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こんにちは！

「アドセンスアフィリエイト完全必勝ワンポイントパック　サイト編」をダウンロードしていただき

ありがとうございます。

このレポートは、アドセンスを始めてばかりの初心者の方に、もっと効率よくアドセンス収入

を UP していただくためのものです。

アドセンスの収入を UP させるポイントはいくつもありますが、今回はサイトの構築や検索エ

ンジンの有効活用などに的を絞ってレポートしています。是非、ご活用ください！
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自分のサイトをすぐにインデックスさせたい！

既にアフィリエイトをしている方は、サイトの作をしていると思います。

実際にサイトを作成してもアクセスがなかなかこないという事はないですか？

そんな疑問を解決する為に、自分のサイトを早くインデックスさせる方法を

ご紹介したいと思います！

今回ご紹介するのは、ソーシャルブックマークというサービスをご紹介します。

まずは、ソーシャルブックマーク集にユーザー登録します。

そして、自分が作成したブログの中で早くインデックスさせたいブログをブックマークする。

やり方としては、結構簡単などで是非、やってみましょう！

【インデックスとは？】

検索エンジンに自分のサイトが登録されていると、検索エンジンからのアクセスが入るようになりま

す。

しかし、検索エンジンにインデックスがされていないと、検索エンジンからのアクセスは０です。

先ほど紹介したソーシャルブックマーク集はヤフーカテゴリーに登録されているので

このソーシャルブックマークを使用すると、ヤフーの登録サイトから被リンクが受けられるので

検索エンジンに早くインデックスされる可能性が高くなります。

紹介した、ソーシャルブックマークに全てユーザー登録するのは、結構大変な作業になってしまい

http://dir.yahoo.co.jp/Computers_and_Internet/Internet/World_Wide_Web/Bookmark_Managers/?frc=w
http://dir.yahoo.co.jp/Computers_and_Internet/Internet/World_Wide_Web/Bookmark_Managers/?frc=w


ますので代表的な、Yahoo!ブックマーク、はてなブックマーク、FLOG などに登録しておけば問題

ないです。

サイトを作成しても中々、アクセスが来ない人はこういったサービスを利用して

まずは、自分のサイトをインデックスさせてみましょう。

検索エンジンからのアクセスが０だとアドセンスで稼ぐのは

本当に厳しいので…

自分のサイトがインデックスされているかを確認する方法としては

検索エンジンに、自分のサイトをＵＲＬを打ち込んで検索結果に反映されていれば、

自分のサイトがインデックスされているという事になります。

まずは、自分のサイトがインデックスされているかを確認してみてくださいね＾＾

【アドセンスアフィリエイト成功格言】

行動に際して、あまりに臆病になったり神経質になることが

ないように。

すべての人生が実験なのだ。実験すればするほどうまくいく。

ｂｙ エマーソン



検索エンジンの変動に勝つ方法は？

検索エンジンに勝つ方法についてお話したいと思います。

それは……

はい。

残念なことにそんな方法は存在しません（泣）

もしあったとしたら、きっと全てのキーワードで上位表示させる事が出来て

アドセンス収入だけで億いっちゃいますよね（笑）

でも、検索エンジンに勝つ方法は無いですが…

検索エンジンの変動にあまり影響されない方法はあります。

さらにこれは自分自身でコントロール出来る事なので

是非、やった方が良いと思います。

いつも検索エンジンの変動で……頭を抱えている人は必見です！

答えは簡単なことなんですが、

ズバリ

良いコンテンツを提供するという事です。

具体的に言うと訪問者があなたのサイトをお気に入りに入れてくれるような

サイトを作成すれば良いんです。



もしあなたのサイトが多くの訪問者のブラウザにお気に入りに登録して

いれば、どんなに検索エンジンに変動があったとしても、アクセスが無くなることはありません。

でも良いコンテンツを作るなんて出来ないよ～！！

なんて思われる方もいると思います。

そんな方にお勧めのコンテンツ作成方法を紹介したいと思います。

それは何かというと……

あなた実践している事をコンテンツにすれば良いんです。

これなら簡単じゃないですか？

あなたがやっている作業をコンテンツにするんです。

例えば

あなたが、アドセンスで稼ぐ為に毎日サイトなどを作成しているのであれば

その結果などを記事にします。

今日は、どんな事をした。それに対してこんな結果が出たとか

自分がやっている作業をそのままコンテンツにすれば良いだけなんで

難しく考えることはないです。

アドセンスアフィリエイトパックを購入されたお客様の中で

こんなお客様がいました。

http://business-0009.seesaa.net/

このブログはそのお客様のブログですが、自分がやっている作業を

そのままコンテンツにしていますよね＾＾

自分が苦労した作業っていうのは、他の人も必ず苦労しています。

なので、自分が苦労して出来たことなんかは、とても良いコンテンツの材料になります。

http://business-0009.seesaa.net/
http://www.wind-circuit.info/AdSense/


なぜなら、同じ悩みを持っている人がサイトに訪問した際に

そのコンテンツを見て解決する事が出来るからです。訪問者にとってはありがたいですよね＾＾

無料レポートなんかでも、何かのサービスの登録方法とかが

よく載っていますよね。

知っている人は「そんなの分かってるわ！」なんて思うかもしれないですが

知らない人にとっては「なるほど」って思うわけです。

良いコンテンツが作れないよ～なんて思っている人は

是非やってみてくださいね。

【アドセンスアフィリエイト成功格言】

最初から「できない」ことを前提にせず、「どうしたらできるか」を

考えて欲しい。

「不可能」と「困難」はちがうのである。

ｂｙ西川晃一郎 （日本ユニシス社長）



サテライトサイトの重要性

ブログサイトの構築方法につい少し説明していきたいと思います。

まず、あなたはサイトを作成する時にどんな順番でサイトを作成していきますか？

自分が一番効率的に出来る方法が一番良いのですが、これだけは必ず

やっておきましょう。

それは、サテライトサイトの作成です。

サイトの作成構造としては、

　　　　　　　　　　　　まとめサイト

　　　↑↑　　　　　　　　↑↑　　　　　　　　↑↑

サテライトサイト　　サテライトサイト　　サテライトサイト

このように、まとめサイトにリンクを送ることによってＳＥＯ的にも有利になり

上位表示も狙う事が可能になります。

さて、このサイト構成は前からお話してきたので

分かっている方も多いかと思います。

ところで、あなたはまとめサイトにリンクを張る際にどのように

リンクを張っていますか？



リンクを張る際には色々な方法があります。

サイドバーにリンクを張ったり、テキストリンクを張ったりと

一番自然なリンクの張り方としては、テキスト内にリンクを張るという

方法が良いです。

また、リンクを張る際には、まとめサイトのどのページのリンクを張るか？

もしかして、トップページばかりにリンクを張っていませんか？

勿論、トップページのリンクを張ることは良いのですが、個別ページにも

リンクを張る事によって、個別ページもインデックスされやすくなります。

またサテライトサイトを作る時には、一つのブログサービスからの

リンクだと、スパムと判定される可能性があります。

例えばシーサーブログなんかは、１アカウントで１００ブログ程作成

出来ますが、すべてのリンクがシーサーブログからのリンクだと検索エンジンが

スパムとして認定する可能性が高くなってしまいます。

なので、サテライトサイトを作る時は、色々なブログサービスを利用して

作成した方が良いでしょう。

【アドセンスアフィリエイト成功格言】

「君にそんなことができるはずはないよ」と

あなたに言ったのは誰ですか？

その人は、あなたの限界を定める資格を持つほど、

大きな成功を収めたというのでしょうか？

by ナポレオン・ヒル



稼ぐサイト構築法

それでは、稼ぐサイト構築法について説明していきたいと思います。

テーマを決める。

まず初めに大事なのがどういったサイトを作成していくのかテーマを決めることが大事です。

テーマと言って具体的に言うと大きく分けて、２つあります。

まずは、コミュニティサイト系にするのか、それとも単発のアクセスを狙ってサイトを作成するのか？

コミュニティサイト系というのは、コンテンツを増やし、訪問者がお気に入りに登録してくる

ようなサイトです。また、コメントの書き込みなども多く、サイト自体が面白いサイトのことです。

例えば僕がよく利用しているサイトで言うとここのあたりですね。

http://pv6pvnewspv6pv.blog102.fc2.com/

このサイトは、 YouTube なんかの無料で見れる音楽ＰＶを集めているサイトです。

コメントなんかも凄くあって、人気があるのが良くわかります。

次に、単発系のサイトですね。

これは、流行しているキーワードなんかを使ってアクセスを集める方法です。

http://pv6pvnewspv6pv.blog102.fc2.com/


例えば、以前かなりブームになった「脳内メーカー」というキーワードを使ったものだと。

今日、ヤフーの検索エンジンで「脳内メーカー」で調べて１ページ目に出てきたサイト

http://www.tsurumi.tv/nounai/

このサイトなんかはアドセンスを張ってますよね。

またサイトを見て貰えれば分かると思うのですが、脳内メーカー＋よく検索されている芸能人の名

前を使ってサイトを作っているのが分かります。

コミュニティサイトを作成する場合は、一番重要なのはコンテンツです。

コンテンツがいかに訪問者が楽しめるのか？それが重要になってきます。

サイトに訪問した時に面白いサイトだとついついお気に入り登録しちゃいますよね。

そうなると、アクセス数を平均的に確保する事ができます。

一方、単発のアクセスを狙ってサイトを作成する場合は、コンテンツの中身はあまり

必要ないですが、旬なキーワードを随時取り入れて、早くサイトを作成していく必要があります。

また、単発のアクセス数は凄く稼げますが、平均的にアクセスを稼ぐには難しいです。

サイトを作成するにあたってまだ自分がどんなテーマでサイトを作成していくかを

決めていない人は、まずどんなサイトを構築すのかを一度考えてみましょう。

コミュニティサイト

メリット：平均的なアクセスを稼ぐ事ができる。安定的な収益の確保

デメリット：コンテンツを大量に作るか、もしくは面白くする必要がある。サイト構築まで時間が掛か

る。

http://www.tsurumi.tv/nounai/


単発のアクセスを狙うサイト

メリット：一時的なアクセスを大量に獲得出来る。コンテンツが少なくても大丈夫。

デメリット：平均的にアクセスを稼ぐ事が難しい。旬なキーワードをつねにチェックしておく必要があ

る。

以上の事を踏まえて、まずは自分がどういったサイトを作成していくのか

方向性を決めましょう。

【アドセンスアフィリエイト成功格言】

今日の一言

明日からがんばるんじゃない。

今日をがんばり始めた者にのみ明日がくるんだよ！ 

ｂｙ 福本 伸行(漫画家) 出典:賭博破壊録カイジ



アドセンスの広告場所

サイトを作成したらアドセンス広告を張るわけですが

一番クリックされやすい場所という所があります。

さて…？

それはどこの場所かというと？

左側の部分になります。

グーグルでも左側に広告を出した方が

高いパフォーマンスが得られると記載されてますよね。

https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?answer=17954

ブログのテンプレートのデザインによっては違う場所の方が効果が

ある場合がありますが、基本的には左の方が効果が高いです。

また、アドセンスをやっているのであれば

こちらのサイトは必ずチェックしておいた方が良いと思います。

AdSense   日本版 公式ブログ   
現在、ユーチューブでもアドセンス広告を載せることができますが

皆さんは既にやっていますか？

http://adsense-ja.blogspot.com/?utm_source=aso&utm_campaign=ww-ww-et-ashp&utm_medium=link
https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?answer=17954


現在、色々なブログに動画が貼り付けられているブログが

増えましたが、それ程、動画に関して需要が高まってきました。

アドセンスのブログも場合は、コンテンツを作るのが結構つらい

作業ですが、動画をブログに貼り付けているだけで面白い

コンテンツに変わります。

さらには…動画にアドセンス広告が貼れるので一石二鳥ですね＾＾

皆さん、こんなサイトをご存知ですか？

『神動画』というサイトなんですが、凄い人気の動画サイトです。

ページを見てみれば分かると思うのですが、しっかりアフィリエイトもしてますよね。

コンテンツの内容としては、凄い動画を集めて自分のＨＰに張ってあるだけですよね。

でも面白い＾＾

この動画は、自分で作ったわけでは無く人が投稿している神がかり的な動画を集め構成されてい

ます。

このサイトもしっかりアフィリエイトしていますよね。

http://omoshiro-douga.seesaa.net/

このサイトの良いところは、ゲームというキーワードに特化してますよね。

つまり一つのジャンルに絞ってるわけです。

神動画のようなサイトみたいに色々なジャンルの動画を探すのは

ちょっと厳しいって方は、一つのジャンルに絞ってこんなサイトを作成するのもありですね＾＾

http://omoshiro-douga.seesaa.net/
http://www.kami-douga.com/omosiro.htm


サイトを作成したら・・・

アドセンスサイトを作成したら、どうしたら作成していますか？

僕が一番始めてサイトを作成していた時、サイトを作成

しれだけでＯＫだとずっと思ってました。

検索エンジンでキーワードを入力した時に色々なサイトが検索されると

思いますが、ただサイトを作成しただけだと、自分のサイトが検索結果に中々出ません。

まずは、サイトを作成した後は、検索エンジンに登録作業を行いましょう。

グーグル

ヤフー  (  ログインが必要です  )  

ｍｓｎ

また、サイトを作成する際にブログサービスによってはサブドメインを決めることができます。

自分が狙っているキーワードに関連するドメイン名を入れて作成した方が良いです。

なぜかというと、ドメインも検索対象となるからです。

また、日本語ドメインにしても効果が期待できます。

http://search.msn.co.jp/docs/submit.aspx?FORM=WSDD2
http://submit.search.yahoo.co.jp/add/request
http://submit.search.yahoo.co.jp/add/request
http://www.google.co.jp/addurl/


日本語ドメインに変換する場合は

こちらのサイトにアクセスしてください。

http://punycode.jp/

こちらのサイトでキーワードを入れると、

そうすると、日本語で表示させたいドメインが Punycode 表記に変換されます。

変換されたものを、サブドメインとして設定するわけです。

また、ブログ設定をする際に必ず Ping の設定をしましょう。

ＦＣ２の場合はこちらのページに詳しく記載されています。

http://fc2blogmanual.blog60.fc2.com/blog-entry-36.html

Ping の送信先は色々な所があります。

送信先を探すには、｢Ping サーバ｣なんかで検索するとかなり出てきます。

他にも一括で送信してくれるサービスがありますので

こちらを活用しみても良いかと思います。

http://pingoo.jp/

【アドセンスアフィリエイト成功格言】

今日の一言

山が高いからといって、戻ってはならない。行けば超えられ

る。

仕事が多いからといって、ひるんではいけない。行えば必

ず終わるのだ。

ｂｙモンゴルの諺

http://pingoo.jp/
http://fc2blogmanual.blog60.fc2.com/blog-entry-36.html
http://punycode.jp/


 このレポートを最後まで読んで頂きありがとうございました。

少しでもお役に立てた情報はありましたでしょうか？

さらに詳しいアドセンスに関する情報を知りたい方は下記のブログにアクセスしてください。

今なら、アドセンスセミナー映像を 20 分プレゼント中です！

「1キーワード、1 ブログだけで月に 15000円稼いだ方法とは？」

アドセンスブログ

アフィリエイト全般の情報はこちらのブログにアクセスしてみてください。

アフィリエイトブログ

メール情報を受け取りたい方はこちらから

最後に…

アドセンスで稼ぐには、必ずサイトを作成する作業をしなければいけません。

地味な作業ですが、やればやった分だけあなたの収入に結びつきますので

継続してやり続けることが大事です。

あなたの夢は実現します

「Your Dreams come true 」

※レポートについて

あなたは、このレポートの無料配布権を持っています。このレポートは友達や知り合いなどに自由に配布していただいてかまいませ

ん。あなたの商品のボーナスや、アフィリエイト特典、見込み客のＥメールを集めるためのオファー、何んでも使っていただいて結

構です。ただしレポートの内容は編集しないでください。
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