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第５回

インターネットビジネスで稼ぎたい人向け

講座 オレンジメールの活用法

団塊の星（シルバースター）

お助け塾塾長・セグパパ



自己紹介
（インターネットビジネスに関して）

自己紹介
（インターネットビジネスに関して）

・ビジネス起業塾「ＪＩＳ」の第1期生として

還暦にて、昨年2月からインターネットビジネスを

学び始め、現在ＪＩＳ4期生の中で

「大番頭・後見役＝貢献役」として活躍中。

・情報商材「腰痛解放戦線」を販売中。

・11月1日、インフォトップ主催の40歳以上を対象とした
「シニアーセミナー」にて約70名を前に講演する。

・菅野一勢さん主催の「ウインズスペース」にてパート

ナー講師として認定され、２７名の講師の一人として

スカイプ相談など応じる。



同じ苦労をしてほしくない！同じ苦労をしてほしくない！

・自分が通ってきた道だから、

あなたの悩みがよくわかります。

・できたのは「ワード・エクセル・パワーポイントと

メール」だけだった還暦セグパパが、何度も何度

もつまずき、転び、ＰＣ上の大けがをして、時には

ＰＣの入院手術し、金を払って応急処置をしてき

た本当に「気も狂わんばかり」苦労して来たことを

余すところなくお伝えします。



無駄なことをしないで、スピードアップ無駄なことをしないで、スピードアップ

・こんなことは、全然知らなかった！

・だれも教えてくれなかった！

・もっと早く知っていれば、こんなに苦労を

しなかったのに…
・こんなに「労力と時間とエネルギーとお金」を

浪費しなかったのに…
・困った時に、「すぐに」「気楽に」聞ける人が

そばにいてくれたら…



第３回セグパパお助け塾にて
お伝えしている内容

第３回セグパパお助け塾にて
お伝えしている内容

・インターネットで稼ごうとするためには必要最低限のＰＣ知識

が必要です。

・還暦にてインターネットビジネスを学び始めた団塊のセグパ

パが苦労して学び、覚えてきた「すべての知識」を余すところ

なくお伝えします。

① 「PCの基礎的知識」（知っていれば得する、役立つ情報）

②ＳＥＯ対策も含む「ホームページビルダー」の使い方

③画像作成に必須の「ウエブアートデザイナー・ウエブアニ

メーター」関係（ホームページビルダーに付属）

④「フォームマン」（アンケートや受注その他に応用）



第1回目にお伝えした
基本的に重要なこと：各論
（今回は赤字部分だけ含みます）

第1回目にお伝えした
基本的に重要なこと：各論
（今回は赤字部分だけ含みます）

・クイック起動とは？ ・デスクトップとは？

・デスクトップの整理 ・ショートカットとは？

・キャプチャーとは？ ・ペイントとは？

・プリントスクリーンとは？ ・メモ帳とは？

・右クリックとは？ ・単語登録とは？

・フォルダーとファイルとは？ ・ローカルディスクとは？

・検索・置き換えとは？ ・保存とは？

・バックアップとは？ ・ショートカットキーとは？

・ブラウザーとは？ ・拡張子とは？

・ホームページ関係の保存とは？ ・ＦＦＦＴＰの仕組みとは？



第２回目
ホームページビルダーセミナー

第２回目
ホームページビルダーセミナー

１．初期設定

２．本文製作

１）ヘッド部分⇒SEO対策
・タイトル
・ＭＥＴＡ：Description
・ＭＥＴＡ：キーワード

２）背景色
・表の背景色
・文字の黄色帯

３）表（テーブル）
４）見出し⇒SEO対策
５）文字の修飾
６）画像の挿入⇒SEO対策
７）リンク

３．ＦＦＦＴＰ

４．保存方法

５．拡張子

６．その他、参考
・著作権
・改行の代わりに
スペーサーの活用

・強調タグ⇒SEO対策
・段落 ⇒SEO対策
・附録：

検索エンジンの登録
⇒SEO対策上



第３回目第３回目

ホームページビルダー付属ソフト

１） ウエブアートデザイナー（画像作成）

２） ウエブアニメーター（画像応用）

第4回目
フォームマンの使い方



第５回目

オレンジメールの使い方



オレンジメール

●とても使いやすい。

・未経験の初心者でも

・誰でも、
・短期間で、

・確実に使いこなせるようになる

●必要な機能がすべてそろった、

メルマガ配信システム

福招き猫⇒



登録申請をすれば、

自動的に

ログイン画面に

なります。



ログインログイン

ユーザーＩＤは
書かれているので

便利です。

ログイン画面



１．ホーム→登録者情報変更
→登録時から変更がないか？

１．ホーム→登録者情報変更
→登録時から変更がないか？



登録者情報 変更画面

ユーザーID
氏名
ふりがな
PCメールアドレス
性別
郵便番号
都道府県
市町村
生年月日
電話
FAX
携帯電話
携帯メールアドレス

パスワード変更



１．プラン作成１．プラン作成



プラン作成・上部

●発行者名：
●発行者メールアドレス：
●プラン名：全角３０文字以内
●カテゴリー：
●紹介文：全角４００文字以内



プラン作成・下部

●バックナンバー公開：

●読者数：公開・非公開

●1クリック解除時メール：
◎送信する

●エラーメールの処理：
◎自動処理

●購読解除されたアドレス：
ブラックリストに登録
△する、△しない

●エラーメールの処理は
◎自動処理を推薦！

しかし、登録メールアドレスが違っている場合、
アドレスを修正したいときは「何もしない」
を選ぶ。



プラン一覧
↓

プラン数は
制限なし！

プラン一覧
↓

プラン数は
制限なし！





→変更はここから！

▲



「%%sei%% 」さんなどの
置換え可能文字は

できるだけコピペする方が
間違わない。

自分で書くと大文字とか
全角と間違う！







テ
ン
プ
レ
ー
ト

ヘ
ッ
ダ
ー
と
フ
ッ
タ
ー
の

間
に
本
文
を
書
く



●配信日時予約

●置換え可能な文字列
・読者の姓：%%sei%%

（姓が登録ない時は
メールアドレスの前半）

・1クリック解除URL：
%%cancel%%

・メルマガ登録・解除ページのURL：
%%magregist%%

～～～～～～～～～～～～

・現在の読者のポイント
%%point%%

・現在の読者数：
%%magreaders%%

・バックナンバーページのURL
%%magbn%%



絞込み条件

項目１～１０の活用

例：項目ごとに

・会った場所
・出身地
・学校／会社名
・趣味



「メルマガの発信」画面

置換え可能文字が薄いオレンジ色で
明記される。

「読者の姓」さん
[メルマガ登録・解除ページのURL]
[1クリック解除URL]
[バックナンバーページのURL]
[読者数]
[読者の姓]さんの現在のポイントです。
（メール内のURLをクリック
するたびに増えます）

[現在の読者のポイント]



●配信日時の確認

●クリック解析

・クリック解析（URL短縮）を
有効化したいurlに
チェックを入れる。

・クリック時にポイントを
加算したい時は
ポイント数（1～10)を
入れる。

⇒クリックすればポイント
が増えて得点が付く
ことを考える



メルマガの予約状況⇒発信時間の確認

再編集・削除もこの画面からできます。

次のメルマガ作成もここから！







メルマガ別クリック解析

クリック率＝ユニーククリック数／配信数



クリック率解析の注意点クリック率解析の注意点

・クリック解析を利用するには、

クリックされるべきURLをメールの中に

書いておく必要がある。

・そのURLが、クリックされたかどうかだけを

計測するもの。

・URLが複数あればその合計のクリック数。

（配信数に対するクリック率）



時間別クリック数
（今までの全メルマガが対象）

0時～23時
クリック数／24時間全クリック数＝クリック割合

（但し、配信時間が一定ではない）



曜日別クリック数
（今までの全メルマガが対象）

日～土曜日
クリック数／1週間クリック数＝クリック割合

⇒月曜＝日曜の夜（？）が多い！
日曜の配信が多いことも影響。



日別クリック数
（今までの全メルマガが対象）

クリック数／全クリック数＝クリック割合
割合は意味はない。



URL別クリック数
（今までの全メルマガが対象）

クリック数／全クリック数＝クリック割合
割合は意味はない。



ステップメール作成

・件名はテンプレートが表示されていない。
・ヘッダー・フッターはテンプレートが表示
されているので、適宜修正のこと。

・PRリンクは、現状では特に不要。
・配信タイミング：⇒重要！

登録日の○日後の○時○分頃
・絞り込み条件：普通は「なし」

特別な場合は条件にて絞込み



ステップメールは目的によって
全ステップの構成を考え、
戦略的に組み立てる必要が
ある。⇒重要！



新しく登録された
人にステップで
配信される。

注意：
以前登録の人は
新しいステップが
追加されても日数が
経過していれば
発信されない。



クリック解析

・ステップメール別クリック数
・時間別クリック数
・曜日別クリック数
・日別クリック数
・url別クリック数





一括登録
既にアドレスリストがある時は
一括登録やCSV登録が便利。
リストから直接コピー＆貼り付け

但し、順番に気をつけること
１．メルアド
２．姓
３．名
４．各フォームのＩＤ（？）
５．項目１～１０
６．登録日時（自動）

・CSVファイルのサイズは8MBまで
・1万件登録ごとに約2時間必要

●登録完了メールを発信するか
どうか？

●区切りは
タブ（半角スペース）形式か
カンマ形式



ＣＳＶファイル登録

既にアドレスリストがある時は
CSV登録や一括登録が便利。

但し、順番に気をつけること
１．メルアド
２．姓
３．名
４．各フォームのＩＤ（？）
５．項目１～１０
６．登録日時（自動）

・CSVファイルのサイズは8MBまで
・1万件登録ごとに約2時間必要



一件ずつ登録→便利！

項目０１～１０までを自由に
記入するが乱用すると後で
面倒になるから、せいぜい
項目０１位だけか？

●登録日時は自動でよい。

●登録完了メールを発信するか
どうか？



●解除完了メールを相手に
発信するかどうか？







ブラックリスト（二度と配信しないリスト）

●自分でブラックリストに載せる場合

●相手が解除した時にブラックリストに載せる場合
→基本情報の購読解除のところで設定。



●相手が解除した時にブラックリストに登録すると

新たに読者登録ができなくなります。

●新たに読者登録するには、ブラックリストから

登録を削除すれば登録できるようになります。







＊メルマガ作成画面

●置換え可能な文字列

・読者の姓：%%sei%%
（姓が登録ない時は
メールアドレスの前半）

・1クリック解除URL：
%%cancel%%

・メルマガ登録・解除ページのURL：
%%magregist%%

～～～～～～～～～～～～

・現在の読者のポイント
%%point%%

・現在の読者数：
%%magreaders%%

・バックナンバーページのURL
%%magbn%%





読者登録・解除ページ
プレビュー

下段にはバックナンバーが
表示されている。





バックナンバープレビュー

（読者登録・解除欄も
表示され、下段には

バックナンバーの最新分と
過去の分が表示されている。



読者登録・解除ページ・
バックナンバー・プレビュー

両方とも最下段には
再度、

読者登録・解除欄が
表示されています。



オレンジメールオレンジメール

●多機能

●簡単

未経験の初心者でも誰でも、短期間で

確実に使いこなせるようになる

とても使いやすくて、

必要な機能がすべてそろった

メルマガ配信システム



オレンジメールの特長オレンジメールの特長

１．複数メルマガ作成機能

（メルマガ数 ：無制限）

２．複数ステップメール作成機能

（ステップ数 ：無制限

ステップメール数：無制限）

３．メルマガ予約配信機能

４．クリック解析機能

５．URL自動短縮機能

６．1クリックメルマガ解除機能

７．名前挿入機能



８．メルマガ登録/解除完了メール機能

９．読者登録/解除ページの自動作成機能

１０．読者登録/解除フォームタグ作成機能

１１．読者一括登録機能

１２．読者一括解除機能

１３．読者リストダウンロード機能

１４．ブラックリスト機能

１５．条件配信機能

オレンジメールの特長オレンジメールの特長



【USP】【USP】
現時点での、オレンジメールのUSPは、メール初心者でも
「お客さんをぐいぐい惹き付けるメールを配信できる」
ようになることです。

今までパソコン初心者では、
メールの反応率を取ること自体が難しかったです。

また、パソコンに慣れている人でも、
URLを１つ１つを手で変換していかなねばならず、
反応率を取ること自体が大変な手間で、
メール配信で最も大切である、
お客さんの反応を取ることの習慣化が難しく、
ほとんどの場合、反応率を測定しなくなってしまう、
という欠点がありました。



【USP】【USP】

オレンジメールではそれを解消して、
簡単にお客さんの反応を確認することができ、
ぐいぐいお客さんの反応のとれるメール配信、
さらには、どんどん売上の上がるメール配信ができる
ようになっていきます。

【将来のUSP】
今後は、インフォトップやインフォカート、PayPalなどとの
連動をすすめ、最強の顧客フォローアップシステム、
つまり、売上を上げるシステムができあがり、
それが最強のUSPへと進化していきます。



【オマケ】【オマケ】

正確な数字はわかりませんが、

ユーザーさんからは

オレンジメールに変えただけで、

メールのクリック率が

向上したなどの声を

いただいています。



他社との比較他社との比較

A社 P社 オレンジメール

複数メルマガ機能 1メルマガ 25メルマガ 無制限

ステップ メール機能 7ステップ
1ステップメール

10ステップ
10ステップ メール

無制限

登録メールアドレス件数 １万件まで 無制限 4万件まで



A社 P社 オレン
ジメー
ル

A社 P社 オレンジメー
ル

予約配信
機能

あり あり あり

クリック
解析機能

なし クリック数の計
測のみ

あり

名前挿入機能（件名、本
文）

本文のみ 本文のみ あり

発行者設定機能 あり あり あり



A社 P社 オレン
ジメー
ル

A社 P社 オレンジメー
ル

読者登録/解除完了メール機能 あり あり あり

読者登録/解除ページの自動作成
機能

なし なし あり

読者登録/解除フォームタグ作成
機能

あり あり あり

読者一括登録機能
（コピペ、CSV）

CSV
のみ

CSVのみ

（1回に300
アドレス以
上は要審

査）

あり



A社 P社 オレン
ジメー
ル

A社 P社 オレンジメール

読者リスト ダウン
ロード機能

あり あり あり

ブラック リスト機
能

なし あり（強制ブラックリスト
登録）

あり

条件配信機能 あり あり あり



A社 P社 オレン
ジメー
ル

A社 P社 オレンジメール

初期費用 0円 8,000円 12,800円

月額費用 6,300円 4,160円 2,480円～

登録件数 月額費用

2,000件まで 2,480円

10,000件まで 4,980円

20,000件まで 9,800円

40,000件まで 19,800円



ご清聴ありがとうございました。

オレンジメールを活用して

楽しいメルマガを発行してください。


