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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馬場 博に属します。 
 
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、不正確な情

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://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 
 
 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html
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まずは、私の自己紹介から。 
 
名前は 「まーちゃん」 こと 「馬場 博」 と申します。人相は写真の通り

です。 
 
出身地 は岐阜県ですが。現在は横浜に在住しています。 
趣味はカラオケ、パソコン、写真、お酒を飲むこと 
実績はパソコン歴がかれこれ３０年以上ありますが、ネットビジネスは数年ぐ

らいです。 
 
経歴は 
 
大学を卒業後、某エンジニアリング会社で電気エンジニアとして２６年、日

本国内および海外のあちこちで活躍 
 
その後、アメリカの大学で日本語教師１年 
 
帰国後、留学関係の会社でパソコンとにらめっこしながら、余暇を使ってネ

ットビジネスをしています。 
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0. 

1. 

 はじめに 

 
横浜在住の馬場博と申します。 
 
ネットビジネスを行う場合、申し込みをしていただくための、お申し込みフォ

ームとかメルマガ登録、あるいはメルマガ解除フォームというものが必要と

なります。ここでは私が利用している申し込みフォームの作り方を紹介いた

します。 
 
 

CGI の基礎 

 
申込フォームのほとんどは CGI(Common gateway Interface)ででき

ています。 
 
WEB 上では無料のレンタル CGI がいっぱい出ています。これらはあ

まり CGI のことを知らなくても利用できるのでとても便利です。しかしな

がら、あくまでもレンタルのため、その存在はとても不安定でいつ仕様

が変わるか、いつ使えなくなるか分かったものではありません。 
 
ある日、いきなり使えなくなります。その点、自分の HP に自分で CGI
を組み込めばいつの間にか無くなる恐れも無く安定して使えます。 

「HP 作成だけでも悪戦苦闘しているのに、CGI なんてとんでも

ない！」と思われる方が多いかと思いますが、ご安心ください、

自分で一から作る必要なんてまったくありません。 
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WEB 上にはすでに出来上がった無料の CGI がいっぱいそろって

います。あなたは、あなたの希望にあった CGI を見つけ、ダウ

ンロードし、設定変更し、あなたの HP へ組み込めばいいのです。

組み込む際に若干の知識が必要となりますので、以下に説明い

たします。 

 

2. 無料 CGI の検索 

 
WEB 上で 「 フリーcgi 配布 」と検索してみてください。いっぱい

ありますね。試しに下記をクリックしてみてください。 
http://www.d-ic.com/free/index.html 
 
「メールフォーム」をクリックします。「csvmail_v4」を選んで「詳細ペ

ージへ」をクリックします。 
 
これは私が実際に HP の中で「申込フォーム」で利用しているもので

す。色々なフォームが自在に作れ、申込のデータがエクセルの形で

回収できます。とても役にたっています。もちろん返信メールも出せま

す。 
 
フォームをいくつでも作成できますし、フォーム内容の変更はインタ

ーネットに接続する必要も無く、すべて PC 上でできます。 
 
無料のため、フォームの下部に小さく作成者の宣伝が入りますが、目

立たないのでほとんど気になりません。解説も結構丁寧です。 
 
取り合えず、このサンプルで話を進めます。 

 

http://www.d-ic.com/free/index.html
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3. CGI ダウンロード 

 
「csvmail_v4 をダウンロード」をクリックします。「保存」ボタンを押しま

す。保存先は後ですぐに取り出せるようによく分かったところに指定し

てください。例えば、「デスクトップ」の中に「CSVMAIL」というフォル

ダーを作成します。フォルダーの作成は下記ボタンでできます。 
 
 
 
 
 

※「著作リンク削除」ボタンは押さないでください。有料となります。 
※ ダウンロードされたファイルは圧縮ファイルとなっていますので、

解凍ソフトをお持ちでない方は先に下記より解凍ソフトをダウンロード

してください。 
  http://www.chitora.jp/lhaz.html#down 
 
Lhaz のインストールができたら、使い方は簡単です。 

まず、「Lhaz のショートカット」をデスクトップ上に作成し

ておきます。 

「デスクトップ」の中の「CSVMAIL」というフォルダーをクリ

ックするとフォルダーの中にダウンロードした

「csvmail_v4.lzh」のファイルが見つかります。このファイ

ルを デスクトップ上の Lhaz のアイコンの上へドラッグして

「このフォルダに解凍」を選べば作成したフォルダの中にダ

ウンロードした「CGI 用ファイル」が解凍されます。 

この操作は「CSVMAIL」フォルダーの表示設定が最大サイズだ

とできないので、「縮小ボタン」を使って小さくしておいて

ください。これで「csvmail_v4.lzh」のファイルをデスクト

ップ上の Lhaz のアイコンの上へドラッグすることができます。 
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「CGI 用ファイル」が解凍されると「csvmail_v4」というフォ

ルダーが作成され、その中に下記ファイルができます。 

csvmail_v4/ CSV フォルダー  

|-- mail.cgi メール送信プログラム 

|-- jcode.pl パールプログラム（変更不要） 

|-- stdio.pl パールプログラム（変更不要） 

|-- sample.html csv ファイルを呼び出すためのサンプル

html 

|-- check.html 入力内容確認画面テンプレート 

|-- thanks.html 「お申込ありがとう」の画面作成用 html 

|-- remail.txt 自動返信メール本文テンプレート 

|-- title.gif 

|-- data/ データーフォルダー  

|   |-- data.cgi メールログ（ここにデーターが蓄積され

ます） 

|-- lock/ ロックデータ用フォルダー（変更不要） 

 

4. CGI フォルダー作成 

 
前項のダウンロード・解凍したファイルを PC 上の「HP フォルダー」の

中に貼り付けます。 
 
実際の HP の場合、多くの CGI を作成しますから、「HP フォルダー」
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の下にまず「CGI フォルダー」を作成し、その下に「csvmail_v4 フォ

ルダー」その下に「moushikomi-1」「moushikomi-2」。。。とし、

個々の「申込フォルダー」の中に先ほどダウンロードして解凍したファ

イル１式を貼り付けます。 
 
¥hp 
 |--cgi 
      |--¥csvmail_v 

        |--moushikomi-1 
        |   |-- 
        |--moushikomi-２ 
        |   |-- 

 

5. メールログ 

 
個々の「申込フォルダー」の中のメールログ「data.cgi」は後で識別

で き る よ う に 個 別 の ユ ニ ー ク な 名 前 に 変 更 し ま す 。 （ 例 ：

moushikomi-data-1.cgi）ここにデーターが蓄積されます。新しいデ

ーターが最後の行に追加書き込みされる形で保存されます。時々古

いファイルを消す等のメンテナンスが必要となります。また、データー

が見やすいように、最初の行に、項目名を「,」で区切って書き込んで

おくと、便利です。メールログが他の人に読み込まれないよう「拡張

子」は意図的に「.cgi」とされていますので、エクセル等に読み込む

時はこの拡張子を「.csv」と変更してから利用します。 
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6. 

7. 

mail.cgi 
 

これが、CSV ファイルです。名前は変更しないでこのままの形で利用

します。ファイルの中に変更箇所が指示されていますので指示に従

って変更してください。基本的に、変更が必要な箇所は前項の「メー

ルログ名」だけです。前項の変更に合わせて、同じ名前にしてくださ

い。例えば「./data/data.cgi」を「./data/moushikomi-data-1.cgi」と

変更します。 
 
また、最初の行の「#!/usr/local/bin/perl」は HP スペースのプロバイ

ダーによっては変更が必要かもしれません。確認ください。ほとんど

はこのままで OK です。 
 

sample.html 
 

これはメールフォームのサンプルです。このサンプルを自分の HP に

合わせて変更ください。ファイル名も適宜変更します。ファイルに記

載してある返信用ファイル名、必須項目等をテキストエディターまた

は IBM ホームページビルダーの HTML モードで変更してください。 
 
また、フォームの項目の変更に関しては、「sample.html」に示されて

いるものが基本的なものです。自信が無い場合は今ある形をコピー、

削除等を利用することで改定できます。 
 
「sample.html」は基本的なものがすべて説明されています。オリジ

ナルを 
残したまま、コピーして利用されることをお勧めします。 
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基本要素としては 
 

1) 1 行入力 
 

1 行の中に入力させるものです。 

<input type="text" name="住所" size="30"> で「name="住所"」

の「住所」の部分を変更します。「size="30"」は適宜変更します。

他は変更不要です。 

 

2) ラジオボタン 
 

複数の中から 1 つをチェックして選択させるものです。 
男<input type="radio" name="性別" value="男"> 

女<input type="radio" name="性別" value="女"> 

「男」「女」「性別」を変更します。3つ以上必要ならば行ごとコピ

ーして使います。他は変更不要です。 

 

3) リスト選択画面ボタン 
 

リストの中から1つを選択して選択させるものです。 
<select name="PC環境"> 

        <option value="Windows" selected>Windows</option> 

        <option value="Mac">Mac</option> 

        <option value="Linux">Linux</option> 

        <option value="その他">その他</option> 

       </select> 

「PC環境」「Windows」「Mac」「Linux」「その他」を変更します。必

要に応じてコピー、削除して使います。他は変更不要です。 



永久に利用できる申込フォームの作り方 

- 12 – 
Copyright (C) 2009 Hiroshi Baba. All Rights Reserved. 

 

4) 複数選択ボタン 
 

複数のものを選択するボタンです。１つ以上の選択が可能です。 
       <input type="checkbox" name="趣味" value="映画鑑賞">

映画鑑賞 

       <input type="checkbox" name="趣味" value="ドライブ">

ドライブ 

       <input type="checkbox" name="趣味" value="パチンコ">

パチンコ 

       <input type="checkbox" name="趣味" value="ショッピン

グ">ショッピング「趣味」「映画鑑賞」「ドライブ」「パチンコ」「シ

ョッピング」を変更します。必要に応じてコピー、削除して使い

ます。他は変更不要です。 

 

5) 複数行入力 
 

2 行以上の入力ができます。 
<textarea name=" コ メ ン ト " cols="40" rows="5" 

wrap="off"></textarea> 

「コメント」を変更します。「cols="40" rows="5"」は適宜変更く

ださい。 
 

8. check.html、thanks.html 

 
入力内容確認画面と、お申込ありがとう画面です。適宜変更くださ

い。 
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9. 

10. 

remail.txt 
 

自動返信メールです。お振込み先連絡、その他ご自由にお使いくだ

さい。 
テキストファイルですから、テキストエディタ、メモ帳等で変更くださ

い。 
ファイル名は変更しないでください。 

 
 

属性変更 

 
以上で、CSV ファイルの設定はほとんど完了ですが、最後に CSV フ

ァイル特有の属性変更（権限、パーミッション設定変更）という作業が

必要です。 
 
WEB 上の HP スペースにあるすべてのファイルには「所有者」と「権

限」が設定されています。CGI を利用する場合はこれを設定する必

要があります。 
 
まず、CSV 関連ファイルをアップロードします。アップロード後「CSV
ファイル」「フォルダー」「データファイル」に関して属性変更が必要で

す。この属性変更はご利用されている HP スペースの仕様に従う必

要があります。各プロバイダーに確認ください。たいていは、基本設

定の案内に記載されています。分からない場合は、プロバイダーに

確認してください。 
 
「CGI ファイルに関する設定（ファイルの属性）に関して教えて欲し

い。」と問い合わせてください。すぐに詳しい返事が来るはずです。 
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1) 属性設定 

 
属性の設定をするには、右側で「CSV フォルダー」がある場所を

開きます。次に設定したいフォルダーまたはファイルを選択し、マ

ウスを右クリックして「属性変更」を選択します。 
 

a. 所有者 

 
所有者には「オーナー」「グループ」「その他」があります。 

 
(1) オーナー：HP の所有者、つまりあなたのことで

す。 

(2) グループ：あなたといっしょに作業する人のグ

ループのことです。通常は設定不要です。 

(3) その他：あなたの HP を訪れる一般の人のこと

です。 

 
b. 権限 

 
権限には「read」「write」「exec」があります。 

 
(1) read：ファイルを読む権限 

(2) write：ファイルに書き込む権限 

(3) exec：ファイルを実行する権限 

 
以上のことを理解したうえで、FFFTP の右側の属性欄を見てくだ

さい。 
 

例えば、「rwx---r-x」とあった場合、オーナーは読み、書き、実行

OK。 
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その他の人は読み、実行 OK という意味です。 
 
たいてい下記の設定が多いようですが、HP スペースの毎に微妙

に異なりますので必ず確認ください。この属性があっていないと

CGI が正しく動作しません。 
 
フォルダーは「rwx---r-x」 
CGI ファイルは「rwx------」 
データーファイルは「rw-------」 

 
属性（パーミッション）は数字で知らされることが多いのでその見

方を説明しましょう。 
 

「rwx---r-x」の「-」を「0」それ以外を「1」と見ます。これを所有者毎

にまとめて 2 進法で読み取ります。 
 
つまり「rwx」は２ｘ２＋２＋１＝７ 
「---」は０ 
「r-x」は２ｘ２＋１＝５ 
 
したがって「７０５」となります。 
 

11. CGI の実行 

 
実際に HP 上で、CGI を実行してみましょう。HP から申込フォームを

呼び出し、画面に表示できましたか。ここでエラーなどが出て表示さ

れない時は場合、ほとんどの場合、前項の「属性変更」が正しく設定

されていないか、「mail.cgi」の設定が間違っています。再度確認くだ

さい。 
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12. 無料レンタルメールフォーム 

 
今回はレンタルではないフォームの作り方を説明しましたが、ちょっと 
難しいという方は、無料のレンタルフォームをご利用ください。 
 
Web 検索で「無料 レンタルメールフォーム」と検索するといっぱい出てき

ます。お好きなものをお選びください。 
 
「Formlan」http://www.formlan.com/  がお勧めです。 

 
 

 
 
 

13. 最後に 

 
ここまで読んでいただきありがとうございます。大切なのは、インタネットは

巨大な市場です。でも待っていても誰もどこからも来ることはありません。そ

の手段、きっかけをいかにたくさん持てるかが鍵になってきます。 
 
私の実績に基づき記載しましたが、ここに書いたことが最良と思っているわ

けではありません。この「永久に利用できる申込フォームの作り方」

があなたのお役に立てればと思っています。 
 

http://www.formlan.com/
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14. １万アクセスが集まるサイトの作り方セミナー 随時受付中 

 
今、多くの方が一番悩んでおられるアクセスアップのことについて 
セミナーを開催しています。 
 
稼げるサイトへのアクセスは１ヶ月１万以上必要です。 
１ヶ月１万だと１日約３００アクセスです。 
 
通常商品が売れるのは１００～１０００アクセスに１回といいます。 
つまり１日１００～１０００のアクセスがないと商品が売れません。 
 
したがって、１ヶ月のアクセスは１万以上できれば３万以上の 
アクセスが欲しいのです。 
 
 
今回は１ヶ月１万以上のアクセスを集めるサイトをどのように 
作るかを詳しく説明するセミナーです。 
 
少人数制のため分かりやすいかと思います。 
 
 
実は私の自宅で開催しています。場所は横浜の鶴見にあります。 
時間は随時です。 
 
自宅で行う理由は、随時行えるのと、ネットビジネスはできる限り 
多くの人とのつながりを持つことが大切だと考えたからです。 
 
 
火・木・土･日 １３：００～１７：００の内の３時間で受け付けています。 
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ご希望の方は、ご希望の日時を複数ご指定ください。 
こちらから確定日時をお知らせいたします。 
 
数名くらいならいっしょにできます。 
 
他の内容でも構いません。「申し込みフォームの作り方」でもいいですよ。 
 
詳細は下記を参照ください。 
http://www.warmheart21.com/business-seminar/ 
 
 
 
 
-------------------------------------------------  
最近私が作成した無料レポートです。 
きっと、お役に立ちます。 
------------------------------------------------- 
 
◆SEO 対策のバイブル的マニュアル 
http://www.gekizou.biz/38787/3536/ 
 
◆負けない SEO 対策応用編 
http://www.gekizou.biz/39106/3536/ 
 
◆ネットビジネスのバイブル的マニュアル 
http://www.gekizou.biz/39233/3536/ 
 
◆グーグルアドセンスのバイブル的マニュアル 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47257&rf_mb_cd=11681 
 
◆5 万のつもりが１００万に 

http://www.warmheart21.com/business-seminar/
http://www.gekizou.biz/38787/3536/
http://www.gekizou.biz/39106/3536/
http://www.gekizou.biz/39233/3536/
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47257&rf_mb_cd=11681
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http://www.gekizou.biz/39446/3536/ 
 
◆もう情報商材は買わないでください。 
http://www.gekizou.biz/40015/3536/ 
 
◆オールドドメインの取得の仕方 
http://www.gekizou.biz/40065/3536/  
 
◆音声ファイルの作り方 
http://www.gekizou.biz/40116/3536/   

http://www.gekizou.biz/39446/3536/
http://www.gekizou.biz/40015/3536/
http://www.gekizou.biz/40065/3536/
http://www.gekizou.biz/40116/3536/
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◆あて先無し、不達メール抽出法 
http://www.gekizou.biz/40387/3536/ 
 
◆ 「アドセンス」を一瞬で「楽天」に変更する方法 
http://www.gekizou.biz/40430/3536/ 
 

発行者情報 

 発行者氏名      馬場 博 
 発行者住所      神奈川県横浜市鶴見区東寺尾５－６－１９ 
 連絡先        goodnews@warmheart21.com 
 無料セミナー申し込み http://tinyurl.com/ckvmq3 
 セミナー途中解除   http://tinyurl.com/b447g8 
 メルマガ購読解除   http://tinyurl.com/afk94o 
 過去のメルマガ    http://goodnews-merumaga.seesaa.net/ 
 無料プレゼント 
http://goodnews.warmheart21.com/omake/free-present.shtml 
 
  
 
メルマガの登録・解除その他の情報がご覧いただけます。 
http://www.warmheart21.com/goodnews/merumaga/ 
----------------------------------------------------- 

馬場博 

goodnews@warmheart21.com 
----------------------------------------------------- 
 
 

http://www.gekizou.biz/40387/3536/
http://www.gekizou.biz/40430/3536/
mailto:goodnews@warmheart21.com
http://tinyurl.com/ckvmq3
http://tinyurl.com/b447g8
http://tinyurl.com/afk94o
http://goodnews-merumaga.seesaa.net/
http://goodnews.warmheart21.com/omake/free-present.shtml
http://www.warmheart21.com/goodnews/merumaga/
mailto:goodnews@warmheart21.com
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