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乃梨子です。 

乃梨子塾第８号２週目です。 

8号から入塾された方へお知らせがあります。 

Googleアドセンスをお持ちで無い方は、取得してください。 

詳しい取得方法については乃梨子塾５号で取り扱っております。独学で Google アドセンスを取得

するのはかなり大変だと正直思いますので、よければ５号を購入して参考にしてくださいね。 

 

今週はライブドアブログの取得と設定、まとめサイトのカテゴリ決めについてお話します。 

●まとめサイトカテゴリ 

ライブドアブログを取得する際にまとめサイトの「カテゴリ」を登録する必要があります。 

ライブドアを使用しない方も、カテゴリ（テーマ）決めは必要となりますので読んでください。 

 

ライブドア登録時に表示される

プルダウンメニューです。 

乃梨子塾第 1～7 号を購入されていない方へ 

 

第 1号 ネットビジネスの基本 【特別付録 Mebius Pro】 

第２号 確実に稼げる ASPから商品の選択方法 

第３号 アメブロ攻略法 【特別付録 Foot Marker type Ameba】 

第４号 CROOZ blog攻略法 【特別付録 Foot Marker type CROOZ】 

第５号 トレンドアフィリの攻略 【特別付録 Foot Marker type FC2】 

第６号 トレンドアフィリの攻略 中級編 

【特別付録 トレンドアフィリ用ワードプレステンプレートカスタマイズ】 

第７号 トレンドアフィリ攻略 中級編 

    【特別付録 FootMarker type Yahoo および BlogCopy】 

乃梨子塾のバックナンバーはコチラから購入できます。 

http://noritool.com/noriko1/#bank
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しかし、まとめのカテゴリの内容が分からないと決められません。 

そこで、ライブドアブログのまとめカテゴリを見てください。そして、自分の興味あるカテゴリを

決めてください。 

 

ライブドアブログ まとめカテゴリで実際にカテゴリごとのサイトを見てください。 

 

 

上記カテゴリに登録されているサイトの記事を読むと「元スレ」を書いてある場合があります。 

 

 

 

 

 

自分がまとめてみたいカテゴリを決めたら、元スレを元に２ちゃんねるのスレッドを探します。 

同じスレッドを探す必要はありませんが、自分が扱うカテゴリがどの掲示板なのかを把握する必要

があります。 

 

まずは２ちゃんねるにアクセスしてください。 

例）「復讐」と入力し「検索」をクリック 

 

http://blog.livedoor.com/category/431/
http://www.2ch.net/
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本当にやった復讐２２ の横に「オカルト板＠２ch」とあります。この「オカルト板」が復讐系の

スレッドがあるということになります。 

 

 

まとめサイトでよく使われている掲示板の一部です。こちらも参考にしてくださいね。 

ニュース速報（VIP）＠２ちゃんねる 

涙目ニュース速報＠2ch掲示板 

ハロプロ＠2ch掲示板 

既婚女性＠2ch掲示板 

ゲーム業界、ハードウェア＠2ch掲示板 

 

まとめサイトを統括している「アンテナサイト」と言われるサイトがあります。まずはアンテナサ

イトに記載されているサイトを見てくださいね。 

●アンテナサイト一覧 

しぃアンテナ(*ﾟーﾟ) 

ワロタあんてな 

にゅーれす 

だめぽアンテナ 

↓これは「だめぽアンテナ」のトップページです。各タブにまとめサイトが載っています。 

 

アンテナサイトを見て、自分の興味あるカテゴリのサイトを研究してみてくださいね。 

自分が好きなカテゴリを選ぶ事が、楽しくなるための必須条件です。 

http://hayabusa.2ch.net/news4vip/
http://hayabusa3.2ch.net/news/
http://hayabusa3.2ch.net/morningcoffee/
http://ikura.2ch.net/ms/
http://anago.2ch.net/ghard/
http://2ch-c.net/
http://matomeantena.com/
http://newresu1.blog.fc2.com/
http://moudamepo.com/
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まとめサイトを作成するにあたり、「ライブドアブログ」で作成するか、独自ドメインを取得し

「WordPress」で作成するか二つ選択できます。 

もし、後者の「WordPress」でサイトを作成するなら今週は、６号で学んだ事を参考に独自ドメイ

ンを取得し、WordPressに設定してください。カスタマイズ方法は次週の講座内容のひとつになり

ます。 

ライブドアブログを利用する理由は、次週使うツールとの相性もよくカスタマイズしやすいのです。

アフィリエイトやまとめサイトを推奨しているのも大きな理由です。 

 

ライブドアブログに関しても２つ選択があります。 

① アクセスがある程度集まるようになったら無料版から有料版に変更する。 

② 最初から有料版で行う。 

 

現在キャンペーンが行われており、有料コースが 3ヶ月間無料です。（カード支払い可能な方のみ） 

なので、乃梨子塾では②の有料版月額 315円の PROコースで講義を進めていきます。 

無料コースでもアドセンス広告を載せる事は可能です。しかし、ライブドア側の広告もあるので収

入はあまり見込めないでしょう。まずは様子見で「まとめサイト」を始めようと思っているのなら

無料コースでも十分です。無料コースで体験して、「これなら行ける！」と思った時有料コースへ変

更もできます。有料プランガイドを見て検討してください。 

ライブドアブログのカテゴリを、決められない

場合は「まとめ」を選択してくださいね。 

 

http://blog.livedoor.com/guide/plan.html
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●ライブドアブログ取得方法 

ライブドアブログにアクセスし、「新規登録」をクリック 

 

PUREプランはアフィリエ

イト禁止なので選択しな

いでください。 

http://blog.livedoor.com/
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Livedoor IDの新規登録をクリック 

 

 

ID・パスワード等を入力し「ユーザー情報を登録」をクリック 

IDはブログの URLで使われます。メールアドレスはフリーメールでも OKです。 

 

 

画像認証を入力し、完了をクリック 

 

 

下記のメッセージが表示されたら、登録したメールアドレスを開きます。 
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「メールアドレスの認証」メールが届くので、URLをクリック 

 

 

登録画面が表示されるので、サイト名等を入力していきます。 

サブドメインは使用しなくて結構です。 

カテゴリをここで選択します。左を「まとめ（総合）」右側を各自選択したら、「ブログを作成する」

をクリックします。 
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これでライブドアブログに登録できました。 

 

 

クレジットカード払いが可能な方は、3ヶ月間は無料で使えます。 

有料でやるつもりの方は「いますぐ申し込む」を行います。 

無料プランのまま様子をみて、アクセスが集まり始めてから有料プランに変更はできます。 

ただし、その場合は最初から有料になります。 
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●有料版申込み 

「今すぐ申し込む」をクリックします。 

プランを選択し、「次に進む」をクリック※PURE以外のプランなら OKです。 

 

 

カード情報を入力して「次に進む」をクリック 
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申込み内容を確認したら「この内容で申し込む」をクリック 

 

 

お申込み完了です。 
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●後から有料プランにする場合 

マイページにある「ブログ設定」をクリック 

 

 

有料プランをクリックすれば、上記と同じ方法でお申込できます。 
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●広告設定 

マイページにある「ブログ設定」をクリックし、「広告/アフィリエイト」をクリック 

 

 

【無料版】 

記事下広告を「livedoor」に変更して「設定する」をクリックすれば完了です。 

 

 

無料版も有料版も広告の挿入方法は、次週説明します。記事がない状態でアドセンス広告を載せる

のは危険なので、まだ載せないようにしてください。 
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【有料版】 

記事下広告を「表示しない」にチェックを入れます。 

ヘッダーロゴとサイドバーロゴは PROプランでは消せません。 

 

 

次に、アフィリエイトの設定で「amazon アソシエイト ID」と「楽天アフィリエイト ID」を設定

しておくと記事を書く際に簡単に広告を挿入できます。 

 

●amazonアソシエイト IDの書いてある場所 

Amazonアソシエイトにログイン 

画面左上にある トラッキング ID「○○○-２２」がアソシエイト IDとなります。 

 

 

楽天アフィリエイト IDの書いてある場所 

楽天アフィリエイト IDの確認にアクセス 枠内の赤い文字列がアフィリエイト IDになります。 

https://affiliate.amazon.co.jp/
webservice.rakuten.co.jp/account_affiliate_id/
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IDを入力したら、「設定する」をクリックして完了です。 

 

●ライブドアブログデザイン設定 

マイページにある「ブログ設定」をクリックし、デザイン/ブログパーツ設定の「PC」をクリック 

 

 

左サイドバーにある「レイアウト」をクリックし、「３カラム（左右）」をクリック 
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右下に☆印があるデザインは有料プランです。オレンジ色のタイトルは、ヘッダー画像の変更が可

能。グレーの背景は背景を変更出来るデザインになります。 

デザインを選択したらクリックし、プレビューで確認します。 

 

 

気になるデザインにマウスを乗せると「プレビュー」と表示されるのでクリックする 
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デザインが気に入れば、「実行」をクリック 

 

 

OKをクリック 

 

 

サイト名をクリックして、サイトを確認します。 
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      の部分は広告を載せるスペースとなります。 

は月額３１５円の場合２箇所ライブドアブログのロゴが入ります。 

     見出し画像を設定すれば、自動で挿入されます。（有料のみ） 

 

 

 

 

デザインは３カラムで「まとめ用」がいいです。 

自分のサイトを確認して選択したデザインになっていたら OKです。 

 

広告掲載やデザイン詳細については次週説明します。 

 

 

今週の課題 

●アンテナサイトやライブドアブログのカテゴリを参考に、自分がまとめたいカテゴリを決める 

●まとめたいカテゴリが２ちゃんねるのどの掲示板に載っているか探してみる 

●WordPressでまとめサイトを行う予定の人は、独自ドメインとWordPressの設定を行う。 
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今週は「まとめサイト」に慣れてもらいます。 

鬼女＝既婚女性 気団＝既婚男性 など色々な専門用語が２ちゃんねるにはあります。 

まとめサイトを見ると、用語説明も載っているサイトもあるので専門用語も少し頭に入れてくださ

いね。 

２ちゃんねる用語 ←参考サイト 

 

カテゴリが決められないのなら、気になった記事をまとめていくのもいいでしょう。 

どちらにしろ、どの掲示板なのかある程度目安を付けておいてください。 

 

カテゴリは、自分が興味あるカテゴリがいいです。趣味の分野でも構いません。 

まとめサイトを作成する際、記事を書く必要はありませんが掲示板を読む必要があります。 

自分が興味ある分野なら読むことが苦痛ではありません。 

自分にあったカテゴリを見つけてくださいね。 

 

乃梨子 

 

 

 

乃梨子 

http://pmakino.jp/channel5/misc/2chbible.html

