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【誮か教えて！】 

必見！ 

無料レポート作成のための 

準備から登録とその後まで。 

 

《これを知らずして作業に入るなかれ！》 
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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松元茂樹に属します。 

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、丌正確な情報

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://get.adobe.com/jp/reader/ 

 

 

 

 

 

 

このレポートには「再配布権」をお付けしております。 

 

あなたはこの無料レポートを以下の配布条件に従って、自由に無料で配布する 

権利を有しますので、活用されて下さい。 

 

【配布条件】 

１．このレポートの内容を改変することはご遠慮下さい。 

２．無料レポートスタンドへの登録・有料で配布する行為は禁止致します。 

３．あなたのメール・ブログ・無料レポートへの特典として自由にお使い下さい。 

４．公序良俗へ反するサイトやメルマガでの配布を禁止します。 

http://get.adobe.com/jp/reader/
http://get.adobe.com/jp/reader/


【誰か教えて！】必見！無料レポート作成のための準備から登録とその後まで 

- 3 – 

Copyright (C) 2009 松元茂樹. All Rights Reserved. 

 もくじ 

 

ごあいさつ ........................................................................................................................................ 4 

第１章：準備 ................................................................................................................................... 6 

（１）文書作成ソフト ......................................................................................................... 6 

（２）ＰＤＦファイル作成ソフト ................................................................................. 8 

（３）なぜ「Word」なのか「Writer」なのか ...................................................... 9 

（4）練習 ............................................................................................................................... 10 

第２章：本文作成 ...................................................................................................................... 11 

（１）本文作成の手順について ................................................................................... 11 

（２）下書き ......................................................................................................................... 11 

（３）章立てを考えよう ................................................................................................. 12 

（４）手の込んだ作業に入ろう ................................................................................... 13 

第３章：ＰＤＦファイルの作成 .......................................................................................... 15 

第４章：表紙画像について ................................................................................................... 17 

第５章：無料レポートスタンドへの登録 ....................................................................... 18 

（１）無料レポートスタンドへの発行者登録 ...................................................... 18 

（２）無料レポートの登録 ............................................................................................ 22 

第６章：ＰＤＦファイルの差し替え ................................................................................ 27 

第７章：表紙画像の作り方 ................................................................................................... 28 

第８章：収集したリストの扱い方 ..................................................................................... 35 

第９章：無料レポートの見栄え .......................................................................................... 37 

第１０章：無料レポートを作成するマインドについて .......................................... 40 

第１１章：無料レポート作成に参考なる無料レポート .......................................... 42 

さいごに.......................................................................................................................................... 45 



【誰か教えて！】必見！無料レポート作成のための準備から登録とその後まで 

- 4 – 

Copyright (C) 2009 松元茂樹. All Rights Reserved. 

ごあいさつ 

 

この度は、私の無料レポートをダウンロードして頂きまして 

まことにありがとうございました。 

『ノウハウコレクターでも悠々楽々生活』 

を推奨しているのんきこと松元茂樹と申します。 

もしあなたがノウハウコレクターと 

呼ばれているのでしたら 

このレポートであなたが変わるきっかけの参考になれば 

私も幸せです。 

 

 

 

私のプロフィールはこちらをご覧下さい。 

↓ 

http://s-ter.net/nonki/c/00414.html

http://166tassei.seesaa.net/article/119976562.html
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はじめに 

この無料レポートを手にされたあなたは、『無料レポート』を作る価値を 

よくご存じの方だと思います。 

もしくは、 

『無料レポート』の作り方で、ちょっと悩まれている方かもしれませんね。 

いずれにしましても、無料レポート作成に興味を持たれていることには 

間違いありませんね。 

 

無料レポートで読者を集めて 

メルマガで有益な情報を発信し 

  読者とあなたの信頼関係を築く 

 

そこまで判っていても無料レポートが作れない。 

作れたとしても、その後どうしていいか判らない。 

もしくは迷っている・・・。 

 

そんなあなたに、その手順を解説した本無料レポートを作成致しました。 

 

基本的なことをまとめておりますので、作業のステップや進捗状況に合わせて 

ご利用頂けたら作者としては大変嬉しい限りです。 

 

では、本編スタートします(^o^) 
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第１章：準備 

 

（１）文書作成ソフト 

最終的に無料レポートは「ＰＤＦファイル」というものにしなければ 

なりません。 

そのためにはまず文書作成用のソフトを使います。 

  

そのソフトですが、ほぼマイクロソフト社の「Word」か、OpenOffice.org

の「Writer」かのどちらかになると思って下さい。 

 

「Word」に関しては、パソコンに最初から入っているか、別途有償で購入 

することになります。 

「Writer」に関しましては、インターネット上からダウンロードできる 

無償のソフトです。 

 

どちらが使いやすいかについては、使われた本人が使いやすいと思ったものと

なりますので余裕があれば練習も兹ねてソフトを操作してみて下さい。 

 

それで、一長一短ありますが、個人的には「OpenOffice.org の Writer」に 

慣れておいた方が今後のことを考えた時良いのではないかと思っております。 

理由は単純で「OpenOffice.org」は無料で入手出来るから。 

しかも機能はマイクロソフト社の Office ソフトと通常使う程度であれば 

全く支障がないからです。 
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バージョンアップしていつか使えなくなってしまったり、現在出ている 

Office2007 のように使い勝手かがらっと変わってしまって、操作にとまどった

りすることを考えるとどちらがいいかということです。 

 

 

 

【お断り】 

この無料レポートでは文書作成ソフトの使い方の解説は入れておりませんの

で使い方については別途お調べ頂ければと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【誰か教えて！】必見！無料レポート作成のための準備から登録とその後まで 

- 8 – 

Copyright (C) 2009 松元茂樹. All Rights Reserved. 

（２）ＰＤＦファイル作成ソフト 

（１）の冒頭で申しましたが「無料レポートは最終的に「ＰＤＦファイル」 

というものにしなければならない」という点を考慮しておかなければなりません。 

最近パソコンを購入されて、最初から入っている「Word」のバージョンが

2007（vista 対応）のものであれば、ＰＤＦへの出力機能があります。 

しかしそれ以前のバージョンですと、その機能は付いておりませんので、 

別途ＰＤＦ作成ソフトを購入するか、インターネット上でＰＤＦに変換して 

くれるソフトないしサイトを探さなければなりません。 

 

一方、OpenOffice.org の「Writer」であれば最新の 3.1 には「ＰＤＦへ 

エクスポート」という機能が付いておりますので、別途用意する必要はありま 

せん。 

また以前のバージョンがどうかは調べておりませんが、最新バージョンに 

上げることにより対応可能ですから、この際最新版に上げておきましょう 

（無償ですのでこのあたり負担がないのがいいですね（笑））。 

 

こういった面でも「OpenOffice.org」の方が無駄な費用がかからないという

メリットが生まれてきますから大きいですね。 

 

PDF ソフトの入手については、このような形での入手となりますが、 

ＰＤＦ化するときに考慮しておかなければいけないことがあります。 

それは、ＰＤＦファイルの大きさ（サイズ）なんですがそれがなぜなのか、 

合わせて、サイズをきちんと調整するためにはどうしたらよいかは、第３章 

でご説明致します。 
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（３）なぜ「Word」なのか「Writer」なのか 

もう使われるソフトがお決まりでしたらここは飛ばして頂いて構いません。 

とりあえず知っておいて頂いて納得して作業を進めたほうがよろしいかと思いま

す。 

 

 

 

ひと言で申しますと、 

「PDF 化するときに連続して作成する機能を持っているから」 

ということになります。 

ＥＸＣＥＬやパワーポイントのような表計算ソフトや図形ソフト、プレゼン 

テーションソフトではこのようなことはできません。 

 

そしてもうひとつ。 

テキストエディッタ（メモ帳やワードパッド、秀丸やＴｅｒａPad など） 

では連続してＰＤＦ化することは可能なんですが、表紙をデザインしたり、 

文字を装飾・強調したり、画面イメージを貼り付けたりすることは、この 

テキストエディッタには出来ない作業です。 

 

そういったことが出来るのが「Word」であり「Writer」なんですね。 
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（4）練習 

練習で何かひとつ作って見て下さい。 

とにかく数ページでいいですので適当に、 

原稿作って 

入力して 

文字に装飾を加えて 

画面イメージを貼り付けて 

など、 

一通りのことをやった上でＰＤＦ化してみて下さい。 

極端に言えば。このページをコピーして Word か Writer に貼り付けて 

PDF 化できて、自分で開いて印刷までうまくできれば準備としてはＯＫ 

ですね。 

 

もし出来なくても心配いりません。 

上記の作業がうまくできなくても構いません。 

第２章から詳しく説明して参ります。 
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第２章：本文作成 

さあ、本文の作成に入っていきましょう(^.^)。 

 

（１）本文作成の手順について 

 

無料レポートとはいえ、人に見て頂くものですのであまり内容のない 

レポートを出すことは控えましょう。 

 

そしてせっかく時間を掛けて作るのですから、手にして頂いた方に 

ひとつでも参考になる部分があるように、気持ちを入れて作成しましょう。 

 

 相手の方の時間泥棒になっては行けませんから。 

 

 まず下書から入っていきますが、もしメルマガを発行されているようでした

らバックナンバーをリライトしていくのもひとつのやり方です。 

 

（２）下書き 

 

まず、紙に手書きするか、メモ帳などのテキストエディッタで文章の 

下書きをしましよう。 

 

書き出すと、あれもこれもと色々アイデアが浮かんできますので、 

そのアイデアは大切にしましょう。 
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今作っている無料レポートには関係ないかもしれませんが、次のテーマに 

なることは十分あり得ますので。 

 

また、文章を作りながら、ここにはあの画像をはめ込んで、ここには実績の 

キャプチャーを載せよう、などと備忘メモも入れておきましょう。 

 

また、その時に必要な画像やキャプチャーなどを、例えばｅｘｃｅｌなどに 

残しておくと、次の作業でその画像を使うときにスムーズに作業ができます。 

 

 

 

 

（３）章立てを考えよう 

 

次に、内容を確認しながら章立てを考えましょう。 

「第１章には何を持ってきて、最後はこう締めくくろう」などと考えて 

順番を決めていきます。 

 

もちろんあくまでもまだ仮の作業です。最終的には一通り出来た段階で、 

全体の流れとしておかしいようでしたら、順番を入れ替えたりしていきます。 
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（４）手の込んだ作業に入ろう 

 

（３）まではテキストエディッタでの作業ですので、文字の装飾や画像を 

貼ったりする作業は行っていませんね。 

 

ここから少々手の込んだ作業へと進んでいきます。 

 

まず、章立てまで完了したら、Word か Writer にその文書を入力するか、 

コピー＆ペーストするかで編集する準備に入ります。 

 

先ほどの、貼り付けたい画像などがあればここで貼付をしていきます。 

 

※Word や Writer などに画像などを貼り付ける方法についての説明は 

第１１章で詳しく書かれている無料レポートを紹介させて頂きました。 

お手数ですがそちらの無料レポートをダウンロード頂きましてご利用 

下さい。 

 

そうすると、だんだんレポートらしくなって来ると同時に、レポートの 

ボリューム感を実感してくるようになります。 

 

ようやくこの辺で、「ああ、こんなにページ数のある無料レポートが私でも 

出来てるんだなぁ」と、ひしひしと実感がわいてきてまだまだ頑張るぞという 

気持ちになってきます。 
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ですが、ここで安心してはいけません。 

気を抜いてはいけません。 

 

もう少し肝心な作業が残っています。もう一踏ん張りです！＾＾ 
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第３章：ＰＤＦファイルの作成 

 

無料レポートスタンドに登録しないで、自分でサーバをレンタルして、 

そちらからレポートをダウンロードして貰うようにする場合、ここはあまり 

神経質に考えなくてもいいのですが、できればレポートのサイズは小さい方 

が、ダウンロードしていただく時間も短くて済みますし、サーバなどの容量も 

節約できますので、いろいろ配慮があり優しくてよろしいかと思います。 

 

この章の目的のひとつには、無料レポートスタンド経由でダウンロードして 

貰う場合に、各無料レポートスタンドによってファイルの上限のサイズが決め 

られていますのでその点に注意をして頂くことも意識しております。 

 

ＰＤＦファイルを圧縮した形で登録できるスタンドもありますが圧縮した 

からといってダイナミックに半分とか１０分の１などになったりすることは 

ほとんどありません。 

 

仮に出来たとしても、圧縮したことにより品質が下がり画像や文字さらに 

色までもがくすんだりしてしまっては、せっかくの力作も台無しです。 

 

それではあんまりにも悲しいですね・・・ 

 

ですから、サイズのことまでもあらかじめ気を配っておいて無駄になる 

ことなど少しもありませんので、是非注意しておきましょう。 

 



【誰か教えて！】必見！無料レポート作成のための準備から登録とその後まで 

- 16 – 

Copyright (C) 2009 松元茂樹. All Rights Reserved. 

参考までに私の使っているいくつかの無料レポートスタンドの制限事項を 

まとめてみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタンド名 ﾌｧｲﾙｻｲｽﾞ ﾌｧｲﾙﾀｲﾌﾟ 表紙画像ｻｲｽﾞ 画像形式

スゴワザ ２ＭＢまで PDF 100KBまで gif

激増 １４ＭＢまで
PDF，
zip，lzh他
多数

200×265(pixel)
に自動補正

gif
png
jpeg

メルぞう
（募集停止中）

２ＭＢ以内 PDF 30KB以内
gif
jpg

まぐぞう

レポート購読者への返信メッ
セージの中に無料レポートを
ダウンロードできるＵＲＬを
記載する。

サーバから
の直ＤＬの
ためタイプ
は何でもOK

200×250(pixel)
推奨

無料情報
ドットコム

10MB以内 PDF 30KB以内
gif
jpg

無料レポート
ランキング

500KB以内 PDF 10KB以内
（gif）
推奨

Free-Book 制限なし PDF 制限なし

jpg
gif
bmp
png
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第４章：表紙画像について 

さあ、いよいよあなたの力作が完成しました！！ 

早速無料レポートスタンドに登録を・・・・・・といいたいところですが 

もう一つ大事なことがあります。 

無料レポートスタンドに登録するときには表紙画像も目を引くようなものに 

しておきましょう。 

 

なにもしなければ ,このような味気ない他のレポートとの違いがでないまま 

無料レポートスタンド標準の表紙画像となってしまいます。 

★こんな感じです⇒ 無料レポートスタンドの表紙サンプル 

 

 

 

ね、これでは、他の無料レポートとの差別化が図れませんのでせっかくの 

力作も泣いてしまいますよ。ですから是非とも表紙画像も作りましょう。 

★こんな感じです⇒ 表紙をデザインしてみただけの表紙サンプル 

           （一番右は３Ｄタイプです） 

 

 

 

 

この表紙画像の作り方は第７章で説明します。 
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第５章：無料レポートスタンドへの登録 

さあ、ここまできたらもう一踏ん張り。 

いよいよ無料レポートスタンドに登録しましょう。 

私の使っているスタンドのひとつ「スゴワザ」で登録方法を解説します。 

だいたいどこの無料レポートスタンドも、同じような登録の仕方ですので 

効率の良く準備しておいて、効率よく登録申請出来るように解説します。 

 

（１）無料レポートスタンドへの発行者登録 

無料レポートを発行するには、まずそのスタンドへの発行者登録が 

必要です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まず「発行者登録」

をクリックします。 
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次に、利用規約を一読した後、あなたの「メールアドレス」を入力し「□」に

チェックを入れて「送信」します。 

 

すると下のようにメールを送信したことの表示が出ますので、あなたのメール

ボックスを確認してみて下さい。 
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   メールボックスを確認すると、以下のように本登録をするメールが 

届きますので、クリックして本登録を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    クリックすると本登録画面が出ますので、必要事項を入力して 

   発行者登録を完了させます。 

 

   ※メルマガは必頇項目で、マガジンが確認できるようにバックナンバー 

    などの入力が必要です（次ページ参照）。 
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                        拡大 

 

 

 

 

 

本登録が完了したら、いよいよ無料レポートの登録です。 

早速ログインしましょう。 
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（２）無料レポートの登録 

  ログインできましたら早速登録作業に入りましょう。 

おおよそこういった内容を入力して登録作業をすすめていきます。 

［1］レポート名称 

   半角 200 字まで（全角換算で 50 字程度です）。 

［2］キャッチコピー  

   半角 90 字まで（全角換算で 30 字程度です）。 

   ＜サイト上での一覧に表示されます。＞ 

［3］キーワード 

   半角 300 字まで（全角換算で 100 字程度です）。 

   メタタグ(keywords)に設定されます。  

    

［4］カテゴリー 

   選択式 

［5］PDF ファイル  

   ファイルサイズは 2MB～10MB 程度まで。 

   まぐぞうなどの一部の無料レポートスタンドではファイルの 

アップロードではなく、あなたが準備したサーバからの 

ダウンロード URL を記載します。     

［6］表紙画像 

   ファイルサイズは 10KB～100KB 程度まで。 

   gif ファイルがほとんどです。  

   オリジナルの表紙画像をアップロードしない場合は、 

登録サイトに表示されている画像を選びます。  

 

 



【誰か教えて！】必見！無料レポート作成のための準備から登録とその後まで 

- 23 – 

Copyright (C) 2009 松元茂樹. All Rights Reserved. 

［7］紹介文 

   半角 240 字（全角換算で 80 字程度）以上 

   半角 10000 字まで（全角換算で 3333 字程度）。 

   ＜あなたのレポートをダウンロードするときに読まれる 

長めの紹介文です＞ 

［8］返信文 

   メッセージは最大で全角 2500 文字まで。 

   このメッセージはレポート購読された際の返信文として 

   そのまま購読者に届くことになります。 

 

 

これらの入力項目については、複数の無料レポートスタンドに登録する 

ことを想定して、同じ文面で構いませんので登録用の文書ファイルを１個 

作って、別途作成しておきます。 

そうすることにより、その文面をコピーしてレポート登録の際に貼り付け

るだけで作業が進みますので、効率よく登録作業が完了します。 

 

 

 

 

上記に記載されている文字数などは参考例です。詳しくはあなたが 

登録されようとしている無料レポートスタンドでの確認をお願いします。 
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「スゴワザ」の登録画面です。 

先ほど準備した文書ファイルからこちらにコピペして登録をすませます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここはオリジナルの表紙画像にしましょう 
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これでようやく無料レポートスタンドへの登録が完了しました。 

あとは審査を待ちましょう。 

 

審査結果はあなたが登録したメールアドレス宛に届きますので、 

メールボックスには注意しておきましょう。 

 

もし、内容に丌備がある場合は、メールで連絡が届きますので 

無料レポートを修正してから、連絡を入れるようにしましょう。 
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さて、 

 ここまでは、ひとつのスタンドへの登録例をお出ししました。 

 

 引き続き、気になる無料レポートスタンドがありましたら、 

登録作業を続けていきましょう。 

 

 申請しても時間がかかることもありますので、登録作業はどんどん 

進めましょう。 

 

 発行者登録は１回だけしておけば良いわけですから無料レポートを 

登録するかしないかに関わらず気になるスタンドには全て発行者登録だけ 

はして置いて下さい。 

 

 ※ちなみに私は１０カ所以上登録しています。 

  現在、実際に活用しているのはそのうち５～６スタンドですが・・・。 

 

 最終的にはあなたの無料レポートを登録しているスタンドが多ければ 

多いほど、あなたの無料レポートの露出が増えるわけです。その結果、 

読者さんのリストは間違いなく増えていきます。 

 

 また、余裕が出来ましたら、協賛ポイントを稼ぐ意味もありますが 

無料レポートを検索してみて、他の方の無料レポートも紹介してみて下さい。

メルマガでもブログでも無料レポートの中でも結構ですので、紹介すること 

によりあなたの無料レポートの紹介頻度も上げることにつながります。 
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第６章：ＰＤＦファイルの差し替え 

申請してしまった後や、申請が通過してスタンドに掲載された後に 

作った無料レポートに間違いや過丌足が見つかり無料レポートを修正したい 

様な場合の対応方法を説明します。 

 

意外と手間がかかりますので、本来なら申請前に最終チェックを欠かさない 

ようにしたいところですが、そこは人間のやることです。 

間違いはあると思いますので、その対応法は知っておきましょうね。 

 

【スタンドの修正依頼方法（例）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタンド名 申請方法 注意点

スゴワザ 再申請 登録削除後、再申請。

激増 PDF差替 無審査。ＰＤＦの差し替えでＯＫ。

メルぞう
（募集停止中）

再申請 登録削除後、再申請。

まぐぞう ｻｰﾊﾞ差替
サーバからのＤＬ方式のため、
サーバ側を差し替えればＯＫ

無料情報
ドットコム

事務局連絡
事務局へ連絡後、差し替えるレポートを
添付してメールを送信。

無料レポート
ランキング

ＰＤＦ差替 管理画面よりＰＤＦを差し替えればＯＫ

Free-Book 再登録 審査が基本的にないので、削除後再登録
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第７章：表紙画像の作り方 

基本的には、ほとんどの無料レポートスタンドで「gif 形式」でのファイルを

指定しています。 

中には「jpeg」でも良いところもありますが、今後のことも考えて「gif 形式」

で作れるようにしておけば間違いないと思います。 

目を引く表紙画像は「３Ｄタイプ」がかっこよくて目立つと思いますが、 

まだ丌慣れな場合は、とにかく簡単だけど「他とはちょっと違うぞ」という 

表紙画像の作り方を説明します。 

 

一番簡単な表紙画像は、 

登録する無料レポートの表紙を表紙画像にすることです。 

「な～んだそんなことか・・・ふ～ん・・・」 

 

でもやってみると・・・こんな感じですよ↓。 

   スタンド提供 

              このﾚﾎﾟｰﾄの 

              表紙をｷｬﾌﾟﾁｬｰ 

                            このﾚﾎﾟｰﾄの 

                            表紙を 3D 化 
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どうでしょうか。 

 

これだけでも違いがはっきり出てくるのがお判りになりますよね。 

何もしないで用意されている表紙よりはダウンロードされやすくなる 

気がしませんか。 

 

 

 それでは簡単だけど効果的な表紙の作り方を説明します。 

 

３Ｄ表紙については３Ｄソフトが必要となりますので、ここでは割愛させて 

頂きます。 

 

※第１１章で３Ｄ画像の作り方を説明した無料レポートを紹介しております。 

 

なお、本レポートの 3D 表紙画像は「トップ・レポートブランディング」に 

特典としてついております「eBook Cover Generator」にて作成しております  

 

 

では「簡単、でも効果的な表紙画像の作り方」を次のページからご説明致します。 
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ソフトは「WinShot」というフリーソフトを使用します。 

Vector でのダウンロード先：

http://www.forest.impress.co.jp/lib/pic/piccam/capture/winshot.html 

 

 

 ダウンロード後解凍すると    のようなアイコンが出来ていると思います。 

そのアイコンをクリックして「WinShot」を起動すると、環境により違いが 

あるかも知れませんが画面右下にアイコンが 

出ていると思います。  

 

 アイコンが出ていることが確認できましたら、あなたの無料レポートの表紙を 

画面に表示させます。 

 

 

こんな具合です ⇒ ⇒ ⇒ 

 

 

 

 

 

 

 

 このときできるだけ上下の 

ツールバーは「表示しない」 

にておいて、少しでも画面を 

広く取ります。 
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 表紙部分を表示させることができましたら、 

 

先ほどのアイコンを右クリックします 

 

すると右のようにポップアップしてきますので、 

この中から 

 

「クリップボードコピー」⇒「矩形範囲指定」 

とクリックしていくと選択枠が出てきます。 

 

 

 

 

 

 

 

するとマウスカーソルが「＋」（十字）に変わりますので、これで表紙画像に 

したい部分を四角く囲みます。 

 ちょっと見えずらいので 

四角い囲みを強調しています。 

 囲みがよければそこで 

左クリックを押します。 

すると、何もなかったように 

先ほどまで出ていた枠などは 

消えます。 
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でも心配はありません。 

きちんとクリップボードにコピーされていますから。 

 

 

そうしましたら次に windows 標準の「ペイント」を立ち上げます。 

ここで 「編集」 ⇒ 「貼り付け」 とすると、先ほどクリップボード 

へコピーした表紙部分が貼り付きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ですが、このままでは大きすぎますので、縮小します。 

「変形」 ⇒ 「伸縮と傾き」 ⇒ 「水平方向、垂直方向」共に「40%」 

程度で「幅 200×高さ 250」程度になります。 
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前の図のようになりましたら、保存しましょう。 

「ファイル」 ⇒ 「名前を付けて保存」 ⇒ 「ファイルの種類」は 

「GIF（*.gif）」 を選択して 「ファイル名」ご自身で判る名前を 

英数半角で保存します。 

 

 

 

 

 

 

最後にもうひとつだけチェックしておいてください。 

例えば先ほどのファイルを「Mydocument」に登録しましたら「サイズ」を 

確認しておいてください。 

ここがおおよそ「10KB」に収まっていれば、どこの無料レポートのスタン 

ドでも問題なくアップロードできます。 

 

 

 

もし 10KB を超えているようでしたら、先ほどの 

「変形」 ⇒ 「伸縮と傾き」 ⇒ 「水平方向、垂直方向」の「％」で 

再調整してみてくださいね。 

 

 お疲れ様でした！ 
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あなたはここで、「WinShot」というソフトと「ペイント」の操作について 

学んだことになります。 

 

ここでは表紙画像を作るということで説明しましたが、普通に画面の情報を 

切り取って Word や Writer などに貼り付けたい場合にも当然使えます。 

 

若干の応用だ対応できると思いますので、是非チャレンジしてみてください。 

 

 

もしご丌明な点などございましたら遠慮なくお問い合わせください。 

問い合わせフォームはこちらです。 

http://s-ter.net/nonki/c/00406.html 

 

http://s-ter.net/nonki/c/00406.html
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第８章：収集したリストの扱い方 

 

ダウンロードしてきたリストの利用にも色々制限がありますので注意し

ておいて下さい。 

リストを使うと云うことはメルマガを発行することになると思いますが、

メルマガを発行する際には「特定電子メール法」が絡んできます。 

 

【特定電子メールの送信等に関するガイドラインの公表（平成20年11月14日）】

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2008/081114_4.html 

 

これはそのリストの収集した状況をきちんと保存しておくと云うことが、

法律で決められていますのでその扱いは慎重にせねばなりません。 

そのためのひとつのポイントとして、あなたの作った無料レポートの最後

の方にダウンロードして頂いたメールアドレスの使用目的についてきちん

と記載しておいて下さい。 

例文を紹介します。 

【例文】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

■代理登録について 

 

 この無料レポートのダウンロードにより、松元茂樹（メールマガジン発行

者）によって独自に発行されるメールマガジンに代理登録させて頂きます。 

   

登録されたメールマガジンは、発行されるメールマガジンの解除フォーム

または解除連絡により解除することができます。 

 

また、「まぐまぐ！」のシステムを利用して配信されます「ネットビジネ

ス始めよう～今からでも遅くないから～0000243155」に代理登録させ

て頂きます。 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2008/081114_4.html
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登録されたメールマガジンはマガジン内にある解除リンクより解除する

ことができます（なお、「まぐまぐ！」が発行している公式メールマガジン

には登録されません）。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

そして、ダウンロードしてきたメールアドレスは Excel などを使って 

きちんと管理出来るようにして下さいね。 

 

 こんな具合・・・ 
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第９章：無料レポートの見栄え 

 

最初のうちは Word などで作ったときにデザインをどうしたらよいか、 

これだけでも結構迷いますし意外と時間も過ぎていってしまいます。 

 

また、イラストなどもネットで調べると、あれもこれもとなって気が付いた

ら数時間経っていた、などということも現実的にあり得ます。 

 

そうであれば思い切ってそういったテンプレートの付いた教材を購入して

時間短縮を図るために経費を使うことを考えてもいいのではないでしょうか。 

 

私が作っているこの無料レポートですが、実は、無料レポートでトップアフ

ィリエイターの仲間入りをした斉藤丈弘さん（通称ピロさん）が出された教材

「トップ・レポートブランディング」に特典として付いているテンプレート

を利用しています。 

「トップ・レポートブランディング」の特典としている付いている 

テンプレートの表紙です。10 種類揃っています。 
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このテンプレートは既に基本的な校正が出来ていて、私は文章を考えて

入力して、画像が必要であれば、先ほど紹介した winshot を使って画像

を貼り付けて、最後は OpenOffice.org の Writer のＰＤＦにする機能を

使って仕上げております。 

 

このようなテンプレートを活用することでデザインのことまで神経を 

使わずに済みますので、最後の仕上のところでの時間短縮を図ることが 

できます。 

これは大きなメリットだと感じております。 

 

なお、この教材はすばらしい特典も付いているのですが、教材本体が 

すばらしい内容ですので、きっとあなかたが無料レポートを作って、 

この先メルマガと連携させていくのであれば、間違いなくお役に立つ教材 

です。 

 

 

興味がありましたらこちらへアクセスして下さい。 

      ↓    ↓    ↓    ↓ 

「トップ・レポートブランディング」 

 

この教材では第１０章で触れている「マインド」についても 

詳しく解説されていますので、迷ったときに見返すバイブルにも 

なります。 

 

http://www.infotop.jp/click.php?aid=81835&iid=30095
http://www.infotop.jp/click.php?aid=81835&iid=30095
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それでも、自力で出来るのが一番ですし、時間に余裕があれば是非見栄えの

良いレポート作成にチャレンジしてみて下さいね。 

 

もし、文書の作成やＰＤＦ化の仕方、「トップ・レポートブランディング」

などで判りにくいような所がございましたら、どうぞ遠慮なさらずにお問い合

せ下さい。 

 

 

問い合わせフォームはこちらです。 

http://s-ter.net/nonki/c/00406.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://s-ter.net/nonki/c/00406.html
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第１０章：無料レポートを作成するマインドについて 

 さて、ここまで無料レポートを作成していくための 

「準備」 ～ 「作成」 ～ 「登録」 ～ 「メンテナンス」 ～ 「管理」 

までご説明して参りました。 

 

ここまでは実際の作業部分について進めて参りましたが、、何のために 

無料レポートを作成するのかといったマインドについては触れてきており

ませんでした。 

 

詳しいことは有料・無料教材や無料レポートなどで、いろいろな方が 

出されていますのでこのレポートでの詳しい説明は省略させて頂きました。 

 

ただ２点だけ、これだけは作成していく中で決して忘れて欲しくないこと

だけ説明させて頂きます。 

 

 

 それは、 

  ↓ 

  ↓ 

  ↓ 

  ↓ 
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１．無料レポートだからといって手は抜かない。 

  手を抜いたレポートはダウンロードして頂いた方に対して申し訳け 

ありませんし、「相手の方の時間を奪ってしまった」ということに 

ならないようにお願いします。 

 

２．本文は出来るだけ分かりやすい日本語で。 

 時々、難しい言葉や漢字・アルファベット・外来語などがずらずら並んで 

いる無料レポートを見ることがあります。 

 

 このような難解な無料レポートは自己満足に過ぎず、決して手にして 

頂いた方のことを考えているとは思えません。 

 

 無料レポートを手にされる方は、その無料レポートから判らないことや、 

役立つこと、知識として吸収したいことなどを求めているはずです。 

 

 それこそ小学生でも分かる日本語で作成して頂けると、相手の方も 

満足されるのではないでしょうか。 

できるだけ 易しい日本語で書かれることは、ひいてはあなたとの 

信頼関係を築く上でも大事なことだと思いますので是非意識されて下さい。 

 

あなたの力作が手に取る方のためになるよう 

心からお祈り申し上げます(^.^) 
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第１１章：無料レポート作成に参考なる無料レポート 

 

さて、この無料レポートだけでは丌足しているところがたくさんあります。 

それほど無料レポートを作るための準備や知識、ソフトを使うテクニックなど 

とても奥深いものがあるんですね。 

 

 

 そこでこの無料レポートだけでは伝えきれなかったところを補足するための 

無料レポートを紹介いたします。 

 

 

 ここで紹介させて頂いた無料レポート以外にも無料レポートスタンド内には

たくさんの情報が散らばっておりますので、お時間があるときには検索してみ

ることをお勧めします。 

 

 

そして、気になる無料レポートがございましたら、ダウンロードして研究 

してみるとよろしいかと思います。 
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『なるほどアフィリエイトシリーズ６ ツール編サクッと３Ｄブックカバー 

                     【4800 円相当が無料！】』 

 

 無料レポートの表紙やツールのパッケージに使う画像は２Ｄ（平面）より 

３Ｄ（立体）の方が断然カッコイイ！買えば 4800 円以上するツールを無料で

使い倒してください！  

 このレポートでは説明しきれなかった３Ｄについて解説されています。 

⇒⇒⇒ ここでダウンロードできます。 

 

『読者はバッチリ見ている 

 【最低限】やっておきたい無料レポート作成のマナー』 

上級者に見える無料レポート作成法。内容も大事ですが見た目も大事です。 

ワードを使って目次から各ページへのリンクする方法、キャプチャー画像の上

にきれいな赤丸・四角・矢印を書く方法、コメントを書く方法などを紹介しま

す。 

 このレポートでは画像を貼り付ける説明が丌足しておりますので、その点で 

この無料レポートが大変参考になります。 

⇒⇒⇒ ここでダウンロードできます。 

 

『それでもあなたはまだダメレポートを作り続けますか？読者の心をわし掴み

にする「あなたの信頼を３倍アップさせる無料レポート作成術」●サクッと無

料レポート●～女起業家アベマユレポートシリーズ★レポート編～』 

無料レポートが作りたいあなた！無料レポートの本当の意味を知りたいあな

た！それでもまだダメレポートを作り続けますか？ 

 前半で無料レポートの作成術が学べます。テンプレートも無料でゲット 

できます。 

⇒⇒⇒ ここでダウンロードできます。 

 

http://mailzou.com/get.php?R=26539&M=9160&PR=4653
http://mailzou.com/get.php?R=16932&M=9160&PR=4653
http://mailzou.com/get.php?R=5704&M=9160&PR=4653
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『500 人読者を増やす無料レポートを作るポイント』 

このやり方で無料レポートを作ればどんどん読者が集まります。毎日１万円

稼いでる人や月収１００万円稼いでる人も必ず通った読者数増加の道！かなり

簡単なので、この方法であなたも読者をどんどん増やしましょう。 

 無料レポートをダウンロードして貰うための秘訣が書かれています。タイト

ルやキャッチコピーを考える際の参考になります。 

⇒⇒⇒ ここでダウンロードできます。 

 

『◇★りくう流★もう無料レポートのネタに困らなくなる 

無料レポート量産術』 

無料レポートのネタでお困りの方必見です！このレポートを見れば無料レポ

ートのネタに困らなくなります！ネタがどんどん見つかるようになります！ネ

タに困った方は是非見て下さい。 

 マインドマップを使った無料レポートの量産のテクニックです。マインドマ

ップは使い慣れると重宝しますし、この無料レポートもマインドマップを使っ

て考えました。 

⇒⇒⇒ ここでダウンロードできます。 

 

 

 

 

※発行者さんの都合によりリンク切れなどになっている際はご容赦下さい。 

 

 

http://www.sugowaza.jp/reports/get/11137/25315/
http://www.sugowaza.jp/reports/get/11137/25097/
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さいごに  

 

最後になりますが、このたびは拙著無料レポート 

 

【誮か教えて！】 

必見！無料レポート作成のための準備から登録とその後まで！ 

《これを知らずして作業に入るなかれ！》 

 

をダウンロードしていただきまして、改めてありがとうございました。 

 

 無料レポートの作成には数々の手間やテクニックが必要ですが、何よりも 

手にして頂いた方のお役に立つ無料レポートであれば、見た目が良くなくても 

本当に感謝されることだと思います。 

 

すぐに反応はないかもしれませんが、ボディブローのようにじわじわ 

手にする方が増えていく喜びを是非味わって頂きたいと思います。 

 

 この無料レポートがあなたのお役に立てばなによりですが、説明丌足の点や、 

もうちょっとここが知りたい、もっと良い使い方はないのかなど、気になった点が

ございましたら、お気軽にお問い合わせフォームからご連絡いただけると、本レポ

ートを今後充実させるためにも役立たせていただきたいと思います。 

 

なお、この無料レポート以外にもいろいろ作成しております。 

ダウンロード先などはのんきのブログのほうでにて随時更新しております。また、

ネットビジネスに関するメールマガジンも発行しておりますので、よろしければ 

そちらの方もお付き合いいただけたらと大変嬉しいです♪ 

 

それでは、次回の無料のレポートでお会いできることをお祈りして、本レポート

を終了させていただきます。 

 

 

最後までお読み頂きありがとうございました。 



貴重な出会いを下さいましたあなたに感謝いたします m(^^)m 
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