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下記のＵＲＬをクリックしてＦＣ２ブログのトップページを表示します。

http://blog.fc2.com/

「新規ユーザー登録」をクリックします。

ＦＣ２ブログを作成するためには、ＦＣ２ ＩＤが必要になります。

すでにＦＣ２ Ｉｄをお持ちの方は、ブログの新規作成からスタートしてください。

（２）　Ｓｅｅｓａａブログの作り方



ＦＣ２ Ｉｄの登録をします。

メールアドレスを入力し、画像認証で指定された数字を入力して「次へ」をクリックします。



入力したメールアドレスに下記のようなメールが送られてきます。

メールを確認すると、本登録のためのＵＲＬの記載がありますので、

指定されたＵＲＬをクリックします。



ＵＲＬをクリックすると、本登録画面が表示されます。

ニックネーム、パスワードを入力して「登録」ボタンをクリックします。

ニックネーム、パスワードに関しては、ご自分の好きなものを入力すればＯＫです。

もし入力したニックネームがすでに使われていた場合は、

下記のようなエラーメッセージが表示されます。

上記のようにエラーになってしまった場合には、

別のニックネームを入力して再度登録しなおしてください。



以上でＦＣ２ Ｉｄの登録が終了しました。

さきほど仮登録したメールアドレス宛に、ＦＣ２からメールが送られてきますので確認してください。

続いて、ＦＣ２ブログへの登録を行います。

「引き続き『ＦＣ２ブログ』の登録に進む」をクリックします。

「はじめての方」をクリックします。



利用規約を確認し、問題がなければフォームに必要事項を記入していきます。

各ブログサービスによって、アフィリエイト不可、アダルトサイトの禁止など規約が異なります。

ＦＣ２に関しては、アフィリエイトＯＫ、アダルトサイトの作成もＯＫです。



作成するブログのタイトルや説明文を入力します。

タイトル、ジャンル、説明文などは後からの変更も可能ですので、あまり深く考え込まなくてもＯＫです。

ただし、希望ＩＤに関しては変更ができません。

また、希望ＩＤがあなたのサイトのＵＲＬの一部になりますので、

サイトテーマと関連したID を入力するとよいでしょう。

※ニックネームは、このサイトに合わせて変更することも可能です。

もしエラーが出て登録できない場合には、希望ＩＤが半角英数小文字で入力できているかどうか、

ニックネームが全角になっているかどうか、再度確かめてください。



続いてあなたのサイトで使うテンプレートを選択します。

テンプレートには、１カラム、２カラム、３カラムという種類があります。

カラムとは列のようなもので、１列構成を１カラム、２列構成を２カラム、３列構成を３カラムと呼びます。

◆１カラムタイプ ・・・サイト全体を１つのスペースとして使うタイプのデザインです。

◆２カラムタイプ ・・・メニュースペースと記事スペースの2 つにサイトを分けるタイプのデザインです。

　　　　　　　　　＜右サイドバータイプ＞ 　　　　　　＜左サイドバータイプ＞



◆３カラムタイプ ・・・左右両方にサイドバーがあるタイプのデザインです。

１カラムのテンプレートは、訪問者の視線を一点のみに集中させることが出来るので、

主に「特定の商品やサービスのみを紹介する場合」などに適しています。

２カラムのテンプレートは、サイドバーにメニューやカテゴリを設置できますので、

もっとも情報を整理しやすく、使いやすいデザインだといえます。

企業などのサイトでも２カラムのデザインが多く使われています。

３カラムのデザインは、一画面上に最も多くの情報量を書き込めるデザインですが、

その反面取り扱いが難しく、初心者にはあまり適さないデザインだと思います。

ある程度サイト作成になれた上級者向けのデザインといえます。

それぞれのカラムごとに特徴がありますので、各自好きなものを選択してください。

一般的なデザインとしては、２カラムが最も広く使われています。

なお、テンプレートは作るサイトの雰囲気にあったものを選ぶと良いでしょう。

また背景は白の方が読者にとって文字が読みやすいというメリットがあります。



今回は、２カラムの右サイドバーを選んでみました。

お好きなテンプレートにチェックを入れて、「選択」をクリックします。

なお、ＦＣ２のテンプレートは他にもたくさんあるのですが、

この時点では表示されたものしか選択できません。

後で変更することが可能ですので、あまり考え込まずに適当なものを選択してください。

以上でFC2 ブログのユーザー登録が完了しました。

これであなたのサイトが作成できましたが、まだこの時点ではサイトの中身はありません。

したがって、これから記事を書いていくことになります。



「管理画面」をクリックします。

管理画面は下記のような画面になります。



「ブログの確認」をクリックすると、自分のブログを確認することが出来ます。

この時点ではまだ何も記事（コンテンツ）はありません。

続いてプラグインの設定を行います。

プラグインとは、上記画面の赤枠で囲んだプロフィールや最近の記事、

最近のコメントなどの部分です。

不要なプラグインは削除してしまいましょう。



アフィリエイトには特に必要のない「プロフィール」、「月別アーカイブ」、「By FC2 ブログ」、

「友達申請フォーム」などのプラグインをひとつずつ削除していきます。

コメントを受け付けない場合は、「最近のコメント」を削除し、

トラックバックを受け付けない場合は、「最近のトラックバック」のプラグインを削除してください。

その他、お好みで削除するものがあれば削除してください。

『プラグインの設定』

をクリック

環境設定の下にﾒﾆｭｰが表示されな

い場合には、『環境設定』をｸﾘｯｸ　

するとﾒﾆｭｰが表示されます。



不要なプラグインの削除が終わったら、「ブログの確認」をクリックすると、

現在のブログの状況が確認できます。



では、続いてはいよいよ記事を書いていきます。

先ほどﾌﾟﾗｸﾞｲﾝを削除したため

『ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ』の項目が消えていま

す。

『新しく記事を書く』をクリックしま

す。



以下の指示に従って各項目を記入していきます。

１．記事のタイトルを入力します。

２．カテゴリを追加します。

３．記事の内容に当てはまるジャンルを選択します。

４．記事の内容に当てはまるテーマを選択します。

５．トラックバックをする場合は、トラックバック先ＵＲＬを一行ずつ改行して入力します。

記事内容を入力し、「記事を保存」をクリックします。

お好きなｶﾃｺﾞﾘｰを入力して

『追加』ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします。

記事を入力します。



ユーザータグを設定したい場合は、

記事に関連するキーワードをスペースで区切って入力してください。

コメントを受け付けない場合は、「受け付けない」にチェックを、

トラックバックを受け付けない場合は、「受け付けない」にチェックを入れます。

コメントもトラックバックも受け付ける方は、このまま「記事を保存」をクリックします。



以上で記事が作成できました。

記事を確認したい場合は、赤枠で囲んだ記事ＵＲＬをクリックしてください。

記事が表示されました。

再度記事を追加する際には、同様の手順を繰り返していきます。

記事ごとにテーマ、ジャンル、タグなどを変更することが出来ます。

設定したﾃｰﾏやｼﾞｬﾝﾙが設定さ

れています。



seesaa ブログは、アフィリエイト可の無料ブログサービスです。

また、１アカウントで複数のブログを作成することができ、ブログの管理が便利なのが特徴です。

では、seesaa ブログ作成方法を解説していきます。

http://blog.seesaa.jp/

「新規登録（無料）はコチラ」をクリックします。

（２）　Ｓｅｅｓａａブログの作り方

http://blog.seesaa.jp/


まずはseesaa サービス用のアカウントを作成します。

メールアドレスとパスワードを入力し、

「はじめてseesaa サービスのアカウントを作成します。」にチェックを入れ、

「サインイン」をクリックします。

オートコンプリートの画面が表示された方は、

「はい」をクリックしておくと次回以降の入力が楽になります。



確認のためのメールアドレスとパスワードを再度入力し、

氏名とフリガナを入力します。

入力が出来たら「アカウントを登録する」をクリックします。

以上seesaa アカウントが作成できましたので、続いてブログを作成していきます。



新規のブログを作成します。

デザインやホスト名などの各項目を設定したら、

認証コードの欄に表示された数字を入力して、「新しいブログを作成する」をクリックします。

あなたの好きな物を選択して下

さい。あとから変更可能です。

ﾎｽﾄ名はあなたのｻｲﾄのＵＲＬ

です。お好きなものを入力して

下さい。但し、他の方が使用さ

れている場合があります。



新しいブログが作成され、マイ・ブログというページが表示されます。

seesaa ブログでは１アカウントで複数のブログが管理できますので、

これからseesaa ブログで新しいブログを作成していくたびに、ブログが追加されていきます。

続いてブログの各種設定を行ないます。

「設定」をクリックします。



ブログのタグとブログキーワードを入力します。

タグとキーワードには、ブログの内容に関連するキーワードを入力します。

タグはキーワードを入力するたびに、「タグの追加」をクリックしてください。

その他の部分は、初期設定のままでも特に問題はありません。

ブログタイトル等を修正したい場合には、ここで修正することが出来ます。

（中略）

「ブログ設定の変更」をクリックし、設定内容を保存します。

タグが追加されていれば、ここ

にｷｰﾜｰﾄﾞが表示されます。



続いて記事の設定を行ないます。

「記事設定」をクリックしてください。

設定が終了したら、「保存」をクリックします。

ｺﾒﾝﾄやﾄﾗｯｸﾊﾞｯｸを受け付ける

か受け付けないかを設定する

ことが出来ます。

ｷｰﾜｰﾄﾞﾏｯﾁは不要なので『無

効』にﾁｪｯｸを入れておきます。

更新された時に、通知するｻｲﾄ

として、 ping送信先のＵＲＬを

設定できます。



続いてはFC2 ブログの時と同じように、不要なコンテンツ（プラグイン）を削除します。

「デザイン」タブにマウスポインタをあて、メニューの中から「コンテンツ」をクリックします。



不要なコンテンツを削除すると下記のようになります。

「設定を反映する」をクリックします。

ｱﾌｨﾘｴｲﾄﾌﾞﾛｸﾞに不要なｺﾝﾃﾝﾂ

を削除します。

(今回は、ｶﾚﾝﾀﾞｰ、ﾎﾞｯｸｽ広告

、ﾌﾞﾛﾋﾟﾀ、過去ﾛｸﾞ、人気商品

を削除しました。 )
ご自分の都合に合わせて右上

の ×印をｸﾘｯｸして削除してくだ

さい。

ＲＳＳは大事なものになりますの

で、削除しないようにして下さい

。



設定を変更したあとは、必ずブログの再構築を行ないます。

再構築を行なわないと、設定の変更が実際のブログに反映されませんのでご注意下さい。

なお、FC2 ブログではこの「再構築」は必要ありません。

利用するブログの種類によって、再構築が必要なものと必要ないものがあります。

再構築する範囲を「すべて」にして、「再構築を実行」をクリックします。

再構築が完了するまでは、下記のような画面になりますので、完了するまでしばらく待ちます。

「※再構築が完了しました。」と表示されればＯＫです。



なお、テンプレートについてはブログ作成時に好きなものを選んだと思いますが、

もし変更したい場合は、「デザイン」タブの「デザイン一覧」をクリックすれば、

テンプレートを変更すること可能です。

続いて、新規記事を投稿する前に、記事を投稿するカテゴリを作成します。

seesaa ブログでは、記事投稿画面でカテゴリの作成が出来ないため、

先にカテゴリを作成しておく必要があります。

「記事投稿」タブにマウスポインタをあてて「記事カテゴリ」をクリックします。



新しく追加したいカテゴリ名を入力して、「追加」をクリックします。

いくつかのカテゴリの追加を行なうと下記のようにカテゴリ名が追加されます。



カテゴリが追加できたら、いよいよ記事を投稿していきましょう。

「記事投稿」タブにマウスポインタをあてて、「記事を書く」をクリックします。

１．さきほど追加した記事のカテゴリを選択します。

２．記事の内容にあうジャンルを選択します。

３．記事タイトルを入力します。

４．記事に関連するキーワードを入力して、１つ１つ「タグの追加」をクリックします。

５．記事本文（記事内容）を入力します。



また、トラックバックを送信する場合には、下記の「トラックバック」をクリックします。

下記のようにトラックバック設定欄が表示されますので、トラックバック先のＵＲＬを入力します。

設定が完了したら、「保存する」をクリックします。



以上で記事の投稿は完了ですので、下記の画面が表示されるまで待ちます。

夜の時間帯などに、多数のトラックバックやPing を飛ばそうとすると、

記事の投稿が完了するまでに時間がかかることがありますのでご注意下さい。

以上でseesaa ブログでの新規ブログ作成の解説を終わります。



ＪＵＧＥＭブログの作成方法を解説します。

ＪＵＧＥＭブログは、アフィリエイト可のブログサービスです。

ただし原則として１人２つまでのブログしか作成できない規約になっていますのでご注意ください。

（３）　ＪＵＧＥＭブログの作り方

無料ブログ作成を

クリック



画面が切り替わったらメールアドレスを入力します。

確認メール送信をクリックします。



メールが届きますので、内容を確認します。

メールが届いているのが確認できたら、メール内に記載されているＵＲＬをクリックします。

上記のＵＲＬをクリックします。



ユーザー情報を入力する画面に切り替わりますので、各項目を入力していきます。

サブドメインの部分は、お好きな英数字を入力できますが、

すでに使用済みの場合には、「このアカウント名は既に使われております」と表示されますので、

別の英数字を入力します。

利用規約を確認し、問題がなければ「利用規約に同意する」にチェックを入れます。



ＪＵＧＥＭブログを作成するには、JugemKey が必要になりますので、

続いてJugemKey の設定をします。

JugemKey ログインユーザー名はお好きなものを入力します。

パスワード、名前、性別、生年月日、職業などの項目を設定します。

上記項目が設定できたら、「登録内容を確認する」をクリックします。



登録情報を確認して、その内容が正しければ「上記内容で申し込む」をクリックします。

以上で登録が完了しました。

しばらくするとＪＵＧＥＭからメールが届きますので確認します。



送られてくるメールの中に記載されているように、

ＪＵＧＥＭブログが表示できるようになるまで３０分程度の時間がかかりますのでご注意ください。

３０分程度時間がたったら、ＪＵＧＥＭのトップページからブログの管理画面にログインします。

JugemKeyＩＤとパスワードを入力してログインします。

※管理者メニューの『管理者ページトップ』をクリックします。

ログインするとブログの管理

画面が表示されるのではなく、

左のログイン部分が管理者

ﾒﾆｭｰになります。



もし下記のようなエラーメッセージが表示されたら、

まだ十分な時間が経っていないことになりますので、もうしばらく時間をおいてから作業をしてください。

無事管理画面にログインできたら、下記のような画面が表示されます。



「記事の投稿」をクリックすると、記事の新規投稿が出来ます。

記事を入力します。

記事のテーマを選択します。

記事のタイトルを入力します。

記事のカテゴリを選択します。



基本的な設定はこれまで解説した他の無料ブログと大差はありません。

記事の記入が出来たら、「記事を投稿する」をクリックして記事を投稿します。

トラックバックを送信したい場合

には、ここにトラックバック先

ＵＲＬを指定します。

記事の更新情報を通知するための

ping送信を行う場合には、ここに ping
送信先ＵＲＬを指定します。

コメントやトラックバックを受け付

けるかどうかを設定します。



ライブドアブログ（無料版）の作成方法を解説します。

ライブドアブログはアフィリエイト可で、独自ドメインが使える有料版もあります。

ライブドアブログのトップページを表示します。

http://blog.livedoor.com/

「ブログを作成／管理ページにログイン」をクリックします。

（４）　ライブドアブログの作り方



まずはlivedoor Ｉｄに登録します。

ＩＤをお持ちの方は、ＩＤとパスワードを入力してログインしてください。

livedoor ID の情報を入力します。

ＩＤ、パスワードはお好きな半角英数字を入力することができます。



続いてお客様情報を入力します。

livedoor からのお知らせは、特に必要がなければ「いいえ」でかまいません。

表示されている数字を入力します。半角で入力してください。



その他のご質問、アンケートは任意記入ですので、答えても答えなくても構いません。

利用規約を確認し、問題がなければ「利用規約に同意して入会する」をクリックしてください。



livedoor ではメール認証による確認が必要となりますので、

「認証メールを送信する」をクリックします。

しばらく待つとメールが届きますので、内容を確認しメール内にあるＵＲＬをクリックします。

　　上記　ＵＲＬをクリックします。



画面が切り替わったら、ブログの基本情報を入力してください。

お知らせメールは、受信したい方のみチェックを入れてください。

なお、ブログタイトルはのちほど変更可能です。

入力が完了したら、認証キーワードで表示されている数字を入力し、

「利用規約に同意してブログを作成」をクリックします。

入力内容を確認し、間違いがなければ「ブログの管理ページへ進む」をクリックします。



下記がlivedoor ブログの管理画面です。

「ブログを投稿する」をクリックすると、記事の新規投稿が行なえます。



記事の投稿画面は以下の通りです。

ライブドアの場合、記事投稿時でもカテゴリを追加できますので、

投稿する記事の内容に沿ったカテゴリを作成してください。

その他の項目は、他の無料ブログと同様です。

ここに記事のタイトルを入力します。

ここに記事のタグを入力します。

ここに記事を入力します。



以上で大手無料ブログの作成方法の解説を終わります。

今回紹介したブログのほかにも、たくさんの無料ブログが存在しますが、

そこまで登録方法や設定方法に大きな差はありませんので、

まずは今回紹介した大手無料ブログから慣れていくことをお勧めします。

記事の投稿について

1日１記事づつ投稿するのが望ましいでしょう。

また、新しいカテゴリーを作成したり、アドセンスなどを貼れば記事を書くことをお薦めします。

無料メルマガ・無料セミナー

ブログを作れば、たくさんの方に見ていただきたいものです。

私のメルマガでは、ＳＥＯ対策セミナーや有益情報をお送りさせて頂いていますので

そちらの方でまたお会いしましょう。

※いつでも解除できますのでご安心下さい。

著　者　：　コーイン

HP 超初心者歓迎！【Enjoyアフィリエイトライフ】
http://kouinafiri.blog70.fc2.com/

メルマガ 超初心者歓迎！ネットビジネスでお金と自由を手に！
http://kouinafiri.blog70.fc2.com/blog-entry-4.html

Mail　 kouin65@gmail.com


