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NEXT STAGE 情報発信マニュアル（ブログ開設編）

■著作権について■ 

このマニュアルは著作権法で保護されている著作物です。 
下記の点にご注意戴きご利用下さい。 

このマニュアルの著作権は「株式会社トラストエフォート」に属します。 
著作権者の許可なく、このマニュアル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。このマニュアルの開封
をもって下記の事項に同意したものとみなします。 

このマニュアルは秘匿性が高いものであるため、著作権者の許可なく、この
商材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。 

著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った時
は、関係法規に基づき損害賠償請求を行う等、民事・刑事を問わず法的手段
による解決を行う場合があります。 

このマニュアルに書かれた情報は、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。 

このマニュアル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、一切の責任負わ
ないことをご了承願います。 

このマニュアルのご利用は自己責任でお願いします。このマニュアルの利用
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。 
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はじめに 

ネットビジネスで大きな成果を出すために、 
「短期間で利益を出す」ということがとても大切になります。 

なぜなら、１円も稼げないのに３か月も 
５カ月も継続する事ができないからです。 

私の経験上、稼げていない状態で耐えられる期間は 
せいぜい１か月が限界だと思います。 

これはダイエットや勉強と同じことです。 

頑張って運動し食事制限しても、少しも痩せなければすぐに 
「やめた！」となってしまいます。 

毎日、夜遅くまで勉強しても成績が上がらなければ 
「やる気」すらなくなります。 
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そうならないために、ネットビジネスでは 
「短期間で利益を出す」必要があるのです。 

最短で結果を出すことができる方法の一つとして 
「ブログアフィリエイト」があります。 

ブログアフィリエイトであれば、 
今日書いた記事でその日のうちに「売り上げが発生」する 
ということも十分にあり得ます。 

そして、ブログアフィリエイトの場合は、 
無料ブログサイトを使えば 経費は０円 で始めることができる 
「魅力ある」ビジネス手法なのです。 

成功したら丸儲け。 
例え失敗したとしても一切損しないのです。 

経費がかからなければ何度でも修正でき、 
収入を作ることができます。 

毎朝、売上の管理画面を見るのが楽しくなります。 

　　今日は8,000円！ 
 
　　今日は2万円！ 
 
　　今月は30万円！ 
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このように毎日、ワクワクする生活を送るために 
これらを身に付け「あっさりと短期間で稼ぐ」べきなのです。 

ネットビジネスにおいてモチベーションを上げる方法は 
「稼ぐ事」です。 

まずは、ブログアフィリエイトで実績を作り 
モチベーションを最大限に高めて 
そして「情報発信は稼げる！」と確固たる自信をつけましょう！ 

「ブログアフィリエイトが楽しく稼げるのは分かった・・・」 

「でも、どうやってブログを作ったら良いか分からない・・・」 

「パソコンの知識や技術がないし・・・」 
 
「デザインなんてしたことがない・・・」 

という人のために、当マニュアルでは「ブログ開設」の具体的な方法につい
て詳しくお伝えしていきます。 
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ブログとは 

ブログとは、ウェブサイトの一種で、簡易にインターネット上に文章や画像
などのコンテンツをアップできるサービスのことを指します。 

「Webで（文字などを）Logする」ことから、Weblogと呼ばれ、省略され
てBlog（ ブログ ）と呼ばれるようになりました。 

内容や形式は様々で、日記や趣味に関する文章から、日々の活動報告のよう
な内容、あるいはまとまった文章を発表する場としても使われてます。 

更に、ブログで広告を掲載をしたり情報を発信し、多くのページ ビュー・読
者を持つことで、収入を得て生計を立てるこが可能になります。 

私がブログをおすすめする最大のメリットは、 
SNSと違い長文で投稿ができ、検索エンジンでヒットしやすい 
ということです。 

そして、文章をたくさん書くことで「伝える力」が身につき、 
今後の事業拡大に生かすことができます。 
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ブログアフェリエイトとは 

そもそも「ブログアフィリエイト」とはどういう事なのでしょうか？ 

アフィリエイトとは「提携する」という意味があります。 
  
ブログの中で売りたい商品を紹介し、それが売れたらあなたに報酬が支払わ
れるという仕組みです。 
  
例えば「物販」に関する記事を書いた場合、記事の中で物販に必要な道具や
教材の広告を紹介し、それが売れたらあなたに報酬が支払われます。 
 

イメージとしては 
「歩合制の営業マン」
に似ています。 

そして、ブログアフィ
リエイトで稼いでいる
人の誰もが初めは初心
者からスタートしてい
ます。 

ですから、現段階であなたが初心者で、 
ブログを一度も作ったことがなくてもどうぞご安心下さい。 
  
正しい方法さえ知っていれば 
誰でも参入できる とても魅力的なビジネスモデル、 
それがブログアフィリエイトです。 
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ブログアフェリエイト収入 

ブログを立ち上げる際に、是非意識してほしいことがあります。 

それは・・・ 

「アフィリエイト収入」を意識してブログを作成することです。 

「え、難しそう・・・」 

と思うかもしれませんが、難しくはありません。 

意識するだけでいいのです。 
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何を意識したらいいのか？ というと 

あなたが書いたブログ記事で 

「お金が生み出される！」 

という 意識（＝イメージ）することです。 

このことを理解した上でブログを始めることによって 

ネット上に あなただけの自動販売機 を無数に作る事ができるのです。 

寝てる間も遊んでいる間も会社に行ってる間も、 
いつでも、あなたの代わりに稼いてくれるのです。 

通常の自動販売機であれば、仕入れや電気代、場所代が発生しますが、 
ブログアフィリエイトの場合は、無料ブログを使えば経費は０円です。 

❶ ブログの記事を書く 
　↓ 
❷ 記事の中で「広告」を紹介する 
　↓ 
❸ 紹介した商品が売れたら手数料がもらえる 

このようにブログアフィリエイトはとてもシンプルです。 
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ブログアフィリエイトは、 
無料ブログで記事を書いて広告を紹介するだけです。 

そして成約したら報酬がもらえる。 

とってもシンプルですね。 

「え？ でも、広告はどうやって探すの？」 

広告を紹介して売れたら手数料がもらえるという事は 
ご理解いただけたと思います。 

では、広告はどのように探せばよいのでしょうか？ 

広告を扱うには「ＡＳＰ」というサービスと提携する必要があります。 
※ＡＳＰとはアフィリエイトサービスプロバイダの略です。 
こんがらがるのでこれは覚えなくても良いですが（笑） 

そのＡＳＰと提携することにより様々な広告を扱う事ができます。 
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NEXT STAGE 情報発信マニュアル（ブログ開設編）

広告の種類も驚くほど沢山あります。 

例えば、 
  
・ダイエット関連商品 
・キャッシング 
・クレジットカード 
・ＦＸ 
・ファッション 
・音楽/映画 
・書籍 
・ゲーム 
・求人 
・パソコン 
・教材 
・中古車販売/買取 
・不動産 
・美容院 
・探偵 
・エステ/整形外科 
・引越見積もり 
・保険見積もり 
　 
など 

このように、ここでは書ききれないほど、様々な種類があります。 

このような広告の中から、あなたが書くブログ記事に合った 
お好きな商品を選んで紹介する事ができます。 

報酬単価は数十円のものから、 
中には一件成約するだけで数万円するものもあります。 
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NEXT STAGE 情報発信マニュアル（ブログ開設編）

  
例えば教材やエステや求人の案件などは一件成約するだけで 
１万円以上の報酬がもらえます。 

  
  

  
１日一件成約するだけで月間３０万円の売上ですね。 
  
たった一つの広告で 

「サラリーマンの給料以上を稼ぐ」事も 

可能なのです。 
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ＡＳＰの有名どころは、 

・Ａ８ネット 
・アクセストレード 
・アフィリエイトＢ 
・楽天アフィリエイト 

などです。 

今の段階では、「広告はＡＳＰで探せる」 

ということだけを覚えておいてください。 

では次にアクセスの集め方についてご説明します。 
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アクセスはどうやって集めるの？ 

「ブログで広告を紹介して成約したら報酬がもらえる」 
という事はご理解いただけたと思います。 

でも、ブログを書いてもアクセス（見込み客）が集まらなければ 
当然売れませんね？ 

ではどこから集客するのでしょうか？ 

それはグーグルやyahooなどの「検索エンジン」から集めます。 
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あなたもグーグルなどで一度は検索したことがあると思います。 
検索する時には何か目的を持ってキーワードを入力しますね。 

ネットの普及する前は、何かを探しものをするときには 
タウンページや新聞・雑誌、フリーペーパーを活用していたと思います。 

でも 今はグーグルやyahooなどの検索エンジンから探す 事が 
当り前の世の中になりました。 

例えばグーグルで「引越見積もり」と検索してみます。 

  
すると引越の見積もりに関するブログやホームページが 
約３１６万件表示されました。 

凄い数ですね。 

想像してみてください。 

もし、この検索結果の上位にあなたの作ったブログが表示されていたら？ 
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あなたのブログにアクセスが集まり、そして商品が売れて 
あなたの銀行口座に報酬が振り込まれます。 

ただ、あなたも経験があると思いますが 
グーグルなどで検索した場合、見るのはせいぜい１ページ目 
多くても２ページ目までではないでしょうか？ 

３ページ目は恐らくほとんど見ないと思います。 

つまりブログを作ったとしても、検索結果の２ページ目以内に 
入らないとアクセスを集めるのは難しいという事になります。 

なんか難しそう・・・

  
  
と感じた人も多いのでは
ないでしょうか？ 
  

  
「ご安心下さい！」 

初心者の方でも、パソコンが苦手な人でも 
ある方法を使う事により、簡単に上位表示させる事ができるのです。 
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検索エンジンで上位表示されるには？ 

ブログのアクセスを集めるには、検索エンジンで 
上位表示される事が必要だとお伝えしました。 

それではグーグルやyahooなど検索エンジンは何を基準に 
検索順位を決定しているのでしょうか？ 

残念ながら、検索エンジンは日々進化しているので 
それを１００％解明している人は世界中探しても一人もいません。 

でも上位表示される条件として、確実に分かっている事 があります。 

それは「記事のタイトル」です。 

記事のタイトルの中に狙いたいキーワードを必ず入れるのです。 
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記事のタイトルにキーワードを入れることにより、グーグルなど検索エンジ
ンに「あ、このブログはこれがキーワードなんだな」と知ってもらう事がで
きます。 
  
試しに「引越見積もり」と検索してみましょう。 

検索するとこのよう検索結果が出てきました。 

このように記事のタイトルに「引越見積もり」という 
キーワードが必ず入っていますね。 

逆に言うとタイトルにキーワードが入っていないと 
上位表示させることは難しいです。 

なので、「タイトルにキーワードを入れる」 

という事が基本的な考え方となります。 
 18



NEXT STAGE 情報発信マニュアル（ブログ開設編）

稼げるキーワードとは？ 

狙ったキーワードで上位表示させる事ができれば 
アクセスを集める事ができます。 
  
例えば育毛剤を売りたいのであれば、 
狙うキーワードは、 

「育毛剤」 
「薄毛」 

ですね。 

これらキーワードで上位に表示することができれば 
毎日何百、何千というアクセスが集まり、 
売上も６桁、７桁と稼ぐ事ができるでしょう。 

でも育毛剤や薄毛などはズバリそのものの直球なキーワードなので 
上位表示させる事は難しいです。 

なぜなら 

「ライバルが強すぎるから」です。 

アフィリエイト業界では、 
育毛ジャンルが稼ぎやすいというのはすでに知れ渡っています。 

ですので、ベテランのアフィリエイターがあの手この手を 
使って検索エンジンの上位を独占しています。 
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当然、普通に初心者がブログを作っただけでは上位表示は難しいです。 

不可能ではありませんが、上位に食い込ませるには 
それこそ膨大な知識や気の遠くなるような作業量が必要です。 

１年どころか１生かかっても上位表示できないかもしれません。 

とてもじゃありませんが、継続できずに挫折してしまいますね・・・ 

また、育毛関係以外にも、 

・ダイエット 
・中古車査定 
・キャッシング 
・エステ 

など、報酬単価が高くて売れやすいキーワードはライバルが強力です。 

「それじゃあ、無理じゃん！・・・」

という声が聞こえてきそうです。 

でも、ご安心下さい。 
  
  
  
 実はライバルが強力なジャンルでも上位表示させる方法があるのです。 

これらの情報は、ネットや書籍では 

「知ることのできない情報」です。 
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それは、 

「ライバルを減らす」 

という手法です。 

ライバルの数が多すぎる場合は短期間で稼ぐことはできません。 

だったらライバルの少ない場所で勝負すればよいのです。 
　　　※物販でも同じ考え方で利益を上げることができます。 

「では、どのようにライバルを減らすのか？」 

それは実際に例を見て頂いた方が分かりやすいので 

試してみましょう。 
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ライバルの減らし方 

まずは先ほどと同じようにグーグルで「引越し見積もり」と検索します。 

３１６万件もライバルがいますね。 

これだけライバルがいる場合は、トップアフィリエイターと 
呼ばれる人でも上位に食い込むのは１年以上かかるでしょう。 

まして初心者の方では一生かかっても上位表示は難しいです。 

ではライバルを減らしてみます＾＾ 
  

次に「引越見積もり　即日」と検索してみます。 

なんと３１６万件あったライバルサイトが、 
１９万件まで減りました。 
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キーワードに「即日」という一言を加えただけで、 
約３００万件のライバルが減ったのです。 

でも、まだ１９万件のライバルがいます。 
更に絞っていきます。 

次は更に絞るために 
「引越見積もり　即日　新宿」と検索してみます。 

ちなみに私の経験上１０万件までライバルを減らす事ができれば 
初心者でも十分に上位表示を狙えます。 
  
１９万件あったライバルが約１０万件まで減りました。 
  
ライバルの数が１０万件であれば、記事を書いたその日のうちに上位表示さ
れる場合もあります 
  
当然、「引越見積もり」だけで検索した場合よりは 
アクセス数は減りますが、逆に考えると、 

「即日」・・・今日見積もりしたい人 
「新宿」・・・新宿から引っ越ししたい人（または新宿へ引越ししたい人） 
  
と、「ターゲットが絞られているので成約しやすい」のです。 
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いかがでしょうか？ 

ライバルを減らすという手法は、 
短期間で成果を出すための「絶対条件」です。 

失敗するパターンは、このちょっとしたリサーチを怠っているから 
という原因がほとんどです。 

ブログアフィリエイトはこのように、正しい知識で正しく行動すれば 
初心者でも十分に稼ぐ事ができます。 

もし、今の段階であなたが初心者だとしても 
今回のこのノウハウを知ったことで、今週中に売り上げを発生させることも 
決して夢ではありません。 
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ネット上に自動販売機を量産するには？ 

このようにライバルを減らしていけば 
初心者の方でも稼いでいく事は十分に可能です。 

そして、一つでも稼げるキーワードが見つかれば 
それをかわきりにネット上に無数に自動販売機を設置していく事ができます 

例えば先ほどの例で言うと、 
  
「引越見積もり　即日　新宿」 
  
というキーワードで 
稼ぐ事ができたのであれば、 

・六本木 
・渋谷 
・難波 
・栄 
・博多 
・札幌 

など、  
このように、別の地名で展開していく事ができますね。 

そうです。 
ターゲットを絞り込むことが成功への条件の一つなのです。 

初心者でも大きく稼いでいくためには、 
この発想がとても重要になります。 
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これが究極のビジネスモデルだ！ 

成功するための一番の秘訣をご存知でしょうか？ 

言い方は悪いのですが、それは 

「成功者のマネ」をする事です。 

マネというと悪い印象を受けるかもしれませんが 

「インスパイア」 
「トリビュート」 
「カバー」 
「リメイク」 
「アレンジ」 

このように言い方を変えると、それはどこの業界でも 
当り前のように使われている手法です。 
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音楽業界、芸能界も映画界も食品業界も全ての業界で使われています。 

・カバーアルバム 
・ご当地キャラ 
・毒舌芸人 
・通販番組 
・ペットを使ったＣＭ 

どの業界でも流行しているパターンが見かれば、 
こぞってそれに乗っかります。 

確かに、悪い言い方をするとマネです。 

でも考えてみてください。 

音楽も絵画もスポーツも音楽も勉強も、 
全てにおいて、それを始めに開発した先駆者がいます。 

それを少しずつ改良してより良いものにして今にいたっています。 

という事はこれは決してマネではなく、私は「進化」なのだと考えます。 
  
ネットビジネスでも同じ考え方ができます。 
  
そう、実際に稼いでいる人の、 

・ノウハウ 
・考え方 
・行動パターン 
・思考パターン 

これらをマネし、進化させていけば良いのです。 
どんな人でも１からオリジナルのものを作るのは不可能です。 
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NEXT STAGE 情報発信マニュアル（ブログ開設編）

だからまずは、 
  
「稼いでいる人のマネをする」 

ここから始めるのが一番の近道です。 

初めはマネかもしれませんが、実践していくうちに 
それぞれの色が出てきます。 

それが進化してオリジナルになるのです。 
  
まずは私が発信するノウハウや考え方を 
徹底的にマネする所から始めて下さい。 

「マネを進化させればオリジナルになる」 

この発想で取り組んでいけば、あっという間に私を追い抜く事もできます。 
  
ただし、「積極的に参加する」という事が大前提となります。 
  
もちろん私も初めは稼いでいるひとのマネから入りました。 

それで実績を上げながら少しずつ自分のノウハウを 
確立する事ができたのです。 

マネは決して恥ずかしいことではありません 
言い方を変えるとカバー、トリビュート、インスパイアです。 
  
  
それが「究極のビジネスモデル」だと私は考えています。 
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NEXT STAGE 情報発信マニュアル（ブログ開設編）

ブログ開設方法１（無料ブログサービスについて） 
 

ブログをはじめましょう！　というと多くの人から、 

「パソコンの知識がありません・・・」 
 
「デザインのセンスがありません・・・」 

「ちょっと難しそうなので・・・」 

などといった答えが返ってきます。 

このように、ブログを作るのに難しい知識が必要と考えている人がとても多
いです。 

正直申し上げるとブログアフィリエイトで稼ぐのに、パソコンのスキルもデ
ザインのセンスも必要ありません。 

なぜなら、すでに世の中にあるブログサービスを使えば良いからです。 
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NEXT STAGE 情報発信マニュアル（ブログ開設編）

ブログサービスを使えば無料ですし、デザインもあらかじめ用意されている
テンプレートを選ぶだけです。 
  
有名どころで言うと、 
  
・Amebaブログ（アメブロ） 
・シーサーブログ 
・ライブドアブログ 
・ＦＣ２ブログ 
・はてなブログ 
  
などがあります。 

以下は無料ブログサービス比較表です。 

ブログサービス比較表 
下記機能は基本無料で使えるものを表示しています。有料版のみ可能な機能は△で表示しています 

詳細は公式サイトをお読みください。 

サービス名 容量 ドメイン 
形式

HTML 
編集

CSS 
編集

複数 
ブログ アフィ

独自  
ドメ 
イン

Ameba 
ブログ

1TB ディレ 
クトリ

△ ✕ 1個 認められ
た物のみ

✕

シーサー 
ブログ

5GB サブドメ ◯ ◯ 5個 ◯ ◯

ライブドア 
ブログ

無制限 サブドメ ◯ ◯ 10個 ◯ ◯

FC2 
ブログ

10GB サブドメ ◯ ◯ 1個 ◯ ◯

はてな 
ブログ

毎月
300MB

サブドメ ◯ ◯ 3個 ◯ △
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NEXT STAGE 情報発信マニュアル（ブログ開設編）

・Amebaブログ（アメブロ）http://ameblo.jp/ 

初心者でも使いやすく、カスタマイズしやすいブログサービスです。 
「アメーバピグ（アバター）」、足あと機能、読者申請といった会員同士の
コミュニケーションを盛んにするツールが豊富なのが魅力ですが、Amebaブ
ログはアフィリエイトなどに厳しい運営方針なので、ブログアフィリエイト
には向いていません。 

・シーサーブログ　http://blog.seesaa.jp/contents/about/?via=a8 

シーサー株式会社が運営するブログサービスです。 
広告が少ないことで知られ、アフィリエイターに高い人気を誇ります。既に
使っているSNSアカウントと簡単に連携ができるのも便利です。 
テンプレートが豊富なのでカスタマイズせずとも使うことができ、ブログ初
心者に向いています。 
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http://ameblo.jp/
http://blog.seesaa.jp/contents/about/?via=a8


NEXT STAGE 情報発信マニュアル（ブログ開設編）

・ライブドアブログ　http://blog.livedoor.com/ 

NAVERの日本法人であるLINEが運営するブログサービスです。 
初心者でも直感的に操作できるシンプルなデザイン性、スマートフォンから
の投稿、閲覧も完全対応しており、充実した機能面・自由度の高さが特徴で
す。ただし、広告が最上部ヘッダーに入るため、好き嫌いが出てしまいます。
 

・FC2ブログ　http://blog.fc2.com/ 

FC2 INC.が運営するブログサービスです。 
柔軟にカスタマイズできる自由度の高さと、大容量が魅力です。無料でも
10GBの画像保存ができますので沢山画像をアップロードしたい方にオスス
メです。 ただし、1ヶ月以上更新しないと強制的に広告が目立つ位置で表示
されてしまいます。 
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NEXT STAGE 情報発信マニュアル（ブログ開設編）

・はてなブログ　http://hatenablog.com/ 

株式会社はてなが運営する、はてなダイアリーをより進化させたブログサー
ビスです。 
はてなブックマークからの新規アクセスが見込める上に、更新すると新着記
事に掲載されるので、知名度の低いブログでもアクセスアップが期待できま
す。 

このように、無料ブログサービス
を使うことで、 
例えパソコンのスキルやデザイン
センスが無くても 
文字を打つことができれば 
誰でも簡単に素敵なブログを作
る事ができます。 
  

今回は、有名どころのブログサービスを紹介致しました。 
SNSとブログ、両者は役割が異なりますので、どちらかに絞る必要は全
くありません。それぞれの特徴を生かして使い分けることが重要です。 
また、ブログ サービスを選ぶ際には広告表示、ブログ容量の他、カス
タマイズしたい人はHTMLやCSS編集ができるかどうか、複数のブログ
を作れるかなども基準に含めて選ぶのが良いでしょう。 
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NEXT STAGE 情報発信マニュアル（ブログ開設編）

ブログ開設方法２（無料メールアドレス取得方法） 

ではいよいよブログを作成していきます。 

無料ブログサービスに登録するのにメールアドレスが必要になります。 

１からメールアドレスを取得するのは大変なので、 
無料で使えるフリーメールサービスを利用しましょう。 

フリーメールを持っていれば、スマホからでもパソコンからでも 
会社やカフェ、旅行先などの外出先からでも 
メールを送ったり見たりする事ができます。 

今後ビジネスを大きくしていくために、フリーメールがあると 
とっても便利ですので、下記手順に従って取得しておきましょう。 

フリーメールにはいくつも種類がありますが、 
お薦めするのは「Gmail」や「yahooメール」です。 

無料で使え、メールが遅延した経験は私は今まで一度もありません。 

今回は「Gmail」の取得方法について解説していきます。 
では早速取得していきましょう。 

 34



NEXT STAGE 情報発信マニュアル（ブログ開設編）

○ Gmail 取得方法（2017年11月現在） 

★Gmailトップページより「アカウントを作成」をクリック。 
https://www.google.com/intl/ja/gmail/about/ 

★必要事項を入力し「次のステップ」をクリック。 
※入力したメードアドレスとパスワードはしっかりとメモしておきましょう！ 
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NEXT STAGE 情報発信マニュアル（ブログ開設編）

★利用規約を確認し、問題がなければ「同意します」をクリック。 

 

 

 

★下記の ① ② ③ を進めてください。 
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← ①：音声通話を選択（音声通話の方が簡単です）

← ③：①と②の後、「次へ」をクリック

← ②：電話番号を入力



NEXT STAGE 情報発信マニュアル（ブログ開設編）

★入力した電話番号へ確認コードが音声が流れます。 
　メモを取り、確認コードを入力したら「次へ」をクリック。 

★これで無料メールアドレスが取得できました。 
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NEXT STAGE 情報発信マニュアル（ブログ開設編）

○ Gmail 使用方法（2017年11月現在） 

★Google検索ページの右上にある　 をクリックし、さらに をクリック。 

https://www.google.co.jp/?client=safari&channel=ipad_bm 

★Gmailログイン画面にてパスワードを入力し、「次へ」をクリック。 
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NEXT STAGE 情報発信マニュアル（ブログ開設編）

★Gmail管理画面 

以上、スマホからでもパソコンからでもGmailが使えるようになりました。 

スマホで見たい場合は、スマホからGmailにアクセスして、 
先ほど決めたメールアドレスとパスワードを入力するだけです。 
※スマホにはGmail専用アプリもあります。 

メールアドレスができたので、 
続いて無料ブログの登録を行いましょう。 
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NEXT STAGE 情報発信マニュアル（ブログ開設編）

ブログ開設方法３（無料ブログ登録方法） 

先ほど取得したGmeilを使用して無料ブログの登録方法を解説します。 

今回、使用する無料ブログサービスは「シーサーブログ」になります。 

シーサーブログを選んだ理由は 

１.ブログ側の広告が少なく、アフィリエイトの効果が出しやすい 
２.検索エンジンにヒットしやすい 
３.テンプレートが充実しており、初心者から中級者に適している 
４.複数のブログが作れる 
５.SNSアカウントと簡単に連携ができる 
６.スマホやタブレットにも対応 
７.商用利用が可能 

などになります。 

それでは解説を始めていきます。 
先ほどのメールアドレス取得同様、画像で解説していきます。 
見ながら進めることができるので、どうぞご安心ください。  
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NEXT STAGE 情報発信マニュアル（ブログ開設編）

★まずはシーサーブログにアクセス 
　http://blog.seesaa.jp/contents/about/?via=a8 

 

★必要事項を入力。 

★全て入力し、確認後「利用規約に同意の上、アカウントを登録する」をクリック。 
　※入力したメードアドレスとパスワードはしっかりとメモしておきましょう！ 
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NEXT STAGE 情報発信マニュアル（ブログ開設編）

★入力したメールアドレスにメールが届きますので確認しましょう。 
　届いたメールのURLをクリック。 

★「Seesaaブログへ」をクリック。 

★この画面が表示されたら成功です。 
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NEXT STAGE 情報発信マニュアル（ブログ開設編）

これでシーサーブログのアカウント登録は完了です。 

シーサーブログは一つのアカウントで５つのブログを 
運営することができます 

また、失敗したブログは消してしまえば 
新しく作ることもできますので 

「失敗したらやり直せばよい」 

というマインドで取り組んでいきましょう。 
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「やる」か「やらないか」 
ここが成果を手に入れる分岐点だ！



NEXT STAGE 情報発信マニュアル（ブログ開設編）

ブログ開設方法３（ブログの初期設定方法） 

続いては、ブログの初期設定について解説します。 
実際にブログを作っていきましょう。 

★「マイブログ」をクリック。　http://blog.seesaa.jp 

★メールアドレスとパスワードを入力し、「サインイン」をクリック。 
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NEXT STAGE 情報発信マニュアル（ブログ開設編）

★必要項目を入力し、「ブログを作る」をクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

　※ホスト名以外は後から何度でも自由に変更できます。 難しく考えずにどんどん入力するのがポイント！ 

①タイトル
ブログのタイトルです。 
※記事のタイトルではないので、広く使えそうなタイトルにしましょう。

②ブログ説明 ブログの簡単な説明を入れましょう。

③ホスト名
ホスト名があなたのブログのＵＲＬになります。 
※英数字（半角）を交え６～１０文字ほどで記載します。

④ニックネーム 自由につけましょう。

⑤カテゴリ ブログの内容に合わせたカテゴリーを設定しましょう。

⑥セキュリティコード 画像の数字を入力しましょう。
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NEXT STAGE 情報発信マニュアル（ブログ開設編）

★ブログ一覧画面。 

 

 

このように今設定したブログのタイトルとＵＲＬが表記されていたら成功です。 
これが、今回作成したブログの「ＵＲＬ」となります。 
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NEXT STAGE 情報発信マニュアル（ブログ開設編）

 ＵＲＬを一度クリックしてみましょう。 

すると自分が作った「ブログタイトル」と「ブログ説明」が 
出てきます。 

これで、正しくブログ開設ができたことが確認できました。 
 

まだ記事を書いていないので空白ですね。 

これで初期設定は終了です。 

他のブログサービスも同じような方法で開設が可能です。 

今回、作成したことを参考に進めれば良いので 

「他のブログサービスを使いたい」という方は 

是非、チャレンジしてください。　 
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NEXT STAGE 情報発信マニュアル（ブログ開設編）

ブログ開設方法４（ブログ記事を書いてみよう） 

実際にブログ記事を書いていきましょう。 

今回は、練習として進めていきます。 
面倒くさがらず、何度も書いて慣れることが大切です。 

後から修正は何度でもできますので、気軽に書いていきましょう。 

★ブログ一覧画面のブログタイトルをクリック。 
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NEXT STAGE 情報発信マニュアル（ブログ開設編）

★これが記事編集画面。 

●リッチテキストが便利 

記事編集ページ（エディターと言います）は「通常エディター」と「リッチ
テキスト」の２種類あります。 

通常エディターの場合、どのように表示されているのかを毎回プレビューボ
タンを押して確認する必要があります。 

「リッチテキスト」というエディターを使うと、どのように表示されるのか
目で見て確認しながら記事を書いていくことができます。 

ですので記事を書く時はリッチテキストを使うと便利です。 

●リッチテキストに変更しよう 

画面右側の「リッチテキスト」をクリックしリッチテキストにしましょう。 

※アフィリエイトリンク（広告コード）を貼る時だけは通常エディターに切り替えましょう。 
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NEXT STAGE 情報発信マニュアル（ブログ開設編）

★記事タイトルを入力しよう 
　カテゴリーやラベルの追加はとりあえず飛ばして大丈夫です。 
　（後からいくらでも変更できますのでご安心ください） 

記事タイトルには必ず キーワード を含めると良いでしょう。 

検索エンジンは、訪問者が検索エンジンに入力する 
キーワード（知りたい内容）に対して 
納得を持ち帰ってもらえるブログを上位表示させようとします。 

その指針のひとつとなるのが 記事タイトル です。 
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NEXT STAGE 情報発信マニュアル（ブログ開設編）

記事タイトルは、その記事を一言で表す「看板」のようなものです。 

記事タイトルにキーワードが無いと、訪問者の納得を持ち帰ってもらえない
ので上位表示される確率が下がります。 

例えば、「情報発信」「ブログ開設」「方法」「簡単」という 
キーワードでターゲットを絞り込みたいとします。 

ですが、「ブログってどうやって書くのかを教えます」 
という記事タイトルだったとしたら、伝えたいことは同じでも、 
キーワードがほとんど含まれていません。 

そこで、参考の記事タイトルは 

「今日１日で作れる！情報発信のブログ開設方法を簡単に教えます。」 

という内容で書いています。 

これは、検索エンジンに対してだけではありません。 
一番重要な、訪問者に対しても同じです。 

訪問者がネット検索で入力したキーワードが含まれているわけですから 
「知りたい内容が書いてあるブログ」だと気づいてもらえます。 
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NEXT STAGE 情報発信マニュアル（ブログ開設編）

★記事を書く。 

赤枠の中に記事を書いていきます。 

ブログ記事の本文内にもキーワードを入れることにより、 
上位表示される確率が上がります。 

ブログ記事本文は 
記事タイトルに使ったキーワードを入れながら書くことが重要です。 

記事タイトルのキーワードと、本文内容が合致していれば、 
自然にキーワードが含まれた文章になるはずです。 
 
あくまでも自然に含ませる文章を意識しましょう。 
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NEXT STAGE 情報発信マニュアル（ブログ開設編）

おかしな箇所は後から修正すれば良いので、 
・「入れ込み過ぎて違和感がないかどうか？」 
・「キーワードと違う言い回しになっている部分が無いかどうか？」 

をチェックしましょう。 

★記事が書けたら、「保存」をクリック。 

★これで開設したブログを、インタネット上に公開することができます。 
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NEXT STAGE 情報発信マニュアル（ブログ開設編）

※シーサーブログ操作方法で困ったら 

記事ページの作業を進めていくと 

・作業中の記事ページがどのように見えるのか 
・思った通りのページレイアウトや文字サイズになっているか 
・画像はちゃんと写っているか 
・リンクはちゃんと繋がっているか 
・スマホやタブレットで見たときはどうなるのか 

など、不安になることがあります。 

そんなときはプレビューという機能で確認しましょう。 

実際のWEBページでどのように表示されるか確認することができます。 

★記事がどのように表示されるのか確認する場合はプレビューを使おう。 

※プレビューとは、コンピュータなどにおいて、実際になんらかの出力を行
う前に、出力の結果をシミュレートし、画面上で確認すること。 一度出力結
果を確認して、間違いがあればそれをその場で訂正してから実際の操作を行
うことで、不必要なやり直し作業を省くことができる。（ウィキペディアを参照） 
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NEXT STAGE 情報発信マニュアル（ブログ開設編）

また、操作方法で困った場合、「ヘルプ」を使って調べることができます。 

シーサーブログはこのヘルプがとても充実していますので 
何か不明な場合は、ヘルプをフル活用することをお勧めいたします。 
 

★右上にある「ヘルプ」をクリック。 
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小さいので気付きづらいですが、ココです！



NEXT STAGE 情報発信マニュアル（ブログ開設編）

★シーサーブログのヘルプセンターの画面です。 

以上、このマニュアルを参考にして、どんどんチャレンジしましょう！ 
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