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本書は「儲筆」のサンプルです。

著作権について

「儲筆」は、著作権法で保護されている著作物です。

事前許可なく、本教材の一部、または全部をインターネット上に公開すること、

およびオークションサイトなどで複製、流用、転載、転売することを禁じます。

Page2　©https://ladys-cash.com All right reserved

サイト運営　アフィリエイトでお金を稼ぐ

初心者が上級者へと

一気に駆け上がるためのマニュアル

毎月貯金が増える　資格なしスキルなしでも　高収入のチャンス

いつでもどこでも副業　寝ている間でもお金が増える秘密とは

再現性のある方法です

あなたでもできます

本編はこちら
https://ladys-cash.com/lp-mouhitu/

価格　 49,800 円

           19,800 円

https://ladys-cash.com/
https://ladys-cash.com/lp-mouhitu/
https://ladys-cash.com/lp-mouhitu/
https://ladys-cash.com/lp-mouhitu/
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ここでは例として、Wordpressのブログを作る例を紹介します。

▼手順

1. 独自ドメイン契約

2. レンタルサーバー申込

3. Wordpressインストール

4. 初期設定

5. 記事制作

6. 広告掲載

7. その他

アフィリエイトは初期費用 0円でも始められます。ただ、長期運営するなら有料

独自ドメインとレンタルサーバーが必要です。

今回はXドメインで無料Wordpressのブログを使い、ファッション商品のサイト

を作り、楽天アフィリエイトをする方法を紹介します。

例　作るドメイン名　http://fashion-40s.com

　　作るサイト名　　アラフォーOLファッション着こなし術
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初心者向け　作り方の例

初心者の方ならまずはブログ！

Wordpressも難しくないですよ

作り方を覚えて

ステップアップしましょう！

https://ladys-cash.com/
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http://www.xdomain.ne.jp/

• 契約すると無料レンタルサーバー付き

• Wordpressインストール可

• WEBメール無料

• 日本語ドメイン対応

①ドメイン名を決める

40代女性向けのブログを作りたいので、http://fashion-40s.com　を作ることとしま

す。
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ドメイン契約
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②ドメイン取得できるかチェック

希望のドメインがすでに取得済なら他に変えましょう。上の例なら fashionは取

得できませんが、fashion-40sなら取得可能です。

③会員登録

メールアドレス、住所、氏名、電話番号の入力します。契約する本人の名義です。

会員登録は無料です。登録時のメールアドレスとパスワードはメモして記録して

ください。WHOIS情報公開代行は希望するといいでしょう。
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④支払い方法選択

支払い方法を選びます。コンビニ払いや銀行振込は手数料がかかります。

⑤契約

内容を確認したら申込をします。
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ドメインはサイトの住所。

アパートを借りるように、ドメインもお金で買います。

無料ブログなら契約は必要ありません。

長期運営するならドメイン取得をおすすめします

ドメインとは何？

契約は絶対必要？

ドメインは会社によっても違うけど

安いドメインでいいの？

「お名前 .com 」では格安ドメインがあります。

どの会社でも同じですが、

契約料、更新料がそれぞれ違います。

安いから悪いということはありません。

無料ブログではいけないの？

難しそうだけどできる？

無料ブログはかんたんですが、

稼げるサイトは作りにくくなります。

Wordpress でもブログと同じで

初心者の方でも扱えます。

https://ladys-cash.com/
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レンタルサーバーはドメイン会社とは別で契約できます。

ここでは例として、先程のXドメインの無料レンタルサーバーを使います。契約

がいらないので、初期費用節約できますが、スマホ用の広告が入ります。

①ログイン

XドメインのHPからログインを選びます。会員登録に使った「メールアドレ

ス」「パスワード」を入力します。

Page8　©https://ladys-cash.com All right reserved

レンタルサーバー
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②レンタルサーバー利用開始

Xドメインの管理画面にログインして、メニューから「無料レンタルサーバー」

をクリックします。そしてWordpressの「利用を開始する」をクリックします。
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レンタルサーバーは絶対必用なの？

Wordpress を利用するならレンタルサーバーは必要です。

有料レンタルサーバーなら別に契約をします。

ここでは例として無料サーバーを出しました。

https://ladys-cash.com/
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XドメインでWordpressをインストールします。

Wordpressはまず、ドメインを追加してからインストールします。

Xドメインの管理画面にログインして、メニューから「ドメイン設定の追加」を

クリックします。

①ドメイン追加設定

ドメインを追加します。ここでは「Xdomain管理のドメインを追加する」を選び

ます。
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Wordpressインストール
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②      Wordpress      新規インストール

▼サイトアドレス

　ここは空欄のままで構いません。

▼WordpressID

　ログイン用の IDを付けます。メモして記録します。

▼ブログタイトル

　サイトの名前を決めます。

▼メールアドレス

　管理用のメールアドレスを入力します。
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完了後、

パスワードが

表示されます。

ID パスワード

は記録して

ください。

https://ladys-cash.com/


儲筆  サンプル  　  初心者向け　作り方の例

①管理画面にログイン

Xドメインの管理画面にログインして、Wordpressのダッシュボードにログイン

します。

Wordpressをインストールした時の ID、パスワードを入力します。Xドメインの

ログイン用とは違います。
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初期設定
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②ダッシュボードで設定

初期設定のままでも構いませんが、アクセスを増やすなら

セッティングが必要です。とりあえず作るなら初期設定

のまま記事作成してください。

▼Wordpress で変更したい設定

1. テンプレート追加

2. プラグイン追加・有効化

3. ウィジェット変更

4. その他
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③テンプレート追加

「外観」⇒「テーマ」⇒「新規追加」⇒「テーマのアップロード」

Wordpressのテンプレートをダウンロードする必要があります。

無料のおすすめはこちら
https://wp-simplicity.com/

zipファイルをダウンロードしたら、アップロードして「有効化」を忘れずにク

リックします。
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④プラグイン設定

「プラグイン」⇒「新規追加」⇒「プラグインの検索」

・PuSHPress

　Googleインデックス促進

・All In One SEO

　SEO設定　SNS設定

・Google XML Sitemap

　sitemap.xmlを自動的に作成

・BackWPup

　バックアップ用

▼必要に応じて使いたいプラグイン

・Akismet Anti-Spam (アンチスパム)

　スパムコメントブロック

・Acunetix WP Security

　セキュリティ診断プラグイン。

・Wordpress Popular Posts

　人気記事一覧
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⑤ウィジェット変更

「外観」⇒「ウィジェット」

「外観」⇒「カスタマイザー」

ブログ形式なら、

・最新記事一覧

・カテゴリー

・テキスト（広告用）

広告をウィジェットに入れるなら、

サイドバーかフッターになります。

記事の中にも広告は入れられます。

※（クリック型はショートコード）
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⑥その他の設定

▼ページごとのURL指定

「設定」⇒「パーマリンク設定」⇒「投稿名」をチェック

▼カテゴリー追加

「カテゴリー」　記事の分類と名前付け

▼サンプルページ削除

　「投稿一覧」「固定ページ一覧」からサンプルページ削除

▼コメント非表示

「設定」⇒「ディスカッション」⇒「新しい投稿へのコメントを許可する」

Page17　©https://ladys-cash.com All right reserved

細かい設定はあとにして、

とりあえず書き始めてもいいですね。

最初からキレイで良いサイトを作らなくても

あとからデザインや設定は変えられます。

https://ladys-cash.com/
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①ページタイトル

ページのタイトルを入力します。

この例では「アラフォーOLファッション着こなし術」ですから、

ここでは「40代でもかわいすぎ！大人女子のコーデ」とします。

②パーマリンク

パーマリンクは記事のタイトルを英文にしてコピーペーストします。Google      翻

訳などで翻訳できます。
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記事制作
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③見出し

見出しを決めます。なくてもOKですが、

4 つ以上付けます。ページのテーマに合った

コピー文やキーワードを入れます。右の

ような段落をクリックするか、<h2></h2>

<h3></h3>タグを入力します。<h1></h1>は

テンプレートによって変わります。関心を

引くような見出しを付けると良いでしょう。

④記事作成

例

まだまだミニスカを履きたい！会社からなんと言われても、自分らしさで生きて

いたい「大人女子たちに」捧げる、コーディネート方法をご紹介します。

記事を書いていきます。1,000 字以上で 2,000 字以上を目標にしましょう。4,000

字なら合格点です。SEOを覚えておくとなお良くなります。
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例文

■タイトル　40代でもかわいすぎ！大人女子のコーデ

■見出し１　春のおすすめ

　楽天商品広告＋春物で人気のショップやアイテムやコーディネイト法

■見出し２　夏のおすすめ

　楽天商品広告＋夏でレジャーやトラベルなど人気のアイテム

■見出し３　秋のおすすめ

　楽天商品広告＋秋に着たい種類や着こなし方などノウハウ

■見出し４　冬のおすすめ

　楽天商品広告＋冬でもあったか　価格やブランドや種類など

■見出し５　４０代大人女子に人気のショップ

　ランキングなどの情報からショップについて詳しく

■見出し６　まとめ

　全文を要約して整理　最後にテキスト広告やアイコン広告など

例として 40代女性をテーマにしています。想定読者に支持されるような文章を

書きましょう。新語、流行語、関連語などを多くして文字数が多くなるように意

識します。役に立つと思える情報を合わせて書くと高ポイントです。
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⑤画像挿入

「メディアを追加」か、文中に画像ファイルをドラッグアンドドロップします。

そのまま記事内に挿入すると大きさや配置が適切ではない場合もあります。

「メディアを追加」⇒「右下の添付ファイルの表示設定」

▼配置

中央寄せ・右寄せ・左寄せが選べます。

▼リンク先

メディアファイル、指定のURLなどが選べます。

▼サイズ

原寸大表示するか縮小表示するかを選びます。
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画像のサイズ選択

画像はが大きすぎるなら、「サイズ」をクリックして「中」「サムネイル」を選

択します。Wordpressは自動的にサイズ調整されるため、調節はしなくても構い

ません。できれば、画像は 500px 以下にして圧縮してファイルサイズを小さくし

ます。

画像の説明文 altタグ　SEOに良い

投稿した画像にテキストを付けます。キーワードや画像の説明文を自然に入れま

す。<img src="" alt="（画像のテキスト）"  />
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⑥プレビューで表示の確認

記事投稿画面の右上に、記事保存用メニューがあります。

「プレビュー」をクリックすると、記事の表示が事前に見られます。

・誤字脱字はないか

・表示が崩れていないか

・その他エラーチェック

・モバイル表示確認　※Chromeのデベロッパーツール使用

記事公開前に一度は確認しておきましょう。

◆モバイル表示確認
https://www.responsinator.com/
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⑦記事の保存　公開

未完成なら「下書きとして保存」をクリックします。自動的に保存されないため、

自分で保存しないといけません。※サーバーによっては自動記録されます。

完成したら「公開」をクリックします。

あとで編集はできるため、とりあえず公開しても構いません。
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お疲れ様です！

最初は使い方を覚えることだけでいいですよ。

楽しいブログを書いてみてくださいね！

https://ladys-cash.com/
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①楽天アフィリエイト登録

https://affiliate.rakuten.co.jp/

楽天会員なら、同じ IDとパスワードが使えます。未登録なら、新規会員登録し

ます。

・メールアドレス

　フリーメールOK。同じアドレスでもよい。記録が必要。

・ID

　英数字。覚えやすい ID可。記録が必要。

・パスワード

　使い回しは非推奨。記録が必要。
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広告掲載
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②ログイン

ユーザー IDはメールアドレスです。パスワードは他と間違えないようにしてく

ださい。

③広告を選ぶ

1. グループで選ぶ

2. ショップで選ぶ

3. 検索ボックスで探す

4. URL指定する

5. ツールを使う

6. メール・SNS用を使う
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ここでは例として、楽天商品検索のPierrot の広告作成します。

検索ボックスに入力

検索ボックスに「Pierrot」と入力して検索をクリックします。

検索結果の例

希望の商品を選んだら、右側の「商品リンク」をクリックします。ショップのリ

ンクを作りたいなら「ショップリンク」をクリックします。
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④広告を掲載する

好みの広告を選びます。商品画像を出したいなら、「画像とテキスト」「画像の

み」を選択します。

表示方法やサイズなどをカスタマイズできます。プレビューを見ながら確認しま

す。

広告コードのコピー

プログラム文をそのまますべてコピーします。全文ではないとエラーが出ます。

タグの改変はしないでください。
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出来上がった広告の例

Wordpressの記事投稿画面で、貼り付けたい場所をクリック。そこで右クリック

から「貼り付け」します。

ヘッダー（画面の上段）、サイドバー（画面横のメニュー）などにも掲載はでき

ます。

広告の効果が高いのは、記事の中にあることです。商品画像をそのまま写真とし

て使うのも効果的です。

ただ、商品で広告を貼ると、アフィリエイトリンクが消えてしまう場合もありま

す。定期的に確認するか、テキスト広告やその他ツールを使うとよいでしょう。
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⑤他の広告の種類を選ぶ

ここでは例として、モーションウィジェット の広告作成します。

「アフィリエイトトップ」⇒「楽天モーションウィジェット」

上のような画像つきの一覧広告が表示されます。

自動的に広告が選ばれるので、管理が楽です。ランキングやおすすめ、ユーザー

が過去に見た商品が表示されるので、クリックされやすいのが特徴です。
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まずは特徴を覚えましょう！

表示されないこともあるので、

チェックも忘れずにしてくださいね
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指定のページを広告リンクにする

特定のキーワードや特定のページをアフィリエイトリンクにします。

楽天アフィリエイトのトップページの「URLを入力してリンク」を使います。検

索ボックスにURLを貼り付けて作成ボタンを押します。

40 代　ファッションでの検索結果ページ

このページにリンクをしたい場合にURL指定リンクを使います。自由にテキス

ト文を変更できます。「こちら」などのアイコンを指定することもできます。
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▼商品選び

　楽天ランキング、Yahooランキング、Amazonランキングを参考にします。そ

の商品が売れるとは限らないので、ショップの広告、楽天グループの広告、モー

ションウィジェットなどを使うのも良い方法です。

https://ranking.rakuten.co.jp/

https://shopping.yahoo.co.jp/ranking/?sc_i=shp_pc_ranking-top_themeLink_ranking

https://www.amazon.co.jp/ranking?ref=crw_top_logo

▼楽天アフィリエイト

　掲載した広告が売れなくても成果が出ます。

人気は楽天トラベルです。ブログ形式なら、

商品を掲載しないで、右のような広告を貼るの

も良いでしょう。商品名で記事を作ることも、

アクセスや成果が出やすいのでおすすめです。人気急上昇中の商品や新商品につ

いて記事を書きます。商品名や会社名、ブランド名などはお宝キーワードですか

ら覚えておきましょう。
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▼Wordpress

　モバイルからでも記事作成はできます。

スマホだけでも記事は書けますが、おすすめは

パソコンです。タブレットはパソコンとは違い

機能制限もあります。

　メニューバー、サイドバー変更などもします。

10ページ、20ページ記事が出来てから変えます。

レイアウトやデザインに凝ってもいいですが、

成果を出すなら記事数や文字数を多くします。

稼ぐなら、サイトの数、記事の数、文字の数が

重要と思ってください。一つのサイトでも、

ページ数を多くして稼いでいきます。

▼被リンク付け

　被リンク用のサイトを作るか、人気ブログランキングなどの他のサイトを利用

します。SearchConsoleに登録するのもいいですが、他のサイトからリンクを付け

ないとアクセスが出にくいでしょう。

リンクについては　6 章 10ー収入安定！作った後にやること　を参考にしてくだ

さい。
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▼表示の確認

　モバイルでの表示は重要です。実際にスマホでチェックするか、ツールで表示

を確認します。

Googleの診断ツール
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

サイトで無料情報を公開しています。

作り方の例
https://ladys-cash.com/what-is-affiliate-for-beginner/

トラブル解決法こちら
https://ladys-cash.com/affiliate-troubleshooting/

Wordpressについて詳しくはこちら
https://ladys-cash.com/wordpress-affiliate-summary/

レンタルサーバー選びについてはこちら
https://ladys-cash.com/rental-server-affiliate-comparison/

ドメイン選びについてはこちら
https://ladys-cash.com/affiliate-domain-comparison/

ブログ選びについてはこちら
https://ladys-cash.com/affiliate-blog-how-to-choose/
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