
ステップ 1

FC2 ブログを作る

まず、最初に FC2 ブログを作ります。

大まかな手順は次のようになります。

1. メールアドレスを作る（持っていない場合）

2. FC2ID を取得する

3. FC2 ブログを作る

4. 【重要】FC2 ブログの初期設定をする

ネット歴が長い場合は、3 までは説明を見なくても、

大丈夫かもしれません。

ただし、4 番は重要ですので、チェックしてください。

それでは、1 つずつ見て行きます。

1.メールアドレスを作る（持っていない場

合）

メールアドレスを持っていない場合は、作ります。

メールアドレスを作る方法で代表的なモノを 3 つ紹介します。
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• Yahoo メールアドレスを作る

• Gmail を作る（時間が経たないと FC2 に登録できない）

• 既に持っている Gmail で新しいメールアドレスを作る

1 つずつ見ていきます。

Yahooメールアドレスを作る

次の手順で進めます。

1. メールアドレス取得ページにアクセス

2. Yahoo の指示に従って、メールアドレスを取得する

それでは行きます。

■1.メールアドレス取得ページにアクセス

ヤフーのメールアドレス取得ページにアクセスします。

次のページです。

Yahoo! JAPAN - Yahoo! JAPAN ID 登録

https://account.edit.yahoo.co.jp/registration?.done=http%3A//mail.yahoo.co.jp/&.src=ym

■2.Yahoo の指示に従って、メールアドレスを取得する

あとはこのページに指示に従って、

メールアドレスを取得します。

わからない場合はヘルプも参考にします。

Yahoo!メール ヘルプ - Yahoo!メールアドレスの作成
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http://help.yahoo.co.jp/help/jp/mail/whatisymail/whatisymail-10.html

Gmailを作る（時間が立たないと FC2に登録できない）

手順は次のようにします。

1. 【重要】時間が経たないと FC2 に登録できない

2. アカウント取得ページにアクセス

3. Google の指示に従って、アドレスを取得する

１つずつ見ていきますと。

■1.【重要】時間が経たないと FC2 に登録できない

私の経験からなんですが、Gmail で新たにアドレスを取得して、

すぐに FC2 ブログを作ろうとしたら、できませんでした。

FC2 ブログを作るには、自分のメールアドレスを登録します。

そして、そのメールアドレスに FC2 からメールが送られてきます。

この FC2 から送られてくるメールが届きませんでした。

ただ、Gmail アドレスを作ってから、時間が経つと（1 週間くらい？）

無事 FC2 からのメールが届くようになりました。

ですから、Gmail を新たに作る場合は、そのことを理解した上で行なってください。

■2.アカウント取得ページにアクセス

次のページにアクセスします。

Google アカウント
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http://mail.google.com/mail/signup

■3.Google の指示に従って、アドレスを取得する

そして Google の指示に従って、Gmail アドレスを取得します。

既に持っているGmailで新しいメールアドレスを作る

Gmail は見かけ上、無限のメールアドレスを作る機能があります。

これを使うと、10 個でも 100 個でもメールアドレスが作れます。

この機能を使って、FC2 に登録するための Gmail アドレスを新たに

作る方法を解説します。

次のような手順で作ります。

1. 今持ってる、Gmail アカウントにログイン

2. 自分のメールアドレスを確認

3. 半角で『+好きなアルファベット』をアドレスに加える

1 つずつ見ていきます。

■1.今持ってる、Gmail アカウントにログイン

まず、今持っている Gmail のアカウントにログインします。

Gmail ログイン画面

http://mail.google.com/mail?hl=ja

■2.自分のメールアドレスを確認
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ログインしたら、自分のメールアドレスを確認します。

アドレスをコピーして、メモ帳などに貼りつけておくと

良いと思います。

私のメールアドレスで言えば、このようになります。

shinsuke.shibata.jp@gmail.com

■3.半角で『+好きなアルファベット』をアドレスに加える

用意したメールアドレスに半角で『+好きなアルファベット』を

加えます。

私のメールアドレスを例に出します。

shinsuke.shibata.jp  +infobusiness  @gmail.com  

shinsuke.shibata.jp  +kazoku  @gmail.com  

shinsuke.shibata.jp  +yahuoku  @gmail.com  

このように、＠の直前に赤字の部分を加えます。

半角で『+好きなアルファベット』を加えます。

こうして新しいメールアドレスを作ります。

新しいメールアドレスを作る方法はこれで完了なんですが、

ココで作ったアドレスにメールが来た時に自動で振り分けられるように、設定できます。

補足としてそれを解説します。

補足）Gmailでフィルタを作ってラベルを付ける

さっき作ったメールアドレス宛にメールが来たときに、
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自動で振り分けるように設定することができます。

その機能をフィルタと言って、これを使って、

そのメールが来るたびに自動でラベル（名札）が付けられるように、

ここで設定します。

Google では、現在（2011 年 11 月）Gmail の管理画面を

古いモノから新しいモノに移行しようとしています。

ですから、今、古い管理画面を使っている方と

新しい管理画面を使っている方の両方がいます。

ここでは、その両方でフィルタを作ってラベルを貼り付ける方法を解説します。

-----------------------------------------------------------------

古い管理画面でフィルタを作る方法（Gmail）
-----------------------------------------------------------------

Gmail の古い管理画面でフィルタを作って、

ラベルを貼り付ける方法を解説します。

まず、目次から。

1. Gmail にアクセス

2. 画面上部の『フィルタの作成』をクリック

3. 『To:』の部分に今作ったアドレスを入力して、『次のステップ』をクリック

4. 『ラベルを付ける』にチェックを入れて、『新しいラベル』を選択

5. 好きなラベル名を入力して、『作成』をクリック

6. 『フィルタを作成』をクリック

このような手順で進めます。

1 つずついきます。
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■1.Gmail にアクセス

まず、Gmail にアクセスします。

次のページからアクセスできます。

Gmail: Google メール

http://mail.google.com/mail?hl=ja

■2.画面上部の『フィルタの作成』をクリック

Gmail アクセスしたら、管理画面の上の方にある、

『フィルタの作成』をクリックします。

■3.『To:』の部分に今作ったアドレスを入力して、『次のステップ』をクリック

そしたら、『To:』の部分に、さっき作った、

新しいメールアドレスを入力します。

例）

shinsuke.shibata.jp+infobusiness@gmail.com

shinsuke.shibata.jp+blog@gmail.com

shinsuke.shibata.jp+kazoku@gmail.com

それが終わったら、『次のステップ』をクリックします。
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■4.『ラベルを付ける』にチェックを入れて、『新しいラベル』を選択

次は、『ラベルを付ける』にチェックを入れます。

そしたら『新しいラベル』を選択します。

■5.好きなラベル名を入力して、『作成』をクリック

そうすると、ウィンドウが出てきます。

そこに好きなラベル名を入力します。

それが終わったら『作成』をクリックします。

■6.『フィルタを作成』をクリック

ラベルを作り終わったら、最後に
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『フィルタの作成』をクリックします。

フィルタを作り終わると、管理画面の上の方に、

次のようなメッセージがでます。

これで完了です。

これで、登録したメールアドレスにメールが来るたびに、

今作ったラベルが自動で貼り付けられます。

イメージとしては今作ったラベル名のフォルダに

メールが自動で振り分けられるような感じです。

こうすることで、メールの管理が楽になります。

------------------------------------------------------------------

新しい管理画面でフィルタを作る方法（Gmail）
------------------------------------------------------------------

Gmail の新しい管理画面でフィルターを作って、

ラベルを付ける方法です。

これをやるとメールを自動で振り分けることができます。

手順は次のようになります。

1. Gmail にアクセス

2. 検索ボックスの『▼』をクリック

3. 『To』部分に作ったメールアドレスを入力して、『この検索条件でフィルタを作成』をクリック

4. 『ラベルを付ける』にチェックを入れて、その横の『ラベルを選択』をクリック
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5. 『新しいラベル』を選択

6. 好きなラベル名を入力して、『作成』をクリック

7. 『フィルタを作成』をクリックして完了

1 つずつ見ていきます。

■1.Gmail にアクセス

まず、Gmail にアクセスします。

Gmail: Google メール

http://mail.google.com/mail?hl=ja

■2.検索ボックスの『▼』をクリック

管理画面の上の方に検索ボックスがあると思います。

そのボックスの右はじに、

小さな『▼』があると思います。

これをクリックします。

■3.『To』部分に作ったメールアドレスを入力して、『この検索条件でフィルタを作成』をクリック

まず、『To』の部分に新しく作ったメールアドレスを入力します。

例えば、
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shinsuke.shibata.jp+business@gmail.com

shinsuke.shibata.jp+blog@gmail.com

shinsuke.shibata.jp+kazoku@gmail.com

のような感じで、今までのアドレスに半角で

『+好きなアルファベット』が入ったメールアドレスです。

これを『To』の部分に入力します。

メールアドレスの入力が終わったら、

『この検索条件でフィルタを作成』をクリックします。

■4.『ラベルを付ける』にチェックを入れて、その横の『ラベルを選択』をクリック
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次は『ラベルを付ける』の部分のチェックボックスに

チェックをいれます。

それが終わったら、『ラベルを選択』をクリックします。

■5.『新しいラベル』を選択

『新しいラベル』を選択します。
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■6.好きなラベル名を入力して、『作成』をクリック

新しいウィンドウが出てくるので、

そこに『好きなラベル名』を入力します。

それが終わったら『作成』をクリックします。

■7.『フィルタを作成』をクリックして完了

ラベルを作ったら、
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最後に『フィルタを作成』をクリックします。

これで完了です。

このような画面が表示されるはずです。

これで、今登録したメールアドレスにメールが来るたびに

今作ったラベルが自動で貼り付けられます。

メールの自動振り分けができるようになりました。 

2.FC2IDを取得する

FC2ID の取得は次の 2 ステップで完了します。
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1. FC2 にアクセス

2. FC2 の指示に従って、取得する

1 つずつ見ていきます。

■1.FC2 にアクセス

次のページにアクセスします。

FC2 

http://fc2.com/

そしたら、

をクリックします。

そうすると、FC2ID を取得するページに

移動します。

■2.FC2 の指示に従って、作業

あとは、FC2 の指示に集中して、素直に従います。

登録するメールアドレスはさっき新たに作ったモノか

既にもっているメールアドレスにします。

次のような画面が出れば、FC2ID の取得は完了です。
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上の画像で表示されている内容は、

サンプルのために適当に作成したモノです。

それらの部分が今、自分が設定したモノになっているはずです。 

3.FC2ブログを作る

次の手順で FC2 ブログ作ります。

1. FC2ID にアクセスしてログイン

2. 左メニュー『サービス追加』をクリック

3. 『ブログ』をサービスに追加する

4. FC2 の指示に従ってブログを作る

※この時作った、ブログ URL がセールスレターの URL になります。

後で、この部分を変更するには、もう一度ゼロからやり直す必要があります。

ですから、ブログ URL を作る時は、ある程度考えてからの方が良いと思います。

■1.FC2ID にアクセス
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まず、FC2ID トップページにアクセスします。

FC2ID
http://id.fc2.com/

ログインしていない場合は、

登録したメールアドレとパスワードを入力して、ログインします。

ログインすると、次ような画面になるはずです。

■2.左メニュー『サービス追加』をクリック

左メニューの『サービス追加』をクリックします。
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■3.『ブログ』をサービスに追加する

『ブログ』をサービスに追加します。

■4.FC2 の指示に従ってブログを作る

あとは FC2 の指示に従って、ブログを作ります。

テンプレートを選ぶ場面がありますが、どのテンプレートを選んでも大丈夫です。

（後で、専用のセールスレターテンプレートを入れるので）

注意するのは、ブログの URL です。
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ここで作った URL を変更するためには、

ブログそのものを削除しなければなりません。

そうすると、テンプレートやブログの文章、記事タイトルなど、

作ったモノも全て削除されるので、それらを保存しといて。。

新たにブログを作って、もう一度保存したのをコピーして貼りつけて。。

と、結構面倒くさいので、ブログ URL だけは考えて作った方がいいです。

他は後からいくらでも簡単に変更できるので、気軽に書いて大丈夫です。

• ブログタイトル

• カテゴリ（※アフィリエイト、アダルトにすると後から変更できません）

• ユーザーネーム

これらは適当に作って大丈夫です。

後から変更できます。

ブログ URL を注意して作ります。

4.【重要】FC2ブログの初期設定をする

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、
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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。

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（ログインしてなければする）

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。
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■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。

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。
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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。

----------------------------------------------------------------------------

22



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）

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、
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『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。
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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。

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。
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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。

「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。 

これで、ステップ１が完了しましたっ。

次はステップ 2 に行っちゃいましょう。
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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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