
Copyright c2013 LibeRich, All Rights Reserved. 

-1- 

ＰＭＳ準備編 
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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、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

負わないものとします。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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初期設定とシステムの概要 
 

 

まず、このシステムを利用してあなたが行えることは、リストの獲得です。 

 

このプロジェクトパンデミックであなたがすることは、「感染菌」（とプロジェ

クト内で命名）と呼ばれる無料レポートＰＤＦを配布するだけです。 

 

 

 

あなたが配布する無料レポートは、ただの無料レポートではありません。 

 

閲覧を行なうためにパスワードを取得し、そのパスワードを入力する事で閲覧

する事ができるようになるというものです。 

 

このパスワードを取得する場合、下記のように 

 

・名前 

・メールアドレス 

 

この２点の入力が必要になります。 
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そこで入力された「名前」と「メールアドレス」が、 

あなたが獲得することが出来たリストになります。 

 

あなたが感染菌（無料レポート）を撒くためには、システム上から 

紹介用のリンクを取得して紹介を行います。（メニュー「感染菌を撒く」） 

 

あなたが紹介し、獲得したユーザーには自動的にこの専用のシステムのログイ

ン情報が発行され、あなたと同じように無料レポートを取得し、配布すること

が可能となります。 

 

そして、この無料レポートの紹介に２ティア機能が実装されているので、 

あなたが獲得したユーザーが獲得したリストは自動的にあなたのメルマガにも

登録されるという仕組みです。 
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このように、あなたが集めたユーザーから、更にリストを取得する事が出来る

仕組みを持つことが出来るようになります。 

 

 

「そんなこと言っても、まずリストの集め方がわからないよ・・・」 

 

という方もいらっしゃるかも知れませんが、ご安心ください！ 

 

この次に配布する『実践編』でリストの集め方について 

事細かに説明していきます。 

 

初心者さんでも『今日から』『今すぐに』でも実践出来るように、 

レベルに合わせて、やるべきこともステップアップ形式で進めていきます。 

 

ですので、まずはこのままこのレポートを読み進めて頂き、 

しっかりと準備を進めていきましょう。 

 

 

ここまでの内容をまとめると、 

 

 あなたはマニュアルに沿って進めて頂きレポートを紹介する 

 レポートを紹介することで、リストを獲得することが出来る 

 システムのティア機能によって、リストが増殖していく 

 

このようになります。 

 

集めたリストに対してあなたはメールマガジンを発行し、メルマガアフィリエ

イトで商品を紹介していくだけという非常にシンプルな内容です。 

 

 

それでは次のページでシステムの機能をご紹介し、 

システム内で最初に行って頂く「アカウント設定」の説明をしていきます。 
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■ 各機能メニュー 

それでは、システム各メニューについて簡単に概要を解説します。 

ＰＭＳに関しては、システム上部にあるメニューから各機能をご利用頂けます。 

 

 

各ページの概要は下記の表をご覧ください。 

 

ＨＯＭＥ 

ＨＯＭＥ画面では、システムトップページを表示します。 

アップデートやお知らせ等があれば、こちらのページで随時記載

していきます。 

感染菌を見る 

「感染菌を見る」では、感染菌（ＰＤＦの配布用レポート）を確

認することが出来ます。また、ご自身で作成したオリジナルレポ

ートを感染菌としてアップすることも可能です。 

※あくまでも"確認用"ですので、ウェブから保存して配布をしてもリス

トの獲得はできません。「感染菌を撒く」のメニューより紹介用ＵＲＬ

を生成する必要があります。 

感染菌を撒く 

「感染菌を撒く」では、感染菌を撒くためのＵＲＬを作成するこ

とが出来ます。 

※「感染菌を撒く」で、登録メールマガジンを設定していない場合には、

「感染レポート」からリストをＣＳＶ形式でダウンロードすることが出

来ます。 

広告素材取得 

「広告素材取得」では、感染菌を配布する際に使用する、 

バナー、原稿、テキストリンクをコピー・アンド・ペーストして

ご利用頂くことが出来る広告を多数用意しています。 

感染レポート 

「感染レポート」では、感染菌種別でどれだけリストを獲得でき

たかを確認することが可能です。 

※リストをＣＳＶ形式でダウンロードすることが出来ます。 

ご利用マニュアル 
「ご利用マニュアル」では、 

各種マニュアルをダウンロードすることが出来ます。 
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このように、複数のメニューがありますが、 

簡単にシステムを利用してやるべきことを説明すると、 

 

 レポートを紹介するためのリンクを取得することが出来る 

 獲得したリストの数を閲覧することが出来る 

 

このようになり、あとは細かい設定を行うことが出来るということです。 

 

 

システムの詳細な利用方法に関しては別途システムの利用マニュアルを 

準備しておりますが、今は大枠「何が出来るのか？」だけを把握して、 

次の『実践マニュアル』を行っていく際にお読みください。 

 

ここまではよろしいでしょうか？ 

 

それでは、ここまでご理解いただけたら次はシステムにログインし、 

「アカウント情報」の設定を行っていきますので、次のページにお進み下さい。 
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アカウントの設定を行う 
 

 

システムにログインしたら最初に行うのは、「配信メールアドレスの設定」です。 

 

 
 

ページ上にある、「アカウント情報」をクリックすると、以下の項目が表示され

るので、「配信メールアドレス」の部分に、獲得したリストに対して、 

あなたがメールを配信していく際の“配信元のメールアドレス”を入力します。 

 

 
 

※ アカウント情報で設定したメールアドレスは、「感染菌を撒く」での配信元

のメールアドレスに自動的に反映されます。 

 

 

【【注注意意】】  

『配信メールアドレス』はご自身で変更することが出来ますが、 

ＰＭＳに登録した「メールアドレス」は、 

「あなたのログイン ID」となっていますので変更できません。 
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※ 都度、配信メールアドレスを入力する作業を軽減するために、アカウント情

報の配信メールアドレスが反映される仕組みになっておりますが、登録する

メールマガジンが異なる場合や、配信元のメールアドレスが異なる場合は、

その都度しっかりと入力を（変更）を行ってください。 

 

 

 

なぜ「配信メールアドレス」の入力が必要なのか？ 

 

先程も説明した通り、あなたが配布するレポートをユーザーが閲覧するために

は、パスワードを入力する必要があり、そのために名前とメールアドレスを入

力し、レポート閲覧用のパスワードを取得します。 
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このパスワード取得時の申請フォームに、あなたが配信元で設定したメールア

ドレスから配信されるマガジンに登録されることが規約として組み込まれます。 

 

 

 

規約に記載なしでメール配信を行ってしまうとスパム行為になってしまうため、 

このように、あなたのアドレスから配信される旨を、ユーザーに伝えているわ

けです。 

 

これは、電子メール送信法に基づく「オプトイン（メール受信の承諾）」となる

ので、必ずメルマガやスポット配信を行なう為のメールアドレスを記入して下

さい。 
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さて、話を戻して、「感染菌を撒く」で配信メールアドレスを設定したら、 

次に「メール配信システム」の選択と設定を行います。 

 

 
 

※配信スタンドが無い場合や、他のスタンドを使っている場合は「選択なし」のままにしておい

て下さい。詳細は後ほどご説明します。 
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＜例：アスメルの場合＞ 

 

 

シナリオ番号という項目があるので、 

ここにアスメルのシナリオ番号を入力します。 

 

 
 

※ アスメルのシナリオ番号は上記の赤色で塗りつぶされている 6桁の数字です。 

※ 登録フォームが「使用する」になっていることを確認してください。もし「使

用する＋暗号化」となっている場合は「使用する」に変更して下さい。 

 

あなたがレポートを配布し、パスワード申請フォームからユーザーが登録をす

ると、ここで設定したメルマガのシナリオに自動的に登録がされます。 

 

アスメルと同様に、イーグルメール、パワーステップ、エキスパートメールも 

シナリオ番号を入力すれば、自動的に登録がされる仕組みになっています。 

（メール配信システムについては、次に説明させて頂きます。） 

 

 

また、ある程度リストを獲得してからメール配信システムを契約し、 

メルマガの発行を行っていきたいという方もいらっしゃるかも知れませんので、 

獲得したリストをＣＳＶ形式でダウンロード出来るようにもなっています。 

 

リストのダウンロードは、「感染レポート」より行えます。 
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感染レポート画面の注意書きにもあるように、「感染菌種別」や「日付」に関係なく、

全リストをＣＳＶファイルでダウンロードする事が出来ます。 

 

 

 

保管期限もなく、いつでもリストをダウンロードすることができるので、 

仮に最初に配信スタンドがなく、後ほどスタンドを取得した場合でも、 

取得したリストを利用することが出来ます。 

 

しかし、時間が経てば経つほど、リストの反応は鈍くなります。 

 

早いタイミングであなたからアプローチを行い、アフィリエイトを行っていっ

た方がリストの反応も良く、得られる報酬も間違いなく多いでしょう。 

 

なので、出来るだけ最初からメール配信スタンドを利用し、 

アプローチを行っていくようにしてください。 

 

※ 初期費用、初月無料から利用出来る配信スタンドをご利用ください。 
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メール配信スタンドを契約する 
 

 

メール配信スタンドに関しては、様々な種類がありますが、 

特に初心者の方であれば、まずはある程度費用を抑えた方が良いでしょう。 

 

初心者の方であれば、まずイーグルメールを利用してください。 

 

イーグルメールは、機能も多彩で使いやすく、 

初期費用と月額費用（初月分）が無料で利用出来ます。 

 

 

■ イーグルメール 

 

イーグルメールの利用料金 

初期設定費用 ： ０円 限定価格 

月額費用 ： 2,980円 １ヶ月目無料 

※イーグルメールの特別価格に関しては、下記に記載しているＵＲＬから 

 申し込んだ場合の特別価格になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

次のページにイーグルメールの登録方法を記載します。 

 

 

 

特別料金用ページログイン情報 

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

 ユーザーID ： tokubetsu 

 パスワード ： stepmail 

 

http://www.pandemic-m.com/url/eagle.html
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イーグルメール 

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

ユーザーID ： tokubetsu 

パスワード ： stepmail 

 

上記ＵＲＬをクリックし、ログインＩＤとパスワードを入力しましたら、 

下記ページが表示されます。 

 

 

ページ下部に料金の表示と決済ボタンがあるので利用料金を確認して 

クレジットカードもしくは、銀行振り込みでの支払い方法を確認して頂き、 

こちら決済ボタンをクリックします。 

 

 

http://www.pandemic-m.com/url/eagle.html
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こちらはインフォトップ決済なので、インフォトップへ購入者情報登録を行な

っていない場合には、各種情報を入力し、決済を行います。 

 

 

 

注文が完了しましたら、下記の通り決済完了画面が表示され、 

購入後の手順が表示されているので確認します。 

 
 

決済後、設定しているメールアドレスへ、決済後のメールが届きます。 

（イーグルメールは初月は無料ですが、2ヶ月目のご利用から 2,980円の月額利

用料が発生します。） 
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インフォトップへ登録しているメールアドレスへ、下記のようにイーグルメー

ルの「ログイン ID」と「パスワード」が記載されたメールが届きますので、 

一度ご確認ください。 

 
 

その後、メールに記載されていたイーグルメールのログイン情報を使って、 

ログインすると下記のように、イーグルメールが利用可能になります。 

 

 

これでイーグルメールの開設は完了です。 
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■ アスメル 

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

 

アスメルの利用料金 

初期設定費用 ： 15,750円 

月額費用 ： 3,150円 

 

中級者～の方はアスメルがお勧めです。 

 

アスメルは歴史も長く、多くの販売者やアフィリエイターも 

利用しているメール配信システムです。 

 

メールの到達率も高く、使い勝手もいいので、お勧めできる配信スタンドです。 

 

 

■ エキスパートメール 

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

 

エキスパートメールの利用料金 

初期設定費用 ： 0円 

月額費用 ： 19,700円 

 

到達率９割以上！の配信スタンドといわれておりますが、実際のところは不明

です;^^専用サーバーでの運用となるため、他の利用者のせいで届きにくくなる

ということはありませんが、その分月額費用が高くなっています。 

 

専用サーバーと言う点を考えると到達率は他の配信スタンドに比べると良いと

思いますので、配信数が増えてきたり、到達が悪いかな？と感じた頃に、ご利

用ください。 

 

 

以上が、このＰＭＳでご利用頂ける配信スタンドとなります。 

 

ＰＭＳでは、マイページから獲得したリストをダウンロードし、手動で配信し

ていくことも可能ですが、数千件のリストとなると、手動で配信していくこと

は大変です。 

http://www.pandemic-m.com/url/asumeru.html
http://www.pandemic-m.com/url/expert.html
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そうなる前に、事前に配信スタンドを取得し、準備しておくことをお勧めして

います。 

 

配信スタンドをあらかじめ設定しておけば、獲得したリストに対して、手軽に

配信することが可能です。 

 

 

これから実践編へと進んで頂きますが、実践編では、配信スタンドを取得した

前提で話を進めて参ります。 

 

実践編を読み終えるとすぐに実践することが出来ますので、早めに配信スタン

ドをご用意ください。 

 

後に回してばかりだと、一向に作業が進まなくなってしまいますので;^^ 

 

 

それでは早速下記から「実践編マニュアル」を開いてご確認ください！ 

 

 

パンデミック実践編マニュアル 
 

http://www.pm-ms.com/files/pms3action1.pdf

