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無料レポート
アメブロガーのための最低限のコストでメルマガ配信の仕組みを作る方法

この度は、私の無料レポートをお読みいただきましてありがとうございます。
このレポートでは、アメブロでビジネスをされている方が、最低限のコストでメルマガ配信の仕組みを
作る方法をご紹介します。

なお、”最低限のコスト”と表現していますが、絶対的な最低金額という意味ではありません。
あくまで、一般的な方法と比較して、私が推奨できる方法で、かつ現実的な運用が可能な方法の中での
話しとご理解ください。

では、早速ステップごとにご説明して参りますが、手順「１」「２」については一気に作業をしてくだ
さい。

これは、手順「３」以降では、手順「２」で取得したドメインを使って作業をする関係からドメインが
インターネットに浸透するまでの時間が必要になるからです。

そのため途中で止めてしまうとうまくいかない可能性がありますので「１」「２」を一気に行って、一
晩間隔をおいてその後「３」から再開するという進め方が最適になります。

1. レンタルサーバーを契約する

いろいろな業者からレンタルサーバーが提供されていますが、このレポートでは『エックスサーバー』
を使うことを前提にご説明をさせていただきます。
エックスサーバーよりも安いサーバーもありますが、エックスサーバーは動作が安定していて、PC が
苦手な方にも安心してオススメできるサーバーです。
例えば、電話サポートもありますので、いざという際に安心です。

比較対象として、安くていいレンタルサーバーとして私もよくクライアント様にオススメしているロリ
ポップレンタルサーバーがあります。
ただ、ロリポップには電話サポートがありません。
そのため、お一人でレンタルサーバーを運用される場合は、やはり頼れるサポートのあるレンタルサー
バーが安心です。

エックスサーバーには、最大 10 日間の無料お試しがあります。
この先、作業をステップに落としてご説明しますが、このお試し 10 日間を使って作業を進めていただ
き、順調に設定が進んだ場合に本契約をするというのはどうでしょうか？
そうすれば、仮に作業内容が難しくて途中で設定ができなくなってしまってもその時点でやめてしまえ
ば損はしません。
そのまま放置しておけば、試用期間が終了して自動的に削除されます。

ただ、そうならないようになるべくわかりやすく説明をしているつもりです。

無料お試しだけでは作業が進められないのは、メール送信という工程があるからです。



このメール送信をするために、機能制限を外すために本契約が必要になります。
そこで、設定が順調に進んだ場合は、メール送信の手順の前に入金をして本契約をしてください。

さて、”お試し”への申し込み方ですが、以下のページの右側にある「サーバー無料お試し最大 10 日
間」を選んで進んでください。
　⇒エックスサーバーへのお申し込み

新規申し込みで、規約に同意すると次の画面で以下の申し込み内容の選択肢が表示されます。

一番左の”新規サーバーのお申し込み”を選んで進めてください。

設定が終わると「Xserver サーバアカウント設定完了のお知らせ (試用期間)」という件名でメールが
届きます。

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1O12PO+CR186Q+CO4+63H8H


このメールの中に、重要な設定情報が含まれています。

最初に、やっていただきたいのはログインの確認です。

メールの中に、”▼ユーザーアカウント情報”がありますので、そこに記載されている会員ＩＤ、パス
ワードで、”インフォパネル”の URL からログインできることを確認してください。

ログインが確認できたら、次のステップに進んでください。

2. ドメインを取得する（自分専用の独自ドメイン）

ホームページを公開するためには、ドメインが必要です。
（ドメインというのは、「http://」の後ろに続くものです。）
一般的なレンタルサーバー会社は、サブドメインというものを提供してくれます。
エックスサーバーにも、サブドメインがあります。
無料で使えるドメイン名で、このサブドメインでもホームページを公開して運用することができます。

ただ、独自ドメインの方をお使いになることを強くオススメします。
理由は、費用が高くないからです。

わずか 1500円でエックスサーバー内で独自ドメインという自分専用のドメインが取得できます。
ちなみに、安いところは 1000円ぐらいから取得可能です。
ただ、別会社と契約する必要があるため管理が煩雑になります。（PC 苦手な人にはハードルが高いで
すからやらない方がいいです。）
少し高いですがエックスサーバー内で一緒に管理した方がいいと思います。

ところで、最初は無料のサブドメインを使って、その後に独自ドメインへ変更という手もあります。
ただ、この方法も PC が苦手な方はやめた方がいいです。
SEO という検索結果での表示でも不利になりますし、何より変更作業が非常に面倒です。

では、独自ドメインを取得するための手順をご紹介します。



エックスサーバーのインフォパネル(会員管理システム)に入って「追加のお申し込み」から取得します。

インフォパネルとは、サーバー申し込み後に”▼ユーザーアカウント情報”を使ってログイン確認をした
画面です。

左サイドにある契約関連の中の”追加のお申し込み”から進んで新規ドメインを取得します。

ところで、ドメインというのは、インターネット上でユニークな名前にする必要があります。

また、ドメイン名はあまり長いと見栄えも使い勝手もよくありませんので、文字数としてはなるべく短
くしたいところです。

ただ、メジャーで安い「.com」「.biz」などのドメインの場合は、短くて意味のある単語はほとんど他
人に使われています。

そこで、独自ドメイン名の作り方としては、”意味のある短い単語を組み合わせる”、”意味のある単語
に数字を付加する”などの方法があります。

また、料金が高くなってもいい場合は、「.com」「.biz」以外の高いドメイン（cc、in、mobi、tv、
など）で探す方法もあります。
こだわる方は、こういったドメインで短いドメイン名にするのもいいと思います。



ちなみに、エックスサーバーでのドメインの料金表はこちらです。

なお、ドメインの取得には”お試し”はありませんからすぐに入金をする必要があります。

無事取得できたら確認メールが届きます。

ここまで一気に作業していただいたら、しばらく時間をおいてください。（理想は一晩ぐらい）

早ければ、数時間後に「http://（所得したドメイン）」でアクセスできるようになり、このような画面
が表示されます。

一般的には、半日ぐらい待つとこのページが表示されます。
一晩待てば、朝にはほぼ確実にアクセス可能になっているはずです。

3. WordPress をインストールする

ブラウザを使って「http://（所得したドメイン）」にアクセスして上記の様な画面が表示されたなら取
得したドメインが使えるのでこの後の作業をすすめることができます。

インフォパネルにログインして、”サーバーパネル”リンクをクリックして移動します。

http://www.xserver.ne.jp/price/price_domain.php


この画面の中にある”自動インストール”から簡単に WordPress をインストールすることができます。

詳しくは、こちらの動画をご覧ください。

本当に簡単な作業ですが、数少ない注意点としては簡単なパスワードを設定しないことです。

最近、乗っ取りが増えていますので本当に注意してください。

4. WordPressの設定をする

インストールができたら初期設定を行いますので、管理画面にログインしてダッシュボードを開きます。

管理画面のＵＲＬは、WordPress をインストールすると送ってくるメールに記述されています。

ここでやることは、WordPress をブログ設定からホームページ設定に変更することです。

そして、テーマというテンプレートを選ぶことです。

このレポートでご説明するのは、メルマガの登録ページとして機能するページの作り方だけです。

https://www.youtube.com/watch?v=BOOr8GxDR2g


そのため、WordPress も最低限の設定しか行いません。

設定内容していただく内容は以下です。

• デフォルトで入っている、投稿、固定ページ、コメントを削除する

• ディスカッション設定でコメントを使えなくする

• サイトタイトル、サイト説明文を設定する

• パーマリンクを設定する

• 固定ページを使ってトップページを作成する

• （メニューを作成する）・・・不要

こちらの動画の 1分 11秒〜4分 39 秒までを参考にしてください。

次に、プラグインを 1 つインストールします。

「Pretty Link Lite」というプラグインですが、アメブロの記事に貼り付けるリンクから何回クリック
されたかを計測するのに便利です。

こちらの動画の最初から 1分 15秒までを参考にしてください。

終わりましたら、テーマ（テンプレート）を選びます。

今回作るページは登録ページだけですので最初に表示されているテーマのままでも構いません。

シンプルなテーマとしては”Twenty Twelve”はオススメです。

http://youtu.be/8EWTLGgJpU4
https://www.youtube.com/watch?v=XjvJWoUASoM#t=12


ここまで設定ができたら入金をしてもらって本契約をしてください。
お試しユーザーのままでは、この先の設定ができません。

5. メルマガを作成する

エックスサーバーのサーバーパネルからメルマガを作成します。



メルマガを作ると、専用の管理画面が作られて特定のＵＲＬからアクセスが可能になります。



この設定が終わると、ページに貼り付ける登録フォームの HTML が取得できるようになります。

※こちらのページをも参考にしてメルマガを作ってください。

http://www.xserver.ne.jp/manual/man_mail_mailmagazine.php


6. お申し込みページを作る（フォームを貼り付ける）

エックスサーバーでメルマガを作成して、登録フォーム用のＨＴＭＬを取得できるようになったら
WordPress の固定ページに貼り付けます。

つまり、ホームページのトップページを作成して、そこに登録ページを表示させるようにします。

手順としては、WordPress の管理画面で、固定ページを新規に作成します。

そして、ＨＴＭＬモードに変えて、登録フォームのＨＴＭＬを貼り付けます。

ビジュアルモードに戻して、フォームの前後に以下の様な文章を入れてページの体裁を整えます。

例えば、こんな感じです。



入力が終わったら保存か更新をします。

そして、ホームページの表示に変更して、実際に登録フォームが表示されるか確認します。

これで登録ページ（登録サイト）が完成しました。

7. フォームの送信テストをする

ブラウザからＵＲＬを入力して登録ページにアクセスします。

　⇒　http://(あなたの独自ドメイン)

表示された登録フォームに実際に情報を入力して動作確認をします。

自動返信メールが送られる、管理者メールが届く、などを確認してください。



8. メルマガの管理画面を確認する

登録されれば、自動的にメルマガの読者として登録されます。

メルマガの管理画面を開いて、今登録したユーザーが登録されているか確認してください。

また、読者がメルマのが購読を解除をした場合は、解除されることを確認します。

9. メルマガ送信テストをする

メルマガの管理画面を使って、実際にメルマガを送ってみます。



今登録したメールアドレスにちゃんと届いているか確認します。

10. クリックカウントをしてくれるプラグインを設定する
プラグインとしてインストールした「Pretty Link」を使って、アメブロの記事に貼り付ける URL

を作ります。

WordPress の管理画面の左下に「Pretty Link」というのがありますのでクリックします。

次の画面の上部に”Add a Pretty Link”というリンクがありますのでクリックすると設定画面になりま
す。



Target URL に、あなたのホームページの URL を貼り付けます。

Pretty Link には、自動的にランダムに組み合わされた文字列が表示されています。このままこれを
使ってもいいですが、意味のある単語の方が見栄えがいいので任意で変更してもいいと思います。
例えば、top20150203 といったように設定すると、2月 3 日のブログ記事に貼り付ける URL としてわ
かりやすいと思います。

Title には、後から一覧でクリック数を確認するときに分かるように明記します。例えば、アメブロ記
事（2015.02.03）といった感じになると思います。

値を設定したら「create」ボタンをクリックします。

一覧が表示されますので、右側の URL をコピーしてこれをアメブロの記事に貼り付ければ、自動的に
TargetURL にジャンプして同時にカウントがされます。

11. 自分のホームページのURLをアメブロの記事にメルマガ登録を登録して
貼り付ける。

これまでの手順で、メルマガの読者として登録フォームから登録してもらう仕組みができました。

次は、あなたのホームページのＵＲＬをアメブロの記事に貼り付けて読者をメルマガの登録ページへ
誘導します。

もちろん、貼り付けるのは前の行程で PrretyLink で作った URL です。

誘導する際には、メルマガを魅力的に紹介してください。

また、登録ページの方の文章にもこだわって、より登録したくなるようにすることも重要です。

読者（ターゲット）の方々のメリットとなるようなことをお伝えすれば必ず何割かの方が登録をしてく
れます。



12. メルマガを配信する

できれば、曜日を決めて毎週メルマガを配信することをオススメします。

もちろん、1週間に何回も配信するのもいいと思います。

後は、メルマガを通じて見込み客との信頼を築いて、あなたの商品・サービスを買ってもらえるように
してください。

以上で、この無料レポートの内容は終わりです。

最後までお読みいただきましてありがとうございます。

がんばってください！

終わり
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