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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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まーちゃんの商材作成自由自在 

 

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.  はじめに 
 
横浜在住の馬場博と申します。 
 
世の中には困っている人、何かを探している人、あることに興味のある人、

つまり、ある目的でインターネットで情報を探している人がいっぱいいま

す。 
 
そのネタは無限です。ということは、商材さえ作れれば稼ぎたい放題という

ことです。多くの人は言います。商材さえ作れれば稼げるが、その商材を

作ることは簡単ではない。 
 
常識的に考えてそう思います。でも情報を探している人はそれほど完璧な

答えを期待しているのでしょうか。そう簡単にベストアンサーが手に入ると

は期待していません。 
 
「これが一番いい方法ですよ。」と詳しい説明付きで説得しようとしても一生

懸命説明すればするほど、相手は逃げていきます。 
 
本当はそうではないのです。正しい情報に近づくためのヒントが欲しいので

す。ベストアンサーでなく、ヒントならば割りと簡単に作れるとは思いません

か。 
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1. 

2. 

インターネットは情報の宝庫 
 
インターネット上にはものすごい量の情報があふれています。 
 
情報を求めている人はじっくりと探せるだけのゆとりのある人は少ないもの

です。つまり人が求めている情報を整理して、それをまとめ商材として販売

することはビジネスになるのです。 
 
お役に立ちそうな情報をできる限り収集し、それを整理するだけでそこそこ

役に立つものができるものです。 
 
完璧を求めて何万円もするような商材を作るのならかなりの労力と調査と時

間が必要でしょう。その道の大家を探す必要があるかもしれません。 
 

ワンポイントアドバイス集なら難しくは無い 
 
ワンポイントアドバイス集などを格安の値段で販売するのなら割と容易です。

ほんの簡単なヒントをまとめたものを「お役立ち情報」として安く売るのなら、

感謝されこそすれ誰からも文句が出ることはありません。 
 
こういったものを例えば１００種類作ったとして５００円で売ったとしましょう。 
 
1 ヶ月 1 冊ずつ売れたとして 
 
１００ｘ５００ｘ１＝５０，０００円です。 
 
1 ヶ月５冊ずつ売れたら 
 
１００ｘ５００ｘ５＝２５０，０００円です。 
 
 
ネタはいくらでもあります。例えば「ダイエット」です。 
ダイエットしたい人はいっぱいいます。 
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この方法がいいと特定の品物を勧めても人は簡単には信じません。 
そうではなく、現在存在するダイエットの情報を整理して、どれがどのように

効果があるのかということを説明した商材を安く販売すれば欲しくなると思

いませんか。 
 
最終的なベストアンサーではありませんが、お役に立つ情報満載のヒント

集が格安で手に入る。高くては誰も買いません。安いからこそ、売る方も、

買う方も割りと負担を感じることがありません。 
 
商材の中身は何百ページもあるような大層なものである必要はありません。

数ページから１０ページくらいのもので十分です。 
 
こういったものを１００冊とは言わずどんどん量産していきます。 
作れば作るほど収入が増えていきます。すべてが売れるとは限りませんが 
そのうち爆発的に売れるものが出てきます。 
 
この場合は、さらに続編を作っていきます。 
 
 

3. 販売の仕方 
 
これをどのように販売するかですが、インターネットで検索する人が 
対象ですから、当然これ用の販売サイトを作ります。買いたい人が 
使いそうなキーワードを満載したサイトを作ります。サイトの内容は 
情報を欲しがっている人が思わず欲しくなるような内容とします。 
 
でも、すべてを記載してしまっては商材を買って貰うことはできません。 
詳細はこちらでご覧いただけます。というように誘導します。 
 
通常の情報商材みたいに詳しく説得するようなビジネスレターは不要です。

その情報を見れば役に立つことが書いてあるということが分かればそれで 
十分です。 
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これらのサイトには SEO 対策を行いますが、こういったジャンルでは 
強豪があまりいないので割りと簡単に検索上位に表示されます。 
 
SEO 対策の方法は色々ありますが、下記の方法が役に立ちます。 
 
SEO 対策のバイブル的マニュアル 
http://www.warmheart21.com/goodnews/free-report/seo-bible.pdf 
 
ほとんど知られていませんが、下記方法も効果があります。 
 
まーちゃんの「ブログコメント自由自在」 
http://www.warmheart21.com/goodnews/free-report/blog-comment.
pdf 
 
商材の価格が安いので PPC を利用したり、ASP を利用したりはしません。 
サイト内に申し込みフォームを組み込み直接銀行口座に振り込んで貰う方

式を取ります。 
 
直接入金されるので即金性の高いビジネスとなります。また申し込みの際

にメルアドを入力して貰うため次回からこのメルアドが利用できるようになり

一挙両得となります。 
 
申し込みフォームの作り方は私の無料レポートを参照ください。 
 
永久に利用できる申込フォームの作り方 
http://www.warmheart21.com/goodnews/free-report/mail-form.pdf 
 
さらに具体的なやり方が知りたい場合には私の商材を購入ください。 
（９８０円です。） 
 
稼げる ビジネスキット「マーチャント３」 
http://goodnews.warmheart21.com/  
 
 

http://www.warmheart21.com/goodnews/free-report/seo-bible.pdf
http://www.warmheart21.com/goodnews/free-report/blog-comment.pdf
http://www.warmheart21.com/goodnews/free-report/blog-comment.pdf
http://www.warmheart21.com/goodnews/free-report/mail-form.pdf
http://goodnews.warmheart21.com/
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4. ネタの見つけ方 
 
ネタの見つけ方ですが、一様ではありません。色々試してみるのがいいか

と思われます。 
 
例えば「やり方」と検索してみます。下記の様にいっぱい出てきます。 
多くの人が何を求めているかが分かります。ここから良さそうなものを選ん

で商材を作っていきます。  
  
 
ムーンウォーク やり方 ドリフト やり方 オークション やり方 

ムーンウォーク やり方 動画 フレンチネイル やり方 ニコニコ生放送 やり方 

マイケルジャクソン ムーンウォーク や

り方 骨盤ダイエット やり方 アイシャドウ やり方 

編みこみ やり方 ゼログラビティ やり方 メイプル エミュ鯖 やり方 

編みこみ やり方 画像 

マイケルジャクソン ゼログラビティ や

り方 メイプル エミュ鯖 やり方 v62 

ヘアアレンジ 編みこみ やり方 画像 ボイパ やり方 ダンベル体操 やり方 

編みこみ やり方 YouTube デフラグ やり方 アイプチ やり方 

編みこみ やり方 動画 デフラグ やり方 vista 会陰マッサージ やり方 

前髪 編みこみ やり方 銀行振り込み やり方 編みこみ やり方 YouTube 

簡単 編みこみ やり方 お焼香 やり方 ボイスパーカッション やり方 

ヘアアレンジ 編みこみ やり方 ネイル やり方 ネイル グラデーション やり方 

ヘアースタイル 編みこみ やり方 爪 ネイル やり方 ジャグリング やり方 

髪型 編みこみ やり方 こっくりさん やり方 挿し木 やり方 

髪 編みこみ やり方 パチンコ やり方 サイドウォーク やり方 

ペン回し やり方 フラフープ やり方 メイプルストーリー エミュ鯖 やり方 

ペン回し やり方 初心者 リンパマッサージ やり方 ニコ生 やり方 

ペン回し やり方 簡単 カルジェル やり方 チートのやり方 

ペン回し やり方 動画 ルービックキューブ やり方 モンスターハンター2ndg チートのやり方

ペン回し やり方 説明 迎え火 やり方 r4 チートのやり方 

ペン回し やり方 ソニック お盆 迎え火 やり方 曹洞宗 モンハン 2ndg チートのやり方 
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ペン回し やり方 リバース ホオポノポノ やり方 PSP チートのやり方 

ペン回し やり方 基本 プリントスクリーン やり方 モンハン チートのやり方 

ペン回し やり方 ノーマル みつあみ やり方 

モンスターハンターポータブル 2ndg チー

トのやり方 

コアリズム やり方 麻雀 やり方 メイプルストーリー チートのやり方 

編み込み やり方 コーンロウ やり方 チョコットランド チートのやり方 

編み込み やり方 画像 マッサージ やり方 スペシャルフォース チートのやり方 

ヘアアレンジ 編み込み やり方 マッサージ やり方 体 mhp2g チートのやり方 

髪型 編み込み やり方 バーベキュー やり方 モンスターハンター2g チートのやり方 

夜会巻き やり方 指笛 やり方 チートのやり方 DS 

夜会巻き やり方 簡単 トランプマジック やり方 dstt チートのやり方 

美容師 夜会巻き やり方 まとめ髪 やり方 mhp2ndg チートのやり方 

夜会巻き やり方 画像 マジック やり方 サドンアタック チートのやり方 

夜会巻き やり方 ミディアム 簡単 マジック やり方 チートのやり方 ファミスタ 

ジェルネイル やり方 トランプ マジック やり方 モンハン 2g チートのやり方 

ジェルネイル やり方 動画 エミュ鯖 やり方 オンラインゲーム チートのやり方 

ジェルネイル やり方 フレンチ メイプルストーリー エミュ鯖 やり方 ウォーロック チートのやり方 

ジェルネイル やり方 キット メイプル エミュ鯖 やり方 アラド戦記 チートのやり方 

ジェルネイル やり方 ラメ メイプル エミュ鯖 やり方 v62 メイプル チートのやり方 

ジェルネイル やり方 グラデ 腹式呼吸 やり方 チートのやり方 ffv 

ジェルネイル やり方 グラデーション ハンドマッサージ やり方 mpo+ チートのやり方 

白湯ダイエット やり方 囲みメイク やり方 レッドストーン チートのやり方 

スクワット やり方 ハーフアップ やり方 モンスターハンター チートのやり方 

骨盤 スクワット やり方 スロートレーニング やり方 クロスファイア チートのやり方 

巻き髪 やり方 髪型 アレンジ やり方 黒魔術 やり方 

巻き髪 やり方 動画 髪型 アレンジ やり方 ロング 黒魔術 やり方 準備 

カーラー 巻き髪 やり方 ヒューマンビートボックス やり方 メイク やり方 

巻き髪 やり方 マジックカーラー ピッキング やり方 デコ やり方 

バク転 やり方 ピッキング やり方 鍵 自転車 タイヤ交換 やり方 

お食い初め やり方 とろろ昆布ダイエット やり方 骨盤スクワット やり方 

ネイルアート やり方 ヘアアレンジ やり方 バク宙 やり方 

あやとり やり方 簡単マジック やり方 浴衣 髪型 やり方 

あやとり やり方 紹介 ゼログラヴィティ やり方 裏編みこみ やり方 
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あやとり やり方 はしご ネットラジオ やり方 スクラッチ やり方 

あやとり やり方 東京タワー バイオジェル やり方 ネイルケア やり方 

腸もみダイエット やり方 ギャルメイク やり方 コーンロー やり方 

手品 やり方 骨盤体操 やり方 スロトレ やり方 

手品 やり方 簡単 川津祐介 骨盤体操 やり方 スロトレ やり方 NHK 

トランプ 手品 やり方 錬金術 やり方 フォーマット やり方 

ベビーサイン やり方 ヤフーオークション やり方 サイドアップ やり方 

検便 やり方 骨気 やり方 化粧 やり方 

 
 
 

5. 記事の作り方 
 
実際の記事の作り方ですが、重要です。ネタを決めたとして、そのネタをイ

ンターネット上で検索します。インターネット上には情報があふれています。

１００サイトぐらい参照するとかなり上質の情報が入手できます。 
 
これらをそのままコピーしてはいけません、著作権の侵害となります。 
でもその中に書かれている情報そのものを情報として利用することは著作

権の侵害とはなりません。 
 
サイトに記載されている有効な情報を頭の中で再構築して自分の言葉で

言い直します。つまりリライトをします。ひとつの情報だけではなくあちこち

のサイトの情報を組み合わせて自分のものにしていくやり方がお勧めで

す。 
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いきなりは難しいかもしれませんからもう少し分かりやすく説明します。 
 
●まず、役にたつ情報をメモ帳などにどんどんコピーします。 
●次に、それらの情報を単なる情報のみに分解し、箇条書きにしていきま

す。不要な飾りは削除します。この時、表現も自分の言葉に直していきま

す。 
● 集まった情報を全体的に見直し、自分の考えも交えて再構成していき

ます。この時、あちこちの情報を組み替え、表現方法も自分の方法に

直し、まったく新しい自分の著作物とします。 
 
 
インターネットでホームページを作成していくに当たって著作権法をよく理

解する必要があります。必ず法律に則った形で作業を進める必要がありま

す。 
 
下記の資料を参照下さい。 
 
著作権 
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%
A9 
 
引用について 
http://www.geocities.jp/shun_disney7/hos2.html 
 
著作権法で保護されている著作物とは「思想または感情を創作的に表現

したもの」で、単なる事実を列挙したものは著作物にあたりません。 
 
したがって、基の文章を丸々コピーするのは引用の条件を満たす必要が

ありますが、基の文章から事実情報のみを抽出し、自分の言葉で新たに

表現することは参考ということになり違法ではありません。 
 
例えば、上記文章の事実だけを抽出し、下記のように書き換えることは問

題ありません。 
 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9
http://www.geocities.jp/shun_disney7/hos2.html
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他の人が作成した文をそのまま書き写すことは著作権法で言う「引用」とい

う手順を踏むことが必要ですが、事実情報だけを抜き出し、新たに自分の

言葉で表現しなおすことは著作権の侵害にならなりません。 
 
 

6. 

7. 

いつまでも自分の労力だけを当てにしていてはいけない 
 
この無料レポートで何を言いたかったのかわかりますか。単純にアフィリエ

イトをして他の人が作った商材を売るだけでは労力ばかり掛かります。作業

を止めれば収入も止まります。 
 
自分が働き続けなくとも稼げる仕組みを作ることが大切ですよと言いたかっ

たのです。ここに示したのは単なる一つの案です。 
 
自分で商材を作り、これが売れる仕組みを自分で作り、一度作ったら時々

メンテナンスするだけで自動で稼ぎ続ける仕組みを作り出すということがこ

れからのネットビジネスで求められることかと考えています。 
 
簡単なものでもいいです。ご自分の商材を持ち、自分でコントロールできる

仕組みを作ることが大切なのです。 
 
 

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「まーちゃんの商材作成自由自在」があなたのお役

に立てればと思っています。 
 
 



まーちゃんの商材作成自由自在 

- 14 – 
Copyright (C) 2009 Hiroshi Baba. All Rights Reserved. 

-------------------------------------------------  
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/   
 
◆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/ 

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/
http://www.gekizou.biz/40387/3536/
http://www.gekizou.biz/40430/3536/


まーちゃんの商材作成自由自在 

- 15 – 
Copyright (C) 2009 Hiroshi Baba. All Rights Reserved. 

 
◆「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/ 
 
◆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/ 

 

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/
http://www.gekizou.biz/1003051/3536/
http://www.gekizou.biz/1002853/3536/


まーちゃんの商材作成自由自在 

- 16 – 
Copyright (C) 2009 Hiroshi Baba. All Rights Reserved. 

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 
----------------------------------------------------- 
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