
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よくわかる初心者の為のインターネットマーケティング 
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『これだけははずせない！インターネットを使ったビジネスをする時の心得』  

 

■インターネットに関連する法律 
ビジネスを行う場合に一番避けなければいけない事は、法を犯して『刑事罰』を受けることである。 

そのようにならないためにも、法律はまず押さえておくべきポイントである。 

 
１ 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（ＩＴ基本法）

  
高度情報通信ネットワーク社会形成のための、人材の育成・電子商取引の促進・電子政府及び電子自治体 

等の推進等を定めている。（すべての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現をめざすため） 

 

２ 

 

書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律（ＩＴ書面一括法）

  
書面の交付や書面による手続きを義務付けている法律を改正し、電子メール等の電子的手段も認めること 

で、電子商取引の推進を図った法律。 

 

３ 

 

不正アクセス行為の禁止等に関する法律（不正アクセス禁止法）

  
不正アクセス行為を禁止するとともに、罰則・再発防止のための措置を定めることにより、高度情報通信社 

会の健全な発展に寄与することを目的としている。 

 

４ 

 

電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律（電子契約法）

  
電子商取引の契約成立時期を発信主義から到達主義に転換し、電子消費者契約における錯誤無効制度 

の特例として、消費者の契約無効の主張に対する事業者の重過失反証の制限を定めている。 

 

５ 

 

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 

（プロバイダー責任法）

  
特定電気通信による情報の流通に権利の侵害があった場合について、プロバイダー等の損害賠償の制限 

及び発信者情報の開示を請求する権利について定めている。 

 

６ 

 

著作権法  

  著作物に対する権利、いわゆる著作権を定めたものであり、権利者には著作権者と著作隣接権者がいる。 

 

７ 

 

特定商取引に関する法律（特定商取引法）

  訪問販売法が改正され、通信販売業者の表示義務などを定め、特定商取引法に名称変更された。  

 

８ 

 

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律（迷惑メール防止法）

  広告の送信を請け負っているメールを大量に送信するメール送信代行業者を規制するもの。 
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http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO144.html
http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0001048/0/1020syomen.pdf
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO128.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO095.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO137.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO137.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51HO057.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO026.html
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（＊前ページ：生活文化局消費生活部発信情報より） 

●特に、６，７，８番が一般的なもの。まずはこの３つを遵守することを忘れないこと。 
 

■ビジネスチャンスの可能性は無限大 

今の日本では、パソコン本体、扱うソフトの低価格化によって、インターネットビジネスを誰もが簡単に 

始められる。インターネットビジネスの主なメリットとして・・・ 

 

 低コストによる参入（オープン）が可能 
 少人数でも開店可能 
 在宅による無店舗販売が可能 
 接客時間のタイムラグによる時間的な自由 
 受注受付が３６５日２４時間可能 
 地域的な格差が少なく、世界を相手にビジネスができる 
 失敗してもローリスク 
 起こしたアクションに対する結果が早い 
 顧客との距離が近くなる 
 オリジナルやプライベートブランドなどの製品開発も可能 
 オンリーワン、差別化のできるビジネスが成り立つ 
 

 

■扱う商材を考え、事前リサーチや準備

ビジネスの基本は【人・モノ・お金】である。これらをどのように

（ホームページ）という商店を構え、インターネット上でビジネス

 

チェックポイント：その１ 

 あなたが扱おうとする製品は、形があるものか？それとも形がない
 それらの製品は自社生産をするのか、他からの仕入れが必要なの
 

1. 製造に関して・・・・・製造原価価格、製造や発注にかかる日数
               受発注のやり取りの方法、代金の決済方法

2. 輸入製品の取り扱い・・・・・各国の商習慣の違いがあるので、
3. リサイクル品の取り扱い・・・・・営業を開始しようとする場所を所

「古物商取引の許可」を得る。 

     ＊その他、登録免許が必要な事業かどうかも調査すること。 
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ビジネスの三大要素 

【人・モノ・お金】に関する流

れがスムーズであり、かつ 

必要経費が少なくできる！ 
を行う 

ミックスして、ＷＥＢサイト 

を行うか？を考える。 

ものか？ 

か？ 

、人件費、送料、最小のロット数、 

など・・・を先に調べる。 

取り扱い要注意。 

轄する警察署に申請をし、 

3
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チェックポイント：その２ 

 扱おうとする製品は、類似品が世の中に存在しているものか？ 
 すでにヒットしているもの（認知されているもの）か？、それともまだ需要は少ないか？ 
 競合製品・競合他社が存在する場合、あなたの製品とどこが違うのか？ 
その違いはわかりやすいか？ 

 

（消費者が存在する場所）市場がすでに存在していれば、あとはその市場に対して積極的に 

アピールすればよい。しかし、市場がまだ出来上がっていない場合は、売り上げに時間がかかる。 

 

 

チェックポイント：その３  

 ＷＥＢサイト（ホームページ）を自社で運営するのか？、ショッピングモールへの出店型にする 
のか？ 

 オークションサイト上にホームページを持つのか？ 
 

事業活動にかけられるあなたの時間、初期投資可能額、扱う製品の内容・単価、市場での 

人気度合い、製品の生産・仕入れと流通のスムーズさ、などを考えてから上記のどのタイプ 

で開始するか？を検討。 

 

 

チェックポイント：その４  

 すでに商品サンプルや写真が手元にあるか？ 

©Youko Ishino All rights reserved 4

 実際に商品としての完成度は高いか？それとも改良が必要か？ 
 

1. 商品サンプルや写真があれば、ホームページの製作は早い。 
2. 完成品で無いものは、まずはサンプルだけでも完成させておく。 
（あとでクレームが来ないように） 

 

 

チェックポイント：その５  

 ＷＥＢサイト（ホームページ）の屋号（いわゆる商店名）は決まっているか？ 
 同じ名前や似ている商号は無いか？ 
 類似商標に当てはまりそうな所はないか？ 
 

個人事業にしても、法人事業にしても、いずれも名前が必要である。まずは、ヤフーなどの検索 

サイトを使って調べてみる。類似商号などで訴えられないためにも必須項目である。 

＊ 事業を行う同じ市町村区内で、同業者が、同じ商号、類似の商号を使ってはいけない。 

＊ 類似商標に関しては、特許庁や裁判所が判断を下すため、正式に言えば、特許事務所 

に調査の依頼をすることをお勧めする。 
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『ＨＰを作る前に知らないと損をする大事なポイント！』 
 

■前提：  

①ホームページ（ＷＥＢサイト）を作ることが目的ではない。それは『何かを行うための手段』であり、 

誰にでも簡単に活用できる一つの道具だと思うことが大切！。 

 

②『無人の空間』をいかにして『有人のような空間』に仕立て上げることができるか？がポイント！ 

・・・例えば、色使い、伝わってくる温度、言葉の並び、など、長くお邪魔していたいなぁと 
思ってもらえるＷＥＢサイト作りを意識する。 
 
 

■ヒットするＷＥＢサイトの作り方①：（考え方編） 

ＷＥＢサイトを使って事業を行う場合に、一番最初に意識しておくこととは？ 

作ったＷＥＢサイトに、多くの人が通りたくなる動く歩道 を作り出せるか！ である。 

 

これが大事だよ！：その１ 
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1. 商品やサービスの販売なのか 
2. コミュニティ作りなのか 
3. 自分のブランディングなのか 
4. ただのインフォメーションなのか 
5. ユーザーサポートなのか 
6. 見込み客作りなのか 

 あなたはＷＥＢサイトを使って、いったい何をするのか？・・・ますは目的を明確にする 
 

 

 

これらを明確にし、 

ＷＥＢサイトに、どんな情報や 

システムが必要になるか？ 

を見極める。 

                                    

 

 

 

 

さぁ、あなたはどれをまず目指しますか？ 

 

 

 

これが大事だよ！：その２ 

 商用（ビジネス用）として、ＷＥＢサイトを使う場合、最大の目的は『売り上げをあげる事』。 
 そして、商売繁盛させるために、効果的に活用するビジネスツールだと思うことである。 
 

毎日、新しいお客様にどこかで、ＷＥＢサイトの存在知ってもらえるようなシステムを早く作りだす！ 
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商売繁盛の基本形 

ＷＥＢ 
見込み客 新規顧客 ユーザー 

サイト 

まずは、この数が 

全てに影響を与える

ということだ！ 

増加 
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ということは・・・ＷＥＢサイトで目的を果たすためには 

 

①『自分が（会社が）提供している事柄に対して興味を抱く人（見込み客）に、どれだけ多く出会い、 

ＷＥＢサイトの存在をＰＲできるか？ 

②訪れた見込み客に、瞬時に『安心材料』を与えられるか？  

③ＷＥＢサイト全体に、『プッシュ戦略』と『プル戦略』を入れ、見込み客の決断をサポートしてあげる。 

 

＜今日の大原則＞ 

どんなにすばらしい商品やサービスも、知ってもらえなければ無い（存在しない）のと同じ！ 

 

 

 

最初から検索サイトの上位にヒットされることを意識した、 

ＷＥＢサイト構築をするべし！ 

 

■ ＷＥＢサイト関連のなるほど講座：（独自ドメインについて） 

 ドメイン取得者の個人情報の閲覧は世界中に点在する「ＷｈｏｉｓＤＢ（ドメインオーナーデータベース）」 

を利用すれば可能だ。「簡単に言えば『逆引き電話帳』のようなもので、名前を入力すれば住所・氏名・ 

電話番号などの連絡先情報が閲覧できます」（ネットワーク技術者：坂田孝行氏）。つまり、ドメイン取得 

者はネット上で必ず身元を一般公開されてしまうのだ。 

リピーター ここが繁盛ゾーン → 

増加 

● つまりは、ＷＥＢサイトも商品だと思うこと！ 

● そして、検索サイトで上位に、頻繁に現れることも、大事なのである！
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■ヒットするＷＥＢサイトの作り方②：（技術編） 

ＷＥＢサイトの中身も大事だが、上位検索対策（ＳＥＭ＝サーチエンジンマーケティング）を 

頭にいれると、最初の名前（ドメイン名）を考えることからも手を抜かない。 

これが大事だよ！：その３ 
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1. 独自ドメイン（http://●●●●.●●.●●/）を考えるときのポイント 
検索サイトで検索結果を表示するときは、 

『数字の若い順 → アルファベットの若い順 → 読み方の五十音順』の順に表示される 

■だから、最初に若い数字か若いアルファベットをドメイン名やサイト名に入れると良い。 

 

2. ドメイン名を一括で調べる方法 
 

 

 

■ｇＴＬＤドメイン 

  gTLD ドメインとは「Global Top Level Domain」の略で、日本語では「一般トップレベルド 

メイン」と呼ばれています。gTLD は、国や地域の概念のない、世界中を対象としたドメイン名。 

●ドメインの種類 

  .com：営利団体、 net：ネットワーク管理団体、 org：その他の団体を指しています。 

■属性型・地域型ドメインって？ 

  属性型・地域型ドメインとは、組織や個人が登録出来る「一般地域型ドメイン名」と 

  「地方公共団体が登録出来る地方公共団体ドメイン名」の総称を指しています。 

.ac.jp 
学校教育法及び他の法律の規定による学校、大学共同利用機関、大学校、職業訓練校、  

学校法人、職業訓練法人。 

.co.jp 

株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、相互会社、特殊会社、その他の会社及び信用金

庫、 

信用組合、外国会社（日本において登記を行っていること。） 

.ed.jp 
保育所、幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、 

専修学校、及び各種学校のうち、主に 18 歳未満を対象とするもの。 

.go.jp 日本国の政府機関、各省庁所轄研究所、特殊法人（特殊会社を除く）。 

.gr.jp 複数の日本に在住する個人または日本国法に基づいて設立された法人で構成される任意団体。

.ne.jp 
日本国内のネットワークサービス提供者が、不特定または多数の利用者に対して営利または 

非営利で提供するネットワークサービス。 

.ad.jp JPNIC 正会員、指定事業者等。 

  

.or.jp 

財団法人、社団法人、医療法人、監査法人、宗教法人、特定非営利活動法人、 

特殊法人（特殊会社を除く）[*1]、農業協同組合、生活協同組合、その他日本国法に基づいて 

設立された法人、国連等の公的な国際機関、外国政府の在日公館、外国政府機関の 

在日代表部その他の組織、国連 NGO またはその日本支部。 

 

 

 

 

 

 
 
 ■インターシーク http://www.comax.jp/interseeker/ 

取得可能なドメインを一括で調査できます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://��������.��
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これが大事だよ！：その４ 

 いくつかのドメインの候補ができたら、主要な検索サイトで、そのドメイン名を入れて検索してみる。 

 その際に、似ているサイト名があったり、同じようなサービスを提供しているところがあったら、 

場合によっては、ドメイン名を検討しても良いと思う。 

 

    何億という数のＷＥＢサイトの中で、あなたのＷＥＢサイトがキラッと目立つためには、 

できるだけ差別化が要求される。また、類似商標、類似商号の危険もあるので、まずは調査 

して損はなし！ 

 

これが大事だよ！：その５ 

 いよいよサイトの中身を考えていく作業に移る。その際に、まずは世の中のＷＥＢサイト、 
特にライバルを見つけてリサーチをする。 

 あなたが行おうとする商売に関連するキーワードをいくつか考えて、箇条書きにする。もしくは、 
それらのＷＥＢサイトを見つけるときに、どんなキーワードを入れて検索をするか？を考えてみる。 
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 そして、実際に検索サイトで検索をかけ、上位にあがっているＷＥＢサイトを２０社くらいチェック。 
 

1. ＷＥＢサイトのタイトルにはどんな言葉を使っているか？ 
2. 実際のコンテンツ（商品やサービスの中身、価格、実績など）はどんなものか？ 
3. 色使い、デザイン、などもチェック 
4. あなたの商品との差別化はどんな風にしたらよいか？も少し考えながら・・・ 
5. あなたのＷＥＢサイトに、どんなホームページの種類が必要か？も考えながら・ 

 

■Ｙａｈｏｏ！の検索サイト上でのライバル社リサーチ法：以下のカテゴリーから検索 

エンターテインメント  

映画,音楽,芸能人,コミック,占い ...  

メディアとニュース  

テレビ,ラジオ,新聞,雑誌 ... 

趣味とスポーツ  

アウトドア,ゲーム,車,スポーツ,旅 ...  

ビジネスと経済  

ショッピング,B2B,雇用,金融 ...  

芸術と人文  

写真,建築,美術館,歴史,文学 ... 

各種資料と情報源  

図書館,辞書,郵便,電話番号 ... 

生活と文化 

子ども,環境,グルメ,障害者 ...  

コンピュータとインターネット 

ハードウェア,ソフトウェア,WWW ...  

教育  

大学,専門学校,小中高,資格 ...  

政治  

政治,行政,国会,法 ... 

健康と医学  

病院,病気,ダイエット ...  

自然科学と技術  

動物,エコロジー,地球,天文,工学 ... 

社会科学  

経済学,社会学,言語,政治学 ...  

地域情報  

日本の地方,世界の国 ... 

http://www.yahoo.co.jp/r/cet
http://www.yahoo.co.jp/r/cmf
http://www.yahoo.co.jp/r/cmc
http://www.yahoo.co.jp/r/ctp
http://www.yahoo.co.jp/r/cca
http://www.yahoo.co.jp/r/cdv
http://www.yahoo.co.jp/r/cns
http://www.yahoo.co.jp/r/ctv
http://www.yahoo.co.jp/r/cro
http://www.yahoo.co.jp/r/cnp
http://www.yahoo.co.jp/r/cmz
http://www.yahoo.co.jp/r/crc
http://www.yahoo.co.jp/r/cod
http://www.yahoo.co.jp/r/cgs
http://www.yahoo.co.jp/r/cam
http://www.yahoo.co.jp/r/csp
http://www.yahoo.co.jp/r/ctr
http://www.yahoo.co.jp/r/cbe
http://www.yahoo.co.jp/r/csh
http://www.yahoo.co.jp/r/cbb
http://www.yahoo.co.jp/r/cew
http://www.yahoo.co.jp/r/cfi
http://www.yahoo.co.jp/r/car
http://www.yahoo.co.jp/r/cpg
http://www.yahoo.co.jp/r/cat
http://www.yahoo.co.jp/r/cmg
http://www.yahoo.co.jp/r/chi
http://www.yahoo.co.jp/r/cli
http://www.yahoo.co.jp/r/crf
http://www.yahoo.co.jp/r/clr
http://www.yahoo.co.jp/r/cds
http://www.yahoo.co.jp/r/cpi
http://www.yahoo.co.jp/r/cpa
http://www.yahoo.co.jp/r/csc
http://www.yahoo.co.jp/r/cch
http://www.yahoo.co.jp/r/cen
http://www.yahoo.co.jp/r/cfd
http://www.yahoo.co.jp/r/cda
http://www.yahoo.co.jp/r/cci
http://www.yahoo.co.jp/r/chw
http://www.yahoo.co.jp/r/csw
http://www.yahoo.co.jp/r/cww
http://www.yahoo.co.jp/r/ced
http://www.yahoo.co.jp/r/cuv
http://www.yahoo.co.jp/r/cvs
http://www.yahoo.co.jp/r/ck1
http://www.yahoo.co.jp/r/ces
http://www.yahoo.co.jp/r/cgo
http://www.yahoo.co.jp/r/cpo
http://www.yahoo.co.jp/r/cag
http://www.yahoo.co.jp/r/clb
http://www.yahoo.co.jp/r/clw
http://www.yahoo.co.jp/r/che
http://www.yahoo.co.jp/r/cho
http://www.yahoo.co.jp/r/cdc
http://www.yahoo.co.jp/r/cdi
http://www.yahoo.co.jp/r/cse
http://www.yahoo.co.jp/r/cap
http://www.yahoo.co.jp/r/cey
http://www.yahoo.co.jp/r/cea
http://www.yahoo.co.jp/r/cas
http://www.yahoo.co.jp/r/ceg
http://www.yahoo.co.jp/r/css
http://www.yahoo.co.jp/r/cec
http://www.yahoo.co.jp/r/cso
http://www.yahoo.co.jp/r/cla
http://www.yahoo.co.jp/r/cps
http://www.yahoo.co.jp/r/cre
http://www.yahoo.co.jp/r/clo
http://www.yahoo.co.jp/r/cco


NPO 法人ライフデザイン研究室  

トップ >  

ビジネスと経済  

Y ahoo!カテゴリ 

インターネットビジネス関連情報  

起業、中小企業経営 (228)  

企業倫理と企業の社会的責任 (CSR) (45) 

企業 (103) 

金融と投資 (2898)  

経済学  

経済史  

経済統計と経済指標  

交通  

国際経済 (45) 

消費者保護、消費者情報 (123)  

職業と雇用 (771)  

税  

知的財産権  

電子商取引 (32) 

ビジネスマナー  

品質規格  

不動産 (211)  

貿易 (141) 

マーケティング、広告 (66) 

労働 (281)  

コンベンションと会議 (128)  

雑誌 (31) 

団体 (329) 

ニュース   

ビジネススクール (29) 

ビジネス図書館 (12) 

リンク集と総合情報 (67)  

ショッピングとサービス (55675)  

企業間取引 (BtoB) (35467)  

個人間取引 (60)  

 

  

 

上記のカテゴリーの階層をどんどん掘り下げて行き、あなたのＷＥＢサイトがどのカテゴリーに納まると 

都合がよいのか？・・・を考える。そして、たどり着いたカテゴリーの中で、上位２０社くらいをチェックして 

いくといろんなヒントが出てくるはずだ！ 

 

 

『メールマガジンやメール広告を書く時のはずせない３つの視点』  
 

１）ぞくぞくするようなキャッチーなタイトルを考えよ！ 
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http://rd.yahoo.co.jp/directory/path/?http://www.yahoo.co.jp/
http://dir.yahoo.co.jp/Computers_and_Internet/Internet/Business_and_Economics/
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Entrepreneur_and_Small_Business_Administration/
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Ethics_and_Corporate_Social_Responsibility__CSR_/
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Ethics_and_Corporate_Social_Responsibility__CSR_/
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Companies/
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Finance_and_Investment/
http://dir.yahoo.co.jp/Social_Science/Economics/
http://dir.yahoo.co.jp/Social_Science/Economics/History/
http://dir.yahoo.co.jp/Social_Science/Economics/Statistics_and_Indicators/
http://dir.yahoo.co.jp/Recreation/Travel/Transportation/
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/International_Economy/
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Consumer_Advocacy_and_Information/
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/
http://dir.yahoo.co.jp/Government/Taxes/
http://dir.yahoo.co.jp/Government/Law/Intellectual_Property/
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Electronic_Commerce/
http://dir.yahoo.co.jp/Society_and_Culture/Etiquette/Business_Manner/
http://dir.yahoo.co.jp/Reference/Standards/Quality/
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Real_Estate/
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Trade/
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Marketing_and_Advertising/
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Conventions_and_Conferences/
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Magazines/
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Organizations/
http://dir.yahoo.co.jp/News/Business/
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Business_Schools/
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Business_Libraries/
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Directories/
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Shopping_and_Services/
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Business_to_Business/
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Business_to_Business/
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Classifieds/
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毎日、活字とビジュアルのオンパレードのように情報が飛び交っている。その中で、もしあなたが 

何かのメッセージを発信するのであれば、よほどキラリと光る要素をもたせないと、人々は振り向い 

てはくれないと思ったほうが良い。 

 

 鳥肌がたつくらいにカッコイイか？ 
 アレっって思わせるような意外性はあるか？ 
 今までに聞いたことが無いような言葉の響きか？ 
 専門用語が入りすぎてはいないか？ 
 スッキリとしているが、ドキっ！とするようなインパクトがあるか？ 
 

 

２）文字の装飾（ヘッダーとフッター）はポップか、エレガントに！ 

せっかく考え付いたかっこいいタイトルならば、もう少し工夫したいもの。つまり、タイトルに 

立派な額縁を付けてあげるわけです。額縁が上品だと、中身もすごく上質なものに見えるでしょう。 

全く同じこと。だから、絵心を少し磨いて下さい。いわゆるヘッダーとフッターをアーティスティ 

ックに飾りつけするのです。 

（■□◆●○◎★☆～＋＊＜＞＃＿＿ ・・・とにかくいろいろ作ってみましょう） 

 

３）書く内容の前に、本来の書く目的とターゲットを念頭において！ 

メールマガジンであれば、まずは読者にとってメリットのある内容でなければ、多くの読者は得ら 

れません。自分本位のメッセージではすぐに飽きられてしまいます。 

 情報提供型の内容なのか？ 
 個人のキャラクターを売りたいのか？ 
 事業への見込み客を獲得したいのか？ 
 とにかく多くのコミュニティを作りたいのか？ 
 一つの研究テーマなどについてディスカッションしていくのか？ 
 

など、どんな戦略を持って発行するのか？を決めていきましょう。間違っても商品ばかりを売るよ 

うなことは避けましょう。読者は敏感に察知しますからね。 

メールマガジンへメール広告を出す場合は、必ず先方に読者層と読者数を確認してから発行する 

こと。もちろん広告金額も！多くは４段～５段くらいの長さで発行するため、限りなくインパクト 

が要求される。これも、ヘッダーを考える時と同じように望むべし！ 
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