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解説音声ファイルを聞きながらテキストを読むと
内容を理解しやすいと思います
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自己紹介

名 前：横山直広

ハンドルネーム：ネットコンサル ナオ

年齢：27歳

経歴：

メールマガジン：「ネットで【時間】【場所】【金】の自由を獲得する方法」
http://www.mag2.com/m/0000169197.html

2005年3月 某国立大学大学院 卒業
2005年4月 ITコンサルティング会社就職
2006年2月 副業のインターネットの収入が本業の3倍以上になった

ため1年経たずに退職
2006年4月 有限会社Catch the Web 設立

はじめに簡単に自己紹介をさせてもらいます

（隣は偽エルビス）
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月10万円を稼ぐには

seesaaブログを利用してブログを量産する

・１つのアカウントで複数のブログを管理出来る

・無料でサブドメインをもらえる

・ブログのカスタマイズ（テンプレート適用）が容易

月1万円稼ぐブログを１0個作成しよう
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Seesaaブログを作成する

http://blog.seesaa.jp/Seesaaブログ

クリック
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Seesaaアカウント取得
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すでにアカウントを持っている人は
新しいブログを作成する
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ブログタイトル：titleタグに入るので、キーワードを2回入れたタイトルにする
ブログの説明：descriptionに入るので、キーワード入れた目を引く文章にする

ブログテーマ：記事のところの背景が白のものが良い（アドセンスクリック率ＵＰ）

新しいブログの設定をする

＜お勧めＣＳＳ＞
ブルー
ホワイト
シンプルオレンジ
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新しく作ったブログの「設定」をクリック

新しいブログのカスタマイズをする
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関連キーワードを半角カンマ
区切りで入力（keywords）

キーワードマッチのみ

キーワード：keywordsタグに入る。キーワードを半角カンマ区切りで入力

広告の種類：キーワードマッチのみに設定

「設定」→「ブログ設定」

行わない
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「無効」に設定

「設定」→「記事設定」

記事に勝手に広告リンクが入るのを無効にする
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テンプレートを適用する
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テンプレートの特徴

１．日付がH2タグ、記事タイトルがH3タグとなっているので
記事タイトルがH2タグになるように変更している

２．サイトのタイトルを変更して、トップページだけでなく個々のページが
検索エンジンに引っかかるようにしている

・カテゴリページ 「カテゴリタイトル：サイトタイトル」
・個別記事ページ 「記事タイトル：サイトタイトル」

４．カテゴリページにカテゴリ内の記事一覧を表示している
内部リンク数の増加とユーザーインターフェース向上

３．パンくずリストを付けている（サイト名＞カテゴリ名＞記事名）
内部リンク数の増加とユーザーインターフェース向上
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テンプレートの特徴

５．各ページのフッター（一番下）からトップページへのリンクが貼ってある
内部リンク数の増加とクローラーを回りやすくするため

７．記事に日付と投稿者の名前を記載しないようにしている
ブログらしさをホームページのようにするため

６．フッターにコピーライトの記載を追加してある
しっかりしたサイトに見せるため

<a href＝“ブログのＵＲＬ”>ブログタイトルのトップへ</a> 

Copyright (C) 2006 by ブログタイトル, All Rights Reserved.

これらをコピペと簡単な変更だけで実現できるようした
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テンプレート適用の注意

テンプレートを適用する時は、元のデータをテキストファイルに
コピーしてから行ってください。

ＳＥＯ対策を行っていますが、検索の上位表示を保証する
ものではありません。また、検索順位の低下などを招いても
こちらでは責任を取りません。

テンプレートの適用は自己責任のもと行ってください。
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seesaaブログの特徴

seesaaブログは３つのソースを変更すればよい

・コンテンツＨＴＭＬ（記事）

・ＨＴＭＬ（全体）

・スタイルシート（レイアウト）
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デザインをクリック

コンテンツＨＴＭＬから変更する
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「コンテンツ」 →「記事」をクリック
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「コンテンツHTML編集」をクリック
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このような画面が表示される
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英語の文字のところを１回クリック
「Ctrl」＋「Ａ」 すべて選択
「Ctrl」＋「Ｃ」 コピーしてからテキストファイルに取っておく

バックアップを取得しておく
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「MAKコンテンツHTML.txt」を開く
「Ctrl」＋「Ａ」 すべて選択
「Ctrl」＋「Ｃ」 コピー

MAKコンテンツＨＴＭＬをコピーする
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英語の文字のところを１回クリック
「Ctrl」＋「Ａ」 すべて選択
「Ctrl」＋「Ｖ」 コピーしたテキストを貼り付け

MAKコンテンツＨＴＭＬで上書きする
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「保存」をクリック

MAKコンテンツＨＴＭＬの設定を保存
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「閉じる」をクリック

MAKコンテンツＨＴＭＬ設定を終了
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「ＨＴＭＬ」をクリック

ＨＴＭＬの変更を行う
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「ＨＴＭＬの追加」をクリック

ＨＴＭＬを新しく追加する
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ＨＴＭＬ名を入力
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「MAKHTML.txt」を開く
「Ctrl」＋「Ａ」 すべて選択
「Ctrl」＋「Ｃ」 コピー

MAKＨＴＭＬをコピーする
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英語の文字のところを１回クリック
「Ctrl」＋「Ａ」 すべて選択
「Ctrl」＋「Ｖ」 コピーしたテキストを貼り付け

MAKＨＴＭＬで上書きする
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「保存」をクリック
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新しく作ったＨＴＭＬの「適用」をクリック

MAKＨＴＭＬを適用する



34

「スタイルシート」をクリック

スタイルシートの設定を行う
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変更するスタイルシート名をクリック
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全てのｈ２とｈ３を入れ替える
ｈ２→ｈ３ ｈ３→ｈ２
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全てのｈ２とｈ３を入れ替える
ｈ２→ｈ３ ｈ３→ｈ２
Ｈ２→Ｈ３ Ｈ３→Ｈ２

h2 {
}
Ｈ3 {
}
h3 a{
}

h3 {
}
Ｈ2 {
}
h2 a{
}

選んだテンプレートにより、h2とh3の使い方が異なっている。

例



38

「MAKCSS.txt」を開く
「Ctrl」＋「Ａ」 すべて選択
「Ctrl」＋「Ｃ」 コピー

MAKＣＳＳをコピーする
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スタイルシートの一番下に追加で貼り付ける
一番下の空白を選択してから、右クリック→貼り付け

MAKＣＳＳを追加する（上書きではない）
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「スタイルシートを変更する」をクリック

スタイルシートを変更する
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「再構築」をクリック

３つの設定が終わったので再構築する
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“すべて”を選んで「再構築する」をクリック
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「サイトの確認」をクリック

どのようになったかサイトを確認する
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記事が入っていないので微妙

どのようになったかサイトを確認する
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タイトルを「カテゴリタイトル：サイトタイトル」に変更

パンクズリストの追加

適用前と適用後のカテゴリページの比較

カテゴリ内の記事一覧の追加

投稿者の削除

投稿日の削除

テンプレート適用後 テンプレート適用前

コピーライト
トップへのリンク
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コンテンツの整理
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「デザイン」→「コンテンツ」

コンテンツの設定を行う
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いらないコンテンツは削除して必要なコンテンツだけ残す

削除できない
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効果的にＡｄＳｅｎｓｅを貼る
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Googleアドセンスについて

Googleが提供しているクリック課金型広告

１クリック 数円～数千円のものまで
（キーワードによって変化）

ページの内容に合わせて表示される

アドセンスをホームページに貼るためには、審査を通過しなければならない

審査を通過させる方法は「無料アフィリエイト講座」で詳しく説明しています。
通過した初心者の方から多数の感謝の声をいただいています。

無料アフィリエイト講座の申し込みはこちら
http://nao-business.com/kouza_mailzou
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アドセンス用のコンテンツを追加する

コンテンツの追加より「自由形式」を選択
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「自由形式」をクリックする
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わかりやすいタイトルをつけて
入力欄にアドセンスのコードを貼る



54

※アドセンスのアカウントを取る必要があります

アドセンスのコードを取得する
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「ＡｄＳｅｎｓｅ設定」→「コンテンツ向け・・・」をクリック
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「広告ユニット」・「リンク広告のみ」を設定
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フォーマット：「レクタングル（大）」

色：「デフォルトのGoogleパレット」からＵＲＬを「0000FF」に変更

もクリックされやすい広告の形式を選択する
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ＡｄＳｅｎｓｅコードをコピーする
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Seesaaブログに戻って、コピーしたＡｄＳｅｎｓｅコードを貼り付けて「保存」
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自由形式をドラッグ（クリックしたまま移動）させて
記事の上に持ってくる
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「設定を反映する」をクリック
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“すべて”を選んで「再構築する」をクリック
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「サイトの確認」をクリック

どのようになったかサイトを確認する
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「サイトの確認」をクリック

ＡｄＳｅｎｓｅが目立つところに貼れている

アドセンスは1ページ３つまで貼れます。

あと２つも記事の下や横などに貼るようにしましょう。
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おつかれさまでした。

アドセンスの設置が出来たと思います。

これからやるべきこと

・コンテンツ（記事数）を充実させる
・相互リンクをたくさんする
・キーワードに合ったアフィリエイトをする
・ブログを量産する

基本が出来れば稼げます。がんばってください。
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おまけ１

現在、無料アフィリエイト講座というものをやっています。

初心者がネットで月５万円稼げるようになるためのノウハウを
音声ファイルと図解のファイルでわかりやすく説明しています。

中級者にも、いろいろな気づきがあると思います。

全１５回の無料講座は、わかりやすいと大変好評です。

無料アフィリエイト講座を受講したい人は、説明用の
ＰＤＦファイルをこちらよりダウンロードして下さい。

「無料アフィリエイト講座」
http://nao-business.com/kouza_mailzou

名前どおり、当然無料です。
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おまけ２
無料アフィリエイト講座の受講者限定のコミュニティーを、
ビズコムに用意しています。

アフィリエイトについて、わからないことなどが質問できる
ようになっているので、悩んだときには利用してください。

無料アフィリエイト講座のコミュニティーに参加する方法を
ＰＤＦファイルにまとめました。

こちらから、ダウンロードしてください。

『新常識！アフィリエイトで稼いでいる人達が使っている
コミュニティー（ビズコム）への参加方法を【図解＋音声】で説明
－【限定100名】コミュニティーに特別に招待します－』

http://nao-business.com/bizcom

追加特典へ続く・・・
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追加特典（音声ファイル無し）

ＳＥＯに効果がある
検索エンジンに登録する方法

ブログを作ったら検索エンジンへ登録しましょう
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Ｇｏｏｇｌｅへ登録する

http://www.google.co.jp/addurl/?hl=ja&continue=/addurl
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Ｙａｈｏｏへ登録する

http://submit.search.yahoo.co.jp/add/request

※YahooのＩＤでログインする必要あり
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ＭＳＮへ登録する

http://search.msn.co.jp/docs/submit.aspx
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複数の検索エンジンへ登録する

小さな検索エンジンに大量に登録することで被リンクを得られる。
ＳＥＯにかなり効果がある。

国内検索エンジン無料登録代行
http://www.muryoutouroku.com/freetool/sesubmit.php
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国内検索エンジン無料登録代行
http://www.muryoutouroku.com/freetool/sesubmit.php

「クリックボードへコピー」をクリック
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「デザイン」→「コンテンツ」

コンテンツの設定を行う
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アドセンス用のコンテンツを追加する

コンテンツの追加より「自由形式」を選択
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「自由形式」をクリックする
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わかりやすいタイトルをつけて
入力欄にコピーしたHTMLソースを貼る
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自由形式をドラッグ（クリックしたまま移動）させて「
「Powered By」の上に持っていく
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「設定を反映する」をクリック
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ブログのＵＲＬを入力して「送信」をクリック

国内検索エンジン無料登録代行へ戻る
http://www.muryoutouroku.com/freetool/sesubmit.php
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ブログサイトの登録情報を入力して登録する

※一括登録すると各検索エンジンから登録完了メールが来る
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これで検索エンジンに登録されました
あとはブログのコンテンツを充実させましょう

ネットコンサル ナオ
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おまけ１（再記載）

現在、無料アフィリエイト講座というものをやっています。

初心者がネットで月５万円稼げるようになるためのノウハウを
音声ファイルと図解のファイルでわかりやすく説明しています。

中級者にも、いろいろな気づきがあると思います。

全１５回の無料講座は、わかりやすいと大変好評です。

無料アフィリエイト講座を受講したい人は、説明用の
ＰＤＦファイルをこちらよりダウンロードして下さい。

「無料アフィリエイト講座」
http://nao-business.com/kouza_mailzou

名前どおり、当然無料です。
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おまけ２ （再記載）

無料アフィリエイト講座の受講者限定のコミュニティーを、
ビズコムに用意しています。

アフィリエイトについて、わからないことなどが質問できる
ようになっているので、悩んだときには利用してください。

無料アフィリエイト講座のコミュニティーに参加する方法を
ＰＤＦファイルにまとめました。

こちらから、ダウンロードしてください。

『新常識！アフィリエイトで稼いでいる人達が使っている
コミュニティー（ビズコム）への参加方法を【図解＋音声】で説明
－【限定100名】コミュニティーに特別に招待します－』

http://nao-business.com/bizcom


