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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。 

まずは、私の自己紹介から。 
 

 
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。 
 
メルマガアフィリをするに当たって、メルマガの到達率というのはとても重要

です。いくら良い内容のメルマガを発信してもそれが読者の所に届かない

のでは意味がありません。 
 
最近迷惑メール（SPAM メール）が日増しに増えており、SPAM メール対

策が強化されつつあります。その結果として SPAM ではない、読者の許可

を得ているものまで SPAM 扱いされ SPAM フィルターにかかって読者のと

ころへ到達する到達率がかなり下がってきているようです。 
 
 

メルマガの到達状況調査 
 
実際に私の所へ来るメルマガの状況を調べてみました。 
 
私の場合数多くの無料レポートを利用しているので毎日２０００～３０００通

のメルマガが配信されてきます。無料レポートの申し込みはヤフーメールを

利用しています。 
 
ヤフーメールには超強力な迷惑メール（SPAM メール）フィルターがつい

ているため通常はこれを解除して使っています。 
 
今回は、最初にヤフーメールのスパムフィルターを解除したまますべてのメ

ールを受信しました。次にスパムフィルターを設定して、受信はしても、

「SPAM」と付記するように設定しました。 
 
この時、受信したメールがどの配信スタンドから来たのかをチェックしてみ

ました。 
 
配信スタンドのチェックの仕方は、各メルマガのメルマガ解除用 URL を調
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べるとかなりの精度で利用している配信スタンドが分かりますので、この方

法で調べてみました。 
 

2. メルマガ到達率調査結果 

その結果恐るべきことが判明しました。 
 
テスト結果は下記の通りです。 
 
  SPAM フィルター無し SPAM フィルター有り

利用されている配信スタンド  正常受信 ｓpaｍ判定

AccessMail（アクセスメール） 15  ６ 

コンビーズメール 49 1 7 

まぐまぐ！-メールマガジン 26 ４  

BiZMAIL（ビズメール） 2   

個人配信･その他 27 3 ２ 

E-Magazine ◇ 無料メールマガジン発行スタンド 2   

激メール 5  2 

ステップメールのアスメル！ 6   

MY NEO 独自メール配信ソフト 5   

無料レポート【レポルトＪＨ】 1  1 

かーどヤン 1   

ＢｉＺＭＡＩL   1 

Xam（ザム） 1  1 

ジオシティズ   1 

 
 
ヤフーメールのスパムフィルターを生かすと一部のまぐまぐとか個人配信を

除きほとんどスパムフィルターに掛かってしまうということです。 
 
不達メールが返ってくる場合は不達と分かりますが、スパムフィルターに掛

かると戻ることも、到達することもできないのです。メルマガを配信している

人は不達が戻らなければ到達していると早合点するかもしれませんが、届
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いていない確立がかなりあります。調査データーが十分ではないかもしれ

ませんが、かなりの傾向性がでているのでここからいろいろなことが分かり

ます。 
 
 

3. 「コン●●メール」は到達率がとてもいいというのは過去の

話です。 
 
到達率がいいということで誰も彼も「コン●●メール」を利用していますが、

本当に確実に到達しているかチェックされることが緊急に必要となっている

ように感じます。「コン●●メール」が良くないということが言いたいのではな

く、現状は変わっているとお伝えしたいのです。 
 
現在送りつつあるあなたのメルマガの多くは届いていないのですよ。 
 
伝え聞いたところによりますと、SPAM 対策はヤフーメールだけではありま

せん。多くのウイルス対策ソフトも SPAM 対策をしています。SPAM 対策の

精度が真に正しいものであればいいのですが、簡単ではないようです。し

たがって大枠で対策がなされ SPAM でもないのに SPAM 判定され一気に

読者が激減するということがこれからどんどん起こってくるように予測されま

す。 
 
あなたは、届かないメール配信にお金を払っているかもしれないのです

よ。 
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4. メルマガ到達率アップ対策案 
 
考えられる対策の内、自分でできるものとしては下記のものが上げられま

す。 
 

4.1. SPAM 判定を受けにくい配信スタンドの利用 

 
SPAM 対策がしっかりしているため SPAM 判定を受けにくい配信スタ

ンドがあります。これを利用することです。ある程度は分かっていますが、

流動的なため公表はひかえます。 
 
ご自分で調べるか、個人的にメールにてお問い合わせください。 
goodnews@warmheart21.com 

 
4.2. ご自分の読者の教育 

 
ご自分の読者をしっかりと教育し、ヤフーメール等、特にヤフーメール

の SPAM フィルターの解除をしっかりとしてもらう。あるいは他のメルア

ドに変更してもらう。 
 
 

4.3. メールソフトのメルアドリストへの登録 

 
利用しているメールソフトのメルアドリストにしっかりと登録してもらう。 
これでかなり SPAM 判定が防げるようです。 

 
 

4.4. 定期的なメルアドの到達率チェック 

 
時々、メルアドの到達率チェックを行い、できれば 2つ以上のメルアドを

登録してもらい両方にメールを送り届いているか確認します。 
 

mailto:goodnews@warmheart21.com
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4.5. 読者よりの返信システムの構築 

 
時々、アンケート、プレゼントなどを用意して読者からの返信が来るよう

なシステムを構築する。 
 
 
 

5. 最後に 
 
ここまで読んでいただきありがとうございます。 
 
以上はネットビジネスのみならず、通常のメールのやりとりでも同じことが言

えます。少なくともビジネスでメールを利用する以上、送ったメールが確実

に相手に届いているか確認することはとても大切なことです。 
 
インター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「まーちゃんの「メルマガ到達率」緊急速報」

があなたのお役に立てればと思っています。 
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-------------------------------------------------  
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.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/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
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/ 
 
◆「私が「稼ぐための無料レポート作成解説書」を買った理由」です。 2009/3/29 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47941&rf_mb_cd=11681 
 
◆私が「ネットビジネス」を始めた経緯（体験談） 2009/4/2 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48003&rf_mb_cd=11681 
 
◆FFFTP の設定バックアップ・他のパソコンへの設定移植  2009/4/7 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48167&rf_mb_cd=11681  
 
◆Outlook Express データ完全バックアップ・他のパソコンへの設定移植 2009/4/9 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48240&rf_mb_cd=11681 
 
◆アドセンス無料メールセミナー 2009/4/11 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48303&rf_mb_cd=11681 
 
◆どこでもキャプチャー  2009/4/16 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48434&rf_mb_cd=11681 
 
◆永久に利用できる申込フォームの作り方 
http://www.gekizou.biz/1000004/3536/ 
 
◆ヤフージャパン サイトマップ登録 
http://www.gekizou.biz/1000661/3536/ 
 
◆まーちゃんの「上手なメルアド管理方法」 
http://www.gekizou.biz/1001476/3536/ 
 
 

http://www.gekizou.biz/40387/3536/
http://www.gekizou.biz/40430/3536/
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47941&rf_mb_cd=11681
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48003&rf_mb_cd=11681
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48167&rf_mb_cd=11681
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48240&rf_mb_cd=11681
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48303&rf_mb_cd=11681
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48434&rf_mb_cd=11681
http://www.gekizou.biz/1000004/3536/
http://www.gekizou.biz/1000661/3536/
http://www.gekizou.biz/1001476/3536/
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◆まーちゃんの「スタイルシートで画像処理」 
http://www.gekizou.biz/1003051/3536/ 
 
◆まーちゃんの「スタイルシート で SEO 対策」 
http://www.gekizou.biz/1002853/3536/ 
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 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 
----------------------------------------------------- 
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