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FC2ブログは 1ヶ月以上更新しないと広
告が出る

FC ２ブログは１ヶ月以上更新しないと、大きめの広告が出ます。

次のような広告です。

これがセールスレターに出てしまうと、かなり邪魔です。

ここでは、このデメリットを超える方法を解説します。

【解決法１】約１ヶ月ごとに更新する。これを繰り返す

かなり力技ですが、約１ヶ月ごとに更新を繰り返すことで、

この問題を克服できます。

でも、これは個人的にオススメしません。

結構面倒くさいですし、FC2ブログの規約的にも微妙です。

ですから、次の方法をお勧めします。

【解決法 2】売れたらセールスレターを作ってもらう（外注）
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FC2ブログでセールスレターが作れれば、何度でも無料でチャレンジできます。

ですから、売れるまでチャレンジできます。

何度失敗しても、

何度セールスレターのURLを変えても、
何度商材テーマを変えても、

売れるまでチャレンジできます。

ですから、私は次の方法をオススメします。

1. 売れるまで FC2ブログでセールスレターを作る
2. 売れたら、そのお金でセールスレターを作ってもらう（外注）

売れるまでは無料の FC2ブログでセールスレターを作って、販売して、を繰り返します。

売れたら、そのお金でホームページ型のセールスレターを

業者さんに作ってもらいます。

この方法なら、リスク無く、できると思います。

最近はホームページの外注費用も安くなってきています。

数千円から制作依頼することができます。

これを使います。

個人が情報ビジネスを始めるとき、

そして、初めて利益を出して軌道に乗せようとするとき、

ネックになることの一つが、『初期費用』だと思います。

セールスレターを最初からお金をかけて作ると、

失敗するごとにお金がかかります。

まして、ビジネスを本格的にやったことがなくて、

これから事業を立ち上げていこうとしいる場合は、

最初から上手くいくのは難しいかもしれません。

その初期費用部分を FC2ブログセールスレター代だけで、抑えます。

後は完全無料で何度もチャレンジして、利益が出るまで続けます。

そして、利益が出たら、セールスレターを外注して作っちゃいます。

こうしたら、リスクゼロ円で本格的に情報ビジネスが始められると思います。

3



そもそも、この商品を作ったのはそう自分自身が思ったからです。

「ドメイン代がもったいない」

「サーバーレンタル代がもったいない」

「HTMLとかCSSとか面倒くさい」

「無料ブログをセールスレターにできないかな」

こう思って、この商品を作ろうと決心しました。

自分が欲しいモノを作りました。

という感じで、私がオススメするのは次の方法です。

1. 初期費用を『FC2ブログでセールスレター』代だけで抑える
2. 売れるまで気軽にチャレンジする
3. 売れたらそのお金でセールスレターを外注する

という 3ステップで情報ビジネスをスタートさせるのが、
リスクの限りなく少ない方法だと私は思います。

【解決法 3】売れたら、自分で勉強してサイト型セールレ
ターを作る

この方法もオススメです。

私は結果的にこの方法をとっています。

この商品を作るために、HTMLや CSSを新たに勉強しなおしました。

正直、これらにアレルギー反応バリバリだったんですが、（今も結構そうなんですが）

勉強してなんとかしました。

売れるまでは、HTMLとかCSSとか面倒くさいと思います。

また、それらを勉強する時間が持ったいないと思います。

ですから、売れるまではブログ型レターで知識いらずで

セールスレターを作ります。

そして、売れたら新たに勉強して、サイト型セールスレターを自分自身の手で作ります。

既に商品が売れているので、モチベーションもかなり高いはずです。
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この方法なら、自分で全てを理解しているので、

サイトの手直しも気軽にできます。

さっきの方法を取るか、この方法を取るかは好みの問題ですが、

こっちの方法もオススメです。

自分自身でサイト管理をコントロールできますし。

まとめると、このようになります。

1. 売れるまではブログ型レターで販売する
2. 売れたらHTMLなどを勉強する
3. 自分自身の手でサイト型レターを作る

このようになります。

これもオススメです。

初期設定は重要

初期設定はかなり重要です。

これをしないといろんな不具合が起こります。

ですから、必ず、きっちり、初期設定は行います。

ステップ 1で書いた初期設定方法をもう一度ココで記載します。

。。。

FC2ブログの初期設定は、
次の 3ステップで完了します。

1. ブログの管理画面に入る
2. 環境設定＞環境設定の変更＞ブログの設定、に移動
3. 設定の変更 → 『更新』ボタンをクリック、を繰り返す

この設定をしておかないと、

後々メンドクサイことになるモノもありますので、

この初期設定は重要です。
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それでは、1つずつ見ていきます。

----------------------------------------
1.ブログの管理画面に入る
----------------------------------------

まず、ブログの管理画面に入ります。

入り方はこうです。

1. FC2ID      トップページ  にアクセス（ログインしなければする）
2. FC2ブログの横の『かなづちマーク』をクリック

これで、ブログ管理画面に入れます。

-------------------------------------------------------------------------------
2.環境設定＞環境設定の変更＞ブログの設定、に移動
-------------------------------------------------------------------------------

次は、『ブログの設定』ページに移動します。

手順は次のようになります。

1. 左メニュー『環境設定』を表示させる

2. 『環境設定の変更』をクリック
3. 中央辺りメニュー『ブログの設定』をクリック

1つずつ見ていきます。

■1.左メニュー『環境設定』を表示させる

左メニューに緑色の、『環境設定』という

項目があると思います。

この部分をクリックするごとに、その下に

メニューが表示されたり、折りたたまれて隠れたり、

といったことが繰り返されます。

ここでは、そのメニューを表示させた状態にします。

■2.『環境設定の変更』をクリック

メニューを表示させたら、

その中にある『環境設定の変更』をクリックします。
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するとページが移動します。

■3.中央辺りメニュー『ブログの設定』をクリック

移動したページの中央の上部に、

『ブログの設定』という項目があります。

それをクリックします。

するとページが移動します。

このような画面に移動したら、完了です。
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----------------------------------------------------------------------------
3.設定の変更 → 『更新』ボタンをクリック、を繰り返す
----------------------------------------------------------------------------

このページで、それぞれの設定を変更していきます。

手順は次のようになります。

1. 項目の設定を変更

2. その項目のすぐ下にある、『更新』ボタンをクリック

これを複数回繰り返します。

上から順番にそれぞれの項目の変更部分を見ていきます。

■記事の設定

• 記事(ページ別) → 『1』件に変更
• RSS広告 → 『表示しない』に変更

• 拍手ボタンの設定 → 『なし』に変更

変更が終わったら、そのすぐ下にある

『更新』ボタンをクリックします。

変更理由）
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記事の表示を『1 件』にすることで、

ブログを表示した時に、間違って、

複数のページを表示させることを防ぎます。

RSS広告はいらないので、『表示しない』に設定します。

拍手ボタンも表示されたら邪魔なので、

『なし』に設定します。

■検索バーの設定

• 検索バーの利用 → 『利用しない』に変更

変更が終わったら、そのすぐ下にある

『更新』ボタンをクリックします。

変更理由）

検索バーも邪魔なので、非表示にします。

「それでも表示したい」という場合は、

表示させても良いと思います。

個人的には、そのセールスレターを見た見込み客が

最初に目にするモノを

・キャッチコピー

・左上の商品名や商品概要

などに限定して、集中させたいからです。

そのために検索バーの文字なども

邪魔なので、ここでは非表示を選びました。

■画像高速表示の設定

• 高速表示の設定 → 『利用しない＆広告を表示しない』に変更

変更が終わったら、そのすぐ下にある

『更新』ボタンをクリックします。

変更理由）

この部分を『利用する』に設定した場合、

記事の一番下にテキスト広告が表示されます。
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このテキスト広告も邪魔なので、

広告を表示しない設定にします。

もし、この広告が表示されると、

セールスレターの一番下で、申し込みリンクなどを表示して、

一番見込み客にクリックして欲しい部分のすぐ近くに、

その広告が表示されてしまいます。

見込み客が混乱しないように、

申し込みリンクをクリックしやすいように、

ここでは、広告を非表示に設定します。

■投稿設定

• ユーザタグ変換 → 『変換しない』に変更

変更が終わったら、そのすぐ下にある

『更新』ボタンをクリックします。

変更理由）

この部分を『変換する』に設定すると、

セールスレターの本文部分に余計なリンクが

自動で入ってしまいます。

例えば、

ダイエットについてのセールス文章を書いたとします。

「このダイエットマニュアルは、あるトレーニングを

　1 日 30 秒して、それを 2 週間するだけで、

　体重が 3kg 落ちる、というものです。・・・」

という文章を書いた時、

• ダイエット

• トレーニング

• マニュアル

などのキーワードが自動でリンクされてしまいます。

さっきの文章が自動リンクされた状態で、

次の用に表示されます。
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「このダイエットマニュアルは、あるトレーニングを

　1 日 30 秒して、それを 2 週間するだけで、

　体重が 3kg 落ちる、というものです。・・・」

このように自動でリンクされてしまいます。

これがメチャクチャ邪魔なので、

自動リンクされないように設定します。

ここまで変更が終わったら、FC2ブログの初期設定は完了です。 

常に『簡易モードOFF』の状態で作業す
る

FC2ブログでセールスレターを作る作業は、
常に『簡易モードOFF』で行います。

その理由は 2つあります。

• これをしないと、特商法を追記部分に書けない

• これをしないと、高機能テキストエディタが使えない

この 2つです。

■これをしないと、特商法を追記部分に書けない

追記部分に『特定商取引法に基づく表記』を書きます。

この追記部分は簡易モードOFFの状態で初めて表示されます。

ですから、常に簡易モードをOFFにしておきます。

■これをしないと、高機能テキストエディタが使えない

高機能テキストエディタも簡易モードOFFでないと、
使えません。

ですから、簡易モードOFFにしておきます。
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簡易モードを『OFF』にする方法

まず、簡易モードがOFFになっているかどうかを確認します。

このようになっていれば、『簡易モードOFF』状態です。
ですから、変更する必要はありません。

もし、その部分が次のようになっていたら、変更します。

変更するには、その部分をクリックします。

そうすると、こうなります。

これで完了です。
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トップページに表示される記事に注意す

る

トップページには更新した 1つの記事だけが表示されます。
（そのように初期設定を行いました。）

ここで注意することがあります。

複数の記事を公開している時は、

どの記事がトップページに表示されているかをわかっている必要があります。

例えば 2つの記事を保存して、公開していたとします。

そうすると、通常の設定のままなら、

2つめの記事がトップページに表示されているはずです。

■1つ目の記事

『3 日でヤセれるスーパーダイエットマニュアル』

このマニュアルを読んで、実行すれば、

3 日後には、少なくとも 1 キロやせられます。

なぜなら、ホニャララホニャララ～

■2つの記事

『試しに更新してみた』

テストようの記事です。

これを公開したらどうなるかな？

このような 2つの記事を公開していたとしたら、

『2つ目の記事』だけが、トップページに公開されます。

こうなると、セールスレター的なブログを公開しているつもりなのに、

ただのテスト投稿を公開してた。。

なんてことになってしまいます。

ですから、常にトップページにどの記事が

表示されているのかを理解しておく必要があります。
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特に設定をしなければ、最も新しい記事がトップページに公開されているはずです。

執筆：柴田真輔

メール：shinsuke.shibata.jp@gmail.com
サイト：http://saleslettertemplate.web.fc2.com/letter/
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