 
酒井とし夫 
１９６２年４月１０日生まれ。新潟在住。現在、マーケティング＆トレーディングカンパニー

「ファーストアドバンテージ有限会社」代表取締役。立教大学社会学部卒業後、中堅広告代理

店勤務。その後、広告制作会社を設立。以降、広告制作、モデル派遣事業、撮影ディレクショ

ン、アイデア商品販売、キャラクターグッズ販売、露天商、パソコン家庭教師派遣事業、パソ

コン・スクール事業、トレーディング・インストラクション事業、インターネット通販、コン

サルティング事業等数々のビジネスを立ち上げる。ビジネスやトレーディングに関する

E-Book やマニュアル、ＣＤ、セミナーＤＶＤを５年間で１万３９００本以上販売した情報起

業家として、また、小さな会社の経営者や起業志望者を応援するコンサルタント、アドバイザー、講演者として大いに注目

されている。読者数２万６千人（２０１０年０６月現在）を超える殿堂入り人気メルマガ「１分で学ぶ!小さな会社やお店の

集客・広告宣伝・販促」の作者として、月間ＰＶ１万５千人超えのブログ「集客方法とキャッチコピーと広告宣伝の秘訣」

のブロガーとしても活躍。出版書籍の「小さな会社が低予算ですぐにできる広告宣伝心理術」（日本能率協会マネジメント

センター刊）はアマゾン書店でマーケティング部門１位を獲得。そして、「売れるキャッチコピーがスラスラ書ける本」（日

本能率協会マネジメントセンター刊）も広告宣伝部門第１位を獲得。 
 

■メルマガ「小さな会社やお店の集客・広告宣伝・販促」 http://www.mag2.com/m/0000257876.html 

■ブログ「商売心理学」 http://ameblo.jp/admarketing/ 

■ツイッター  http://twitter.com/to_shi_o 
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（法律上の記述） 

本書の著作権はファーストアドバンテージ有限会社と本書の著者である酒井とし夫に帰属します。 

 

本書の一部、あるいは全部を著作権者の事前の書面による許可なく、あらゆるデータ蓄積手段（印刷物、電子ファイル、

ビデオ、テープレコーダー、ＤＶＤ、ＣＤ等）により複製、流用、転載、転売（オークションを含む）、無料配布、再販等

を行なうことを禁じます。 

 

 本書は適切な情報提供を目的としており、著者は本書の主題に精通していますが、本書の内容は専門的な経営上のアドバ

イスを提供するものではありません。また、企業経営における特定の利益、効果を保証するものではありません。法律上、

また経営上のアドバイスが必要な場合には専門家のサービスを受けてください。 

 

 本書の読者が経営上の判断を行なう場合には、読者本人の責任において決断してください。本書の購入によってなされた

ビジネス上の決断に起因する結果についてはファーストアドバンテージ有限会社ならびに本書の著者は一切の責任を負い

ません。 

 

以上 


