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初めまして。住田と申します！ 

まず当レポートをダウンロード頂き、世界中の６６億人の中であなたとのご縁を頂くことができたことを

心から感謝致します！ 

 

 

「メルマガ読者を増やすために無料レポートを作成しましょう！」 

様々なメルマガアフィリエイト系の商材でこう言われていますが、初心者の方が一番最初に立ち止まって

しまうのはこの「無料レポート作成」ではないでしょうか？ 

 

 

「無料レポートってどんなことを書いたらいいの？」 

「なんか難しそう・・・」 

「いろいろと忙しいし、時間もないし・・・・」 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

なんて感じで、 

 

結局一つも無料レポート作れないまま！！ 

メルマガ読者も増えないまま！！！ 

 

こんな方はたくさんいらっしゃると思います。 

 

この無料レポートが、ほんの少しでもあなたの一つ目もしくは二つ目以降の無料レポート作成のきっかけ

になれば本当に嬉しいです。                  

 

住田進 
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使用上の注意 

【著作権について】 

本書は著作権法で保護されている著作物です。  

本書の使用に関しましては、以下の点にご注意ください。  

 

■本書の著作権は、住田進 に属します。  

            

■著作権者の事前許可を得ずに、本書の一部または全部を 

印刷媒体、画像媒体、インターネット媒体、講演会等に著作権者の 

許可なく複製、転載、転売することを固く禁じます。 

 

■ 上記に違反した場合は、法的手段を取る場合があります。ご注意下さい。 

 

 

【免責事項】 

本レポートの情報によっていかなる損害が生じた場合においても、一切の責任を負うものではありませ

ん。 
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■第１章 細かいスケジュールを立てる 
 

まず細かいスケジュールを立てておくと、何をいつまでにすればいいのかがはっきりし、作業も効率的にな

ります。 

  

スケジュールを立てるポイントは、「1 週間以内に無料レポートを作成する」といったおおまかなスケジュー

ルではなくて、細かい作業ごとのスケジュールを立てることです。 

 

そして、スケジュールを立てたら、とにかくそのスケジュール上の作業に集中することが

大事です。 

（特にレポートのねたを探すときには、面白そうな情報があるとそのたびにそちらに気が散ってしまい結局

情報収集だけで終わってしまいがちです。途中でみつけた面白そうな情報はチェックだけして、後日確認

するようにしましょう。） 

 

 

例えば、私が初めて無料レポートを作成したときのスケジュールはこんな感じでした。 

 

【１日目】 作業時間 ２時間半 

２１：００～２１：３０ レポート作成に必要なソフトをダウンロードする。 

 

２１：３０～２３：００ まぐぞう（無料レポートスタンド）で興味のある初心者向けでかつ同じジャンルに

ついて書かれた無料レポートを 5 つダウンロードして線を引きながら読む。 

              （時間がなかったので 50 ページ以上のものはパスしました。） 

 

２３：００～２３：３０ ダウンロードした無料レポートを参考にしてワードで無料レポートの雛形を作る。

（題名・はじめに・注意事項・目次・本文の 5 ページのみの簡単なもの） 

 

 

 

【２日目】 作業時間 ２時間 

２１：００～２２：００ 昨日ダウンロードした５つの無料レポートをもう一度読みながら、目次などの大ま

かなレポートの流れを書く。 

 

２２：００～２３：００ ５つのレポートの大事なところを自分の言葉でまとめてレポート完成！ 
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【３日目】 作業時間 １時間半 

  ２１：００～２２：００ まぐぞうの無料レポートランキング等を参考にしながら、無料レポートのタイトル

を決定。 

   

２２：００～２２：３０ ＰＤＦファイルに変換 

 

 

題名や目次のページも含めて１０ページほどのレポートでしたが、３日間にわたり、合計６時間かかりま

した。（これは人によってまちまちなので、あくまでひとつの例として参考にして下さいね。） 

 

 

 

 

 

■第２章 必要なソフトをダウンロードする 
 

 しっかりとスケジュールを設定されたら、後はそのスケジュールに沿って無料レポートを作成する作業に

没頭しましょう！ 

 

 まずは無料レポートを作成するために必要なソフトをご紹介します♪ 

 

① ワードソフト 

マイクロソフトのワードを私用するのが一般的です。 

お持ちのパソコンにワードがインストールされていない方は無料のワードソフトを下記からダウンロード

して下さい。 

↓ウィンドウズ版・マック版・リナックス版があります。 

http://ja.openoffice.org/download/2.2.1/index.html 
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② 画面チャプターソフト 

パソコンの画面をそのまま画像に変換してレポートに貼り付けるためのソフトです。 

画面上の操作説明などをする時などとても便利ですよ♪ 

↓WinShot 

http://www.woodybells.com/winshot.html        

 

 

      ↑こんな感じでレポートに貼り付けることができます♪ 

 

 

 

③ PDF ソフト 

私は「Primo」という無料ソフトを使っています。このソフトはリンクを貼れるので便利です。 

ダウンロード方法等はこの無料レポートがとてもわかりやすかったです！ 

→http://tinyurl.com/yumt6m 
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■第３章 ねたを探す 
 

準備が整いましたら、次はレポートのねた探しです。 

ここでは、５つのねた探しの方法をご紹介します。 

 

１）複数の無料レポートを読んでためになった情報をまとめる 

  まず、複数（5～10 本くらい）の「初心者向け」でかつ「同じジャンルについて書かれた」無料レポー

トをダウンロードし、熟読しながら大事なところを赤線を引いたり、メモにとって下さい。 

   

  そして、5～10 本のレポートの中であなたが役に立ったことをまとめて、一つのレポートにします。 

   

  ここで気をつけて頂きたいのは、文章などをそのまま抜き出しての転用などは絶対にしないでくだ

さい！著作権の侵害になります。あくまで、内容を自分の中で消化した上で自分の言葉でまとめる

よう心がけて下さい。 

 

２）お役立ちリンク集レポートを作る 

  例えばブログ作成者に役立つサイトやツール・雑誌などを紹介した無料レポートを作成するのも一

つの方法です。 

  当レポートの第 2 章は無料レポート作成に必要な無料ソフトのご紹介をしています。 

 

３）サイトやツールの使い方などを自分の経験をもとにまとめる。 

  例えばあなたが、「まぐぞう」への発行者登録まで完了しているとすると、そのあなた自身の経験を

もとに「まぐぞう」登録方法の無料レポートを作成するなど、あなたが現時点で経験したことのあるこ

とのマニュアルをまとめる方法です。 

 

４）本やサイトから役立つ情報を集める 

  下記のような豆知識的なサイトなどを情報源の一部にするのも一つの手だと思います。 

   

↓ブログの豆知識等について書かれてるブログです。 

    http://jp.blogherald.com/ 

 

   ↓様々なジャンルの情報があります。 

    http://netafull.net/ 
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■第４章 とにかく書き始める 
 

これが本当に大事です！ 

一番多いパターンは、ねた探しが盛り上がってしまい、『無料レポートの作成』という大目標を見失ってし

まうことです。 

 

とにかくある程度のねたが集まったら、インターネットは閉じて、レポート作成に

すぐさま取り掛かりましょう！ 

  

 

 

■第５章 無料レポート作成の注意点 
 

○ 目次を最初に書くことを心がけると、レポートの全体像をイメージしやすいです。 

 

○たくさんダウンロードされているレポートはやはりタイトルにインパクトがあります。無料レポートスタン

ドのダウンロードランキング上位のタイトルなどを見て研究しましょう。 

 

○ 読む方が実行しやすいようできるだけ難しい表現は避け、具体的に書きましょう。 

 

○ あなたが「実際にこの情報は役にたってるなぁ。」と思える情報を書きましょう。 

→あまり難しく考えずに、自分にとって有益だった情報を読者の方にシェアする気持ちで書け

ばいいと思います。自分が役に立った情報をその情報を知らなかった１週間

前・１ヶ月前の自分に教えてあげるように書けば書きやすいですよ。 
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おわりに 

 

無料レポートは書けば書くほど、読者も作者自身も成長できるものだと思います。 

 

無料レポートを書くために色々な役立つ情報を収集して実践し、それを１週間前、１ヶ月前の自分と同じ

ように悩んでいたり、頑張っている方にシェアする。 

 

それを繰り返していくと、たくさんの良いご縁を頂くこともできます。 

 

 

 

よく、「ギブ ＆ テイク」っていいますが、 

 

私は「ギブ ＆ ギブ ＆ ギブ ＆ ギブ・・・・」を心がけていれば 

「テイク」は不思議と勝手にギブしたところとは違う方向からも降って

くるものだと信じています。 

これは人生でもビジネスでも同じだと思います。 

 

無料レポートもまさにその「ギブ」の一環です。 

いつか必ずあなたの元にその「ギブ」は「テイク」となって返ってきますよ♪♪ 

 

頑張ってたくさんの人のためになる無料レポートを書いていきましょう！！ 

 

 

最後に改めて、この広い世界の中であなたとのご縁を頂けたことに心から感謝致します。 

 

 

住田進 


