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ＰＭＳ実践編③ 
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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。本書の著作権は、プロジェクトリバリ

ッチ -LibeRich-にあります。書面による事前許可なく、本書の一部、または全部をイ

ンターネット上に公開すること、転売することを禁じます。本書をあらゆるデータ蓄積

手段（印刷物、電子ファイル、ビデオ、ＤＶＤ、およびその他電子メディアなど）によ

り複製、流用および転載することを禁じます。 

 

使用許諾契約書 

本契約は、本書を受け取った法人・個人（以下、甲とする）とプロジェクトリバリッチ 

-LibeRich-（以下、乙とする）との間で合意した契約です。本書を甲が受けとることに

より、この契約は成立します。 

 

第１条（目的） 

本契約は、本書に含まれる情報を、本契約に基づき、甲が非独占的に使用する権利を 

承諾するものです。 

 

第２条（第三者への公開の禁止） 

本書に含まれる情報は、著作権法によって保護されています。また、本書の内容は、秘

匿性の高い内容であり、甲はその情報を乙との書面による事前許可を得ずにいかなる 

第三者にも公開することを禁じます。 

 

第３条（契約解除） 

甲が本契約に違反した場合、乙はいつでもこの使用許諾契約を解除することができるも

のとします。 

 

第４条（損害賠償） 

甲が本契約の第２条の規定に違反した場合、本契約の解除に関わらず、甲は乙に対し、

違約金として、乙の指定する金額を支払うものとします。 

 

第５条（その他・免責事項） 

本書は、ご利用者の利益を保証するものではありません。本書に沿って実行し、期待通

りの効果を得ることができず万一如何なる損益が生じた場合でも、乙は甲に対して責任

を負わないものとする。インターネット上のサービスは変更がつきものです。永久にご

利用できることを保証するものではありませんので予めご了承ください。 
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パンデミック×無料レポート 
 

 

３週目では、「無料レポートスタンド」を利用しつつ、 

パンデミック用に少しヒネったリスト獲得方法をお伝えしたいと思います。 

 

無料レポートスタンドに関してはご存知の方も多いと思いますが、知らない方

もいらっしゃるかと思いますので、まずはじめに簡単な概要だけ説明したいと

思います。 

 

（この部分は知っている方は読み飛ばしてもらって構いません） 

 

 

「無料レポート」を活用したリスト収集方法は、今から約８年前、業界では初

の無料レポートスタンドである、「まぐぞう」が登場してから一気に広がってい

きました。 

※正確には「初」ではないのだけど、認知度的にまぐぞうが初かな？と。 

 

その後、「めるぞう」や「激増」などなど・・・数多くの無料レポートスタンド

が登場し、多くのアフィリエイターやインフォプレナーがこれらの無料レポー

トスタンドを活用し、リスト収集を行い、結果を残してきたという歴史があり

ます。 

 

もしかしたら過去に利用されている方、現在も継続して利用されている方もお

られるかも知れません。 

 

一昔前に比べると、無料レポートスタンドを利用してリストを集める人は 

減ったように見えますが、今もなお効果があるリスト収集方法ですので、 

多くの方が、無料レポートスタンドを利用してリストを集め続けています。 

 

もちろん、きちんと効果が見込めるものですから利用価値はあります。 

 

※ ちなみに、無料レポートスタンドは前提として、「メルマガの読者増」を目

的としたサービスです。なので、メルマガを発行していることが前提となり

ます。 
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※ メルマガ発行スタンドについては、『準備編』でも説明している「イーグル

メール」がコストを抑えた上で行えるので、特にビギナーさんにはお勧めの

配信スタンドになります。 

 

まだ配信スタンドを準備していないのであれば、 

準備編を読みながら、配信スタンドの準備を行ってください。 

 

準備編 

http://www.pm-ms.com/files/pms2junbi.pdf 

 

無料レポートスタンドはいくつもありますが、 

ここでは「メルぞう」を利用することを前提に話を進めていきます。 

 

メルぞう 

http://mailzou.com/ 

 

「無料レポートスタンド」が、どんな仕組みになっているのかというと、仕組

みは至ってシンプルで、あなたが作成した無料レポートを登録し、その無料レ

ポートを購読する為に、利用者はメールアドレスを登録するというものです。 

 

そしてそのメールアドレスをあなたのメールマガジンの読者として登録するこ

とが出来るという仕組みです。 

 

 
 

http://www.pm-ms.com/files/pms2junbi.pdf
http://mailzou.com/
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※ 先ほど説明したように、有名なレポートスタンドとして、「まぐぞう」「メル

ぞう」などがありますが、どの無料レポートスタンドも基本的な構造は同じ

です。 

 

上記の図のフローのようにリストが溜まっていく仕組みがこの無料レポートス

タンドですが、レポートがダウンロードされるためにはまずレポートを作成し、

メルぞうにレポートの登録を行わなければなりません。 

 

メルぞうではレポートを登録するために、以下より利用申込みを行う必要があ

ります。 

 

メルぞうゴールド会員（30 日間無料お試し） 

http://www.pandemic-m.com/url/mailzou.html 

 

申込みボタンから進んでいくことで、メルぞうでレポートの発行が 

行えるようになりますので、新規登録を行ってください。 

 

 

 

ここまでよろしいでしょうか？ 

 

具体的なレポート作成方法などについてはこれからしていきますが、 

まずはアカウントを作成し、利用するための準備を整えるところまで 

完了させておきましょう。 

 

では、次に進めていきます。 

 

 

http://www.pandemic-m.com/url/mailzou.html
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無料レポートスタンドにあなたの作成したレポートを登録し、 

リストを獲得していくことが出来る。 

 

そしてその獲得したリストに対してアプローチを行う・・・ 

 

というのが従来の無料レポートスタンドの利用方法になりますが、 

今回はちょっと使い方が異なります。 

 

パンデミックでこの無料レポートスタンドを使うには、、、 

 

 

無料レポートをパンデミックに誘致するための導線として作成し、 

レポートの内容を最終的に「パンデミックを使ってね！」というところに 

落としこんで、パンデミックを紹介してく・・・という流れになります。 

 

 

 

 

 

例えば、「Twitterで稼ぐ」というテーマの無料レポートを作成します。 

 

 なぜ Twitter を利用するのか 

 Twitter を使うメリットは？ 

 Twitter を使った実践したことでの実績 

 

などなど、「Twitterで稼ぐ」ということに特化した内容のレポートを作成し、

その最終的な落とし所として、 
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 パンデミックというシステムがありこれを使うと良い 

 パンデミックにはこうゆうメリットがある 

 無料で使えるのでやってみてください 

 

と、パンデミックシステムのレポートへと誘致していきます。 

（※「レポート」とは「感染菌」を指します。） 

 

パンデミックのレポートへ誘致するためのレポートを作成するというわけです。 

 

 

いきなり、パンデミックのレポート（感染菌）を紹介するのではなく、 

このように導線となるレポートを作成し、最終的な落とし所として 

パンデミックを利用することをすすめていくのです。 

 

 

レポート（感染菌）を読ませるために、まず無料レポートを読んでもらう。 

 

つまり、１クッション挟むため、少し遠回りに感じてしまうかも知れませんが、 

このようにまず、「Twitter で稼ぐ」などの切り口からネットビジネスに 

興味があるユーザーを獲得し、その上でパンデミックに誘致をするという 

やり方の方が、ユーザーの動機も高く、実践までに至りやすい。 

 

結果として、質の良いリストを獲得することが出来るのです。 

 

さらに、レポートを読んだユーザーがレポートの内容を実践していくことで、

必然的にあなたの２ティアも増えていくという構図になります。 

 

上記では「Twitterで稼ぐ」というテーマを例に説明しましたが、 

切り口はいくらでもあります。 

 

「ブログで稼ぐ」「FaceBook で稼ぐ」「オークションで稼ぐ」 

 

などなど、考えればいくらでも同様のレポートを作成することも出来るわけで

す。 

 

パンデミックへ誘致するための導線となるレポートを作る。 
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これがあなたのやることです。 

 

もちろん誘致するパンデミックへのＵＲＬは、 

ＰＭＳであなた専用に生成したＵＲＬをご利用下さい。 

 

ストレージにアップして、そのＵＲＬを使うことも忘れないでくださいね。 

 

 

 

それでは、次のページから具体的にレポートの 

作成方法についての説明に移りたいと思います。 
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無料レポートを作成する 
 

 

まず、「どんな内容のレポートを準備すれば良いか？」ですが、 

これは当然、「稼ぐこと」に特化した内容、ネットビジネス系の 

内容に特化したレポートを作成していきます。 

 

「レポートなんて作ったことないから作れるか不安だ・・・」 

 

と思う方もいらっしゃるかも知れませんが 

順を追って説明していきますのでご安心ください。 

 

 

レポートの作り方として大きく２つあります。 

 

 インターネット上からあらゆる情報を１つのレポートにまとめ上げる 

 自分自身の体験談などを元に、ノウハウを１つのレポートにまとめる 

 

 

前者は検索エンジンから情報を検索したり、 

無料レポートスタンドなどから該当するレポートを読み漁り、 

それらの情報をまとめて、オリジナルのレポートを作るという方法です。 

 

この方法は、知識がなかったとしても、情報をまとめるだけでいいので、 

時間を短縮することが出来るのが利点ですが、経験が乏しい分、 

「広く浅い知識」の提供になってしまいます。 

 

そのため、例えばユーザーから問い合わせが来た際に、 

答えることが難しく、回答するために情報を集めるために 

時間が掛かってしまい、結果として時間のロスを生んでしまう 

というデメリットも持ちあわせています。 

 

後者はレポートを書き出すまでに多少時間が掛かりますが、 

実体験に基づく内容なので、問い合わせに対しても答えやすい。 
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具体的なデータを提示しやすい。 

 

何をどうしたらこうなった・・・というように、 

より具体的にレポートを書くことが出来るというメリットがあります。 

 

 

あらゆるサイトから情報を集め、無料レポートからも情報を集め・・・ 

というやり方よりも、あなたが自分のメディアを利用して 

獲得した実績などを元に、より具体的なレポートを 

作成していくのが良いでしょう。 

 

同様に実践編の２週目で紹介したような、 

「広告を使ったらこんな結果だった」という 

内容も盛り込んでいくことも出来ます。 

 

 

なので、自分のメディアで紹介した実績などの具体的な数字を 

盛り込んでいくことを前提に、 

 

今回は、『ブログでリストを獲得することテーマにしたレポート』を 

例に話を進めたいと思います。 

 

次のページからレポートを作成する上での 

手順とポイントをお伝えしていきます。 
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■ レポートタイトルを決める 

 

レポートを読んでもらうためには、 

まず「タイトルで興味を持ってもらうこと」が重要です。 

 

本屋さんでもまずタイトルを見て、興味を持ったものを手にとり、目次を確認

したり、パラパラと内容を読んでみたりするのと同様で、数あるレポートの中

から、タイトルであなたのレポートに興味を持ってもらうところが第一歩です。 

 

どんなに内容が良いものであったとしても、 

読んでもらわないことには意味がありません。 

 

読んでもらうためには、タイトルで惹きつけ、 

ユーザーに手にとってもらうところがスタート地点です。 

 

 

では、どんなタイトルを付けるのが良いか？ 

 

その答えを知るためには、「あなただったらどんな言葉に反応するか？」 

を考えてみると、自然とその答えに近づいてくると思います。 

 

例えば・・・ 

 

 本屋などへ足を運び、実際にあなたが気になったタイトルを片っ端からメモ

していく 

 電車のつり革広告で思わず目を惹いたフレーズをメモしていく 

 

このように、日常にもヒントとなるものが 

散りばめられているわけです。 

 

 

また、Amazon の売れ筋商品のタイトルの付け方も参考にしてみてください。 

 

特に Amazonなどのネットショップの場合、 

本屋と違って書籍の中身を確認することが出来ません。 
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中身が見れないので、何が判断基準となるかというとまず「タイトル」です。 

 

タイトルで判断し、興味をもったもののページを見て、 

購入するかしないかを決定します。 

 

 

 
 

このように、「お？！」と思わず目がいってしまう書籍。 

 

あなたの目を惹いたタイトルをメモしていきながら、 

あなたの作るレポートにどう反映させるかを考えていきます。 

 

上記を例に、どんなポイントがあるかを挙げてみると、 

 

 「10 万円儲ける」という具体的な数字の提示 

 「1日 30 分」という作業ボリュームの提示 

 「月 1000 万円稼ぐネットの達人が教える」という「誰が？」の提示 

 

まず、具体的な「数字の提示」があることがわかります。 

 

 

例え「簡単」と言っても、それが１日３０分の作業なのか？それとも６０分の

作業なのか？によって受け取る側の印象は変わってきます。 

 

単に「稼げる」と言っても、それが月 1000万円なのか？それとも 10万円なの

か？によって受け取る側の印象は変わってきます。 
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これらの要因を踏まえた上でまとめると、 

 

具体的な数字を盛り込むことで、 

これくらい頑張れば、これだけの結果が出るということを 

読み手にイメージさせることが、タイトルを付けるポイントです。 

 

 

次に、「誰が？」の部分です。 

 

上記の例では、「月 1000 万円稼ぐインターネットの達人」が教えることから、 

「月 10万円儲ける」という数字に信憑性を持たせています。 

 

これが、「インターネット初心者」だった場合、 

「月 1000万円稼ぐ」という数字の信憑性が薄れます。 

 

「インターネット初心者」が「誰？」に当たる場合、 

 

『インターネット初心者が１日わずか３０分の作業で、月５万円の副収入を達

成した方法』 

 

というようなタイトルが信憑性が高いし、 

インターネットビジネス初心者をターゲットにした、 

適切なタイトルになります。 

 

このように、「誰が」という主語を含み、数字に信憑性を持たせることも大切で

す。 

 

 

では、これらの要素を踏まえた上で、 

あなたがどのようなレポートタイトルを付けるのがいいか？ 

 

上記のポイントを踏まえた上で、考えてみてください。 
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＜タイトル例＞ 

 

１日たった５分！無料ブログを更新するだけで７日間で１００リストを獲得し

た“斬新で”“最新の”リスト獲得術！ 

 

サラリーマンが帰宅後５分の作業をしただけで、あっという間に 1000件もの“濃

厚な”リストを獲得した方法 

 

---- 

 

このように、「誰が」「どれくらいの作業で」「どうなったか」を 

レポートタイトルに盛り込むことを意識してみてください。 

 

 

他にも無料レポートスタンドの人気ランキングなどを参考にするのも良いです。 

 

完全な真似はよくありませんが、ネットビジネスにおいては、 

誤解を恐れずに言えば、“パクること”も大切です。 

 

なぜなら、人気のものを真似るだけである程度の結果が得られるからです。 

 

 

考え込んで新しいものを考えだしても 

興味を持ってもらえなければ意味がありません。 

 

まずは何よりも結果を得ることが重要なので、結果の出ているものを真似るこ

とが一番手っ取り早い方法です。 

 

※ そのまま同じタイトルを活用する、数字を変更して使うというのではなく、

あなたの商品に当てはめて、適切な形へ修正することが大切です。 
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＜ネットビジネスカテゴリ＞人気順＞ 

http://mailzou.com/index.php?S=2&C=1 

 

 

 

＜歴代ランキング＞ ※トップページ左サイドバーに掲載されています 

 

 
 

http://mailzou.com/index.php?S=2&C=1
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また、『タイトルの付け方』をテーマにした無料レポートなども 

あるので、それらも参考にしてみてください。 

 

『ダウンロードが止まらない！「初心者」のための無料レポート・メルマガ用

そのまま使えるタイトル集』 

http://mailzou.com/get.php?R=49348&M=19983 

 

 

 

■ レポート内容を説明する 

タイトルの次に大切なのが、この説明文です。 

 

レポートを発行すると、そのレポート専用の紹介ページが与えられます。 

 

まずは、レポートのタイトルで興味を持ってもらったら、 

次にレポート内容の説明文を読んでもらいます。 

 

そこで、興味を持ってもらえて初めて、 

レポートのダウンロードへとつながります。 

 

どんなに良いタイトルで惹きつけることが出来たとしても、 

レポートの説明文がしっかりしたものでなければ、 

レポートを読んでもらうことは出来ません。 

 

どんなに内容が良いものであったとしても、 

読んでもらわないことには意味がない。 

 

なので、レポート内容もポイントを抑えてやっていきましょう。 

 

レポート内容もタイトルと同様、まずはあなた目線で、 

 

「興味を惹かれた内容の説明文はどんなものだったか」 

「どれをダウンロードしてみたいと思ったか」 

 

これらを考えてみることです。 

http://mailzou.com/get.php?R=49348&M=19983
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レポートの内容は、「レポート名」をクリックすることで確認出来ます。 

 

 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
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ポイントは大きく３つ 

 

 「誰」からの情報発信か？ 

 「何」を得られるのか？（目次やメリット等） 

 どうなることが出来るのか？（具体的な数字の提示等） 

 

上記の要素を盛り込んだものが良いでしょう。 

 

文章が長ければ良いわけでも、短ければ良いわけでもありません。 

 

長くても短くても、上記３点が伝わっていなければなりません。 

 

 

例えば、前ページでサンプルにあげたレポートは以下です。 

 

『スマホアフィリエイトで業界最後のバブルに乗れ！【完全無料】★スマホ・

モバイル・PC 対応サイトの３Way アフィリエイトで稼ぎまくる方法◆必須プラ

グイン、API、SEO、自動コンテンツ生成、振分け方法など～簡単動画解説付き

～』 

http://mailzou.com/get.php?R=39115 

 

説明文を読んでみると、こちらのレポートはかなり濃いノウハウを 

提供しているだろうことが容易に想像出来ます。 

 

 

 

このレポートを手に入れることで、得られることが出来るメリットが説明され、 

「あなたはこのまま見過ごしますか？」とレポートを読むことを後押ししてい

る、読むことによるメリットよりも、「読まないことによるデメリット」を強調

しているのがポイントです。 

 

http://mailzou.com/get.php?R=39115
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非常に良い説明文ですので、参考にしてみてください。 

 

次に、シンプルな説明文だけども興味を惹くレポートのサンプルです。 

 

『【PDF200P】24歳上智大学院生が真剣に勧めるインターネットビジネス』 

http://mailzou.com/get.php?R=66854 

 

説明文の前にまず非常に良いタイトルです。 

 

「PDF200P」 

Pdfで 200ページということは、かなりボリュームがあり、 

濃いノウハウが提供されていることを連想させます。 

 

「24 歳上智大学院生」 

大学のブランドなどが出てくると「お？」と思わず目がいきます。 

 

このたった２つのキーワードだけで、 

「良いものだろう」と思わせることが出来るわけです。 

 

 

 

説明文においては、「プロモーションアフィリエイト」という造語を使い、 

「それって一体、どんなものなんだろう？」と、興味を抱かせ、 

これを覚えることによるメリット、結果として「月収７桁を達成出来る」と 

どうなることが出来るか？がしっかりと書かれています。 

 

シンプルですが、これも良い説明文ですので参考にしてください。 

http://mailzou.com/get.php?R=66854
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＜説明文例＞ 

 

“濃いリスト”が“勝手に”集まる最新の手法とは？ 

 

・作業時間は１日たった５分 

・無料ブログを更新するだけ 

 

誰でも出来るたったこれだけのことを続けただけで、 

わずか●日で●●リストを獲得することが出来ました。 

 

・リストが重要だって言うけど集め方が分からない… 

・無料レポートや懸賞リストじゃ薄くて意味ないしなぁ… 

・コツコツ数人のリスト集めたところで何にもならないし… 

 

もしあなたがこんなことでお悩みなら、全て解決できます。 

 

ネットビジネスの世界では「リストが命」です。 

 

いかに多くの濃いリストを集めることが出来るのか？ 

 

ネットビジネスの本質とその答えがこのレポートにあります。 

 

このレポートがきっかけとなり、 

あなたのネットビジネスを加速させるものになると断言します。 

 

--------- 
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■ レポートの内容 

 

タイトルで興味を惹きつけ、レポートを読んでもらったとしても、 

言いたいことが伝えられなければここで終わりです。 

 

最終的にアクションを起こしたくなるような内容にしなければなりません。 

 

僕がレポートを書く時に注意しているのは読んでみて”ワクワク”するような

内容かどうか。 

 

自分が読んでみてワクワクしないようなダラダラしたつまらないレポートなら、 

それは読者も同じです。 

 

あなたが読んでみて、ワクワクしてしまう、 

そんなレポートを作ることを心がけて下さい。 

 

 

【具体的なレポートの流れ例】 

 

1. 自己紹介、ストーリー 

2. 何をやったのか？ 

3. それによって何を得られたのか？（具体的な実績の提示） 

4. やり方を教える 

5. 実践してくださいね（クロージング） 

 

 

上記はシンプルな内容ですが、 

読者にとっても読みやすく内容が理解しやすい流れになります。 

 

勘違いして欲しくないのですが、 

レポートはボリュームがあればいいってもんじゃありません。 

 

ボリュームが多かったとしても、「結局、言いたいことは何か？」「じゃあ具体

的にどうすればいいのか？」を読者に伝えきることが出来なければ、読者にと

って“役に立たなかったレポート”になってしまいます。 
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内容の追記なんて後からいくらでも出来ますので、 

まずはこの流れに沿って、シンプルに書き上げてください。 

 

1.自己紹介、ストーリー 

・あなたが一体、何者なのか？ 

・職業は何なのか？ 

・ネットビジネスの経験は？ 

・これまでどんなことをやってきてどんな結果を得てきたのか？ 

 

2.何をやったのか？ 

・ブログ記事を更新していった 

 

3. それによって何を得られたのか？（具体的な実績の提示） 

・●日間で●●リストを獲得することが出来た 

・実績のキャプチャなども利用して紹介する 

 

＜キャプチャ例＞ 

 

 

4.やり方を教える 

・この方法を実践するためにはあるシステムを利用する 

・それはＰＭＳというシステムです 

 

5. 実践してくださいね（クロージング） 

・得られるメリットの再確認 

・どうなることが出来るのか？ 

・無料を強調しつつパンデミックへの誘導（あなた専用のＵＲＬで） 

 

 

まずは勢いでレポートを書き上げることが大切です。 

 

誤字脱字があってもまずは気にしません。一気に書き上げます。 

（※推敲（ブラッシュアップ）や誤字脱字の修正は、最後に行えば良いです。） 
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その上で、 

 

・伝えたいことが伝わっているか？ 

・アクションを起こしてもらうことが出来るのか？ 

 

この２点に重点を置いてレポートのチェックを行いながら、 

 

「この説明文はわかりにくいから追記しよう」 

「ここは画像を当て込んだ方がわかりやすいよね」 

 

と、レポートのブラッシュアップを行い、 

レポートを完成形に近づけていきます。 

 

 

「自分は文書を書くのが苦手だ」とそうおっしゃる方ももしかしたらいらっし

ゃるかも知れませんが、文章をかけるようになるためには、文章を書くことに

慣れるしかありません。 

 

レポートを書かないことにはリストを獲得出来ないので、 

兎にも角にもまずはレポートを書いてみることが大事です。 

 

 

同時に様々なレポートを購読してみて、 

文章の書き方や流れなども参考にしてみてください。 

 

 

いきなり「完璧」を求める必要はありません。 

 

まずは「質より量」を意識して、１本と言わず何本も無料レポートを作成して、

あらゆる無料レポートスタンドに登録していきましょう。 

 

こういった「数稽古」が、結局のところ「質」につながります。 

 

 

培った能力は様々なところでいかせるので、 

ぜひ複数のレポートにチャレンジしてみて下さいね。 
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今回お話したレポートを作り、リストを獲得していく方法は 

先週お話した広告を使ってリストを獲得する方法などと比較すると、 

とても地味だし、レポートを作成する時間も掛かります。 

 

ですが、やれば確実に結果がでる方法なのは間違いないので、 

実践して頂きたいと強く思う次第です。 

 

レポートを書くことで、文章を書くことにも慣れますし、 

表現方法の幅も広がっていきます。 

 

 

そうすることで、今後あなたが広告を利用したいのであれば、 

ここで身につけた文章能力もいきてくる。 

 

ブログで記事を更新する際も同様です。 

 

レポートを作成するというたった１つの作業が、 

今後、あらゆる箇所でいきてきますので、 

是非、実践してみてください。 

 

 

最後になりますが、無料レポートスタンドは今回紹介した「メルぞう」だけで

はなく、「まぐぞう」や「激増」などいくつも同様のサービスがあります。 

 

なので、レポートを作成したらメルぞうだけではなく、 

全部の無料レポートスタンドに登録していきましょう。 

 

そうすることで、獲得できるリストの数もグンと増えるはずですから。 

 

ＸＡＭ 

http://xam.jp/ 

 

まぐぞう 

http://www.mag-zou.com/ 

 

 

http://xam.jp/
http://www.mag-zou.com/
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激増 

http://www.gekizou.biz/ 

 

スゴワザ 

http://www.sugowaza.jp/ 

 

れぽまが 

http://repomaga.jp/ 

 

イッキヨミ 

http://www.ikkiyomi.jp/index.php 

 

 

 

それでは、今週は以上になります。 

 

ご不明な点などありましたら、 

いつでも下記メールアドレスまでご連絡ください。 

 

info@pandemic-m.com 

 

次回はまた違った角度からのリスト取得方法を 

お話したいと思いますので楽しみにしていてください。 

 

それでは！ 

 

 

 

http://www.gekizou.biz/
http://www.sugowaza.jp/
http://repomaga.jp/
http://www.ikkiyomi.jp/index.php
mailto:info@pandemic-m.com

