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はじめに。

はじめまして！ハモンといいます。
このたびは、無料レポートをダウンロードいただき、
誠にありがとうございます。

まず簡単に自己紹介をさせていただきますね。

本名　杉本 香織
1972年生まれ、大阪府出身・在住。
元グラフィックデザイナー・元フラメンコ講師。
活字中毒・食いしん坊・楽天家・姉御肌・全力投球型。

美大を卒業後、広告代理店のグラフィックデザイナーとして勤務。
１日平均 12 時間労働という激務の末、体調を崩し退社。
現在は、３歳と０歳の 2人の姉弟を育てるママアフィリエイターです。
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ネットビジネスを始めたのは、2008年の春。
ドロップシッピングでネットショップ運営を経験。
その時に、サイト作成やマーケティング、PPCの方法、SEO対策などの
ネットビジネスの基礎を学びました。

もっと詳しいプロフィールはコチラ
⇒ http://ameblo.jp/jamon-affili/entry-10563901318.html

現在は、スローライフアフィリエイトという商材を軸に
ブログやメルマガ、サイトを利用した物販・情報商材のアフィリエイトを
実践しています。

情報商材販売の実績は（2011年3月現在）

また、子育て中のママが、時間を有効利用して在宅で稼ぐための
ノウハウをブログでお伝えしております＾＾

今回のレポートでは、巷で難しいとされているアメーバーブログの
カスタマイズ法についてまとめました。

ぜひ、あなたも参考になさってくださいね＾＾♪
それでは、まいります！
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第１章　アメブロの魅力と差別化の必要性

アメーバブログは現在、稼げる無料ブログとして
アフィリエイターだけでなく、幅広いビジネスシーンで活躍されている人が
注目している媒体です。

他のブログと比べて、芸能人のユーザーが多いため
自分がブログをやっていない人でも、好きな芸能人のブログを見るために
アメーバ内をウロウロしていたり、

またアメーバには、ブロガー同士の結びつきが積極的に行えるような
様々なシステムが用意されています。

他のブログは、いわゆる『アフィリエイター』が利用してることが多いんですが
それに比べて、アメブロは一般ユーザーが多く、

『格段に購入見込み客のアクセスを集めやすいブログサービスである』

という事が言えます。

こういったことから、最近販売されている稼ぐ系のツールや商材でも
アメブロを利用してアフィリエイトをするようなノウハウが
人気があるようです。
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例えば、昨年バカ売れした人気の商材で言うと…

プロが作った記事を元にアメーバでブログを作り、特典で付いているツールで
アクセスを集め無料レポートを配るだけ。

これだけで、あとはプロが作った仕組みによりあなたに報酬が入るという
画期的なノウハウ『フロンティアアフィリエイト』

詳細はコチラ⇒ フロンティアアフィリエイト

このフロンティアアフィリエイトなどは、価格も安く初心者向けの商材なので
かなり人気があり、相当数売れていて実践者もかなりいるはずです。

用意されている記事を自分でリライトして、アメーバブログを
更新していくのですが、やはりリライトすると言っても
限界がありますし、既存のテンプレートを使うと、どうしても
似たようなブログが多く存在することになり、差別化が難しくなります。

同じような記事の同じようなデザインのブログ。
あなたなら読みますか？
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また、ハモンの場合は物販系や趣味系のアフィリエイトをする際にも
アメブロのアクセスの集めやすさを買っているので
現在は、主にアメブロ中心で色々なブログを運営しています。

その際にも、やはり
『リピーターを増やしたい。ブログを読者に印象付けたい。』
という思いがありますので、内容ももちろんですが
デザイン的にも、印象的なブログを作ることを心がけています。

一目見て、「あ、ここはあのブログだな」と
読者さんに覚えてもらう事が、ファンを増やしリピーターを集めるには
非常に重要になってきます。

こういった、他ブログとの差別化を計るためにも、アメーバブログの
カスタマイズを覚えて、あなたのオリジナル色をシッカリ出すことを
考えましょう＾＾

というわけでハモンがガッツリ、アメブロのカスタマイズ法を
伝授いたしますので、あなたも実践してみてくださいね♪
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第２章　アメブロの全体の構成をカスタマイズ

今回は、アメブロへの登録はすでに済ませている人を対象とします。
まだの方は、先に新規登録をしておいてくださいね。

ブログの登録完了の後、カスタマイズできるテンプレートの設定から、
オリジナルの配色・ヘッダーの取り付けなど、全体の構成に関するカスタマイ
ズをしていきます。
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■まずはハモンのブログを観察。

まず、実際にハモンが運営しているブログをご紹介しますね。
このブログは、アフィリエイトの超初心者さん向けに
アフィリエイトの基礎的知識を更新しているブログになります。

⇒ 在宅で稼ぐ！主婦のためのブログアフィリエイト基礎講座

○●○ 10 ○●○

Copyright (C) 2011 jamon. All Rights Reserved.

http://ameblo.jp/jamon-affili
http://ameblo.jp/jamon-affili


元デザイナー【ハモン】がこっそり伝授♪
アメブロをオリジナル色豊かに簡単カスタマイズ！
コピペ＆数字を変えるだけで個性的なブログにする方法

このブログはターゲットが主婦層で、しかもアフィリエイト初心者さんを
対象としているので、何よりも不信感を抱かせないために
ヘッダーは自分で作り、全体的に同系色でまとめ、
シンプルで安心感のある配色とデザインにしています。

ターゲットとしている読者さんにどういう印象を持たれたいのか
その辺もよく考えて、色を選んだりカスタマイズしていくことも大切です。

今回は、ハモンが運営しているブログを例として、
全体的にカスタマイズしていきたいと思います。

旦那さんに禁煙させたい奥様のブログです。
同じ境遇の奥様をターゲットにしています。

ちょっと強気な奥様というキャラ設定をしているので
元気がいいイメージの印象にしたいと思っています。

まずは、自分オリジナルのテンプレートにしていくために
カスタマイズが出来るテンプレートの設定をしていきましょう。
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■カスタマイズＯＫのテンプレートを選択。

それでは、カスタマイズできるテンプレートに変更していきます。
まずは、ブログにログインして
『ブログを書く』から『デザインの変更』を選択します。

『ブログデザインを探す』という項目が出てくるので
『カスタム可能』を選択します。

アメブロではカスタム可能のブログデザインの数が、全部で６種類あるんです
が、今回のカスタマイズでは『ベーシック』を選びたいと思います。
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サイドバーのタイトル背景の色が、簡単に変えられるからです＾＾
『ベーシック』を選択すると、現在のブログがどうなるかのプレビューと
レイアウト変更が出来ます。

好きなレイアウトを選択して、『適用する』をクリックします。
今回は３カラム・左右メニューを選んでカスタマイズをしていきたいと
思います。
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■背景色などの簡単な変更。

『デザインの変更』画面に戻ると、適用中のデザインとして
『【カスタム可能】ベーシック』が選択され、
[カスタマイズ ｜CSSの編集]とカスタマイズする画面へのリンクが
現れます。

これの[カスタマイズ]を選ぶと、背景色を変えるだけなどの
簡単なカスタマイズが可能になります。

ハモンの先ほど紹介したブログの場合は、ここでバックグラウンドのみの
色の変更をしました。

バックグラウンドというのは、

↑
こんな感じで、ブログの外側の色ですね。
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無地で色だけ変えたい場合は、ここで色を選択するか
好きな色のコードを右の空欄に記入して変更します。

ちなみに、色コードに関してはこのサイトが便利です。
⇒ WEB      色見本 原色大辞典  

このサイトでは、色の名前と色コードがたくさん紹介されています。

好きな色を見つけたら、#XXXXXXの色コードをコピーし、
先ほどのカスタマイズ画面右枠の空欄に記入すると
選んだ色が、バックグランド色として適応されます。

また、この[カスタマイズ]のコーナーでは、バックグラウンド以外に
ヘッダーの色や、各カラム（サイドバーなど）の背景色なども
変更できます。

ただ、あまり奇抜な色を文字が入る部分の背景色に選ぶと、印象的には
なりますが、読みにくくあまり長く読んで貰えないブログになってしまう
恐れがありますので、ハモン的には【白】のままにしておくことを推奨します。
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■CSSで全体のレイアウト幅を変更してみる。

それでは次に、CSSを編集してブログ全体のレイアウトを
変更してみます。

「【カスタム可能】ベーシック」というデザインは
ブログ全体の横幅が 800pxと狭く、全体的に縦長のデザインとなっており
ちょっと読みづらいレイアウトなんですね。

なので少し幅を広げて、全体の幅を 900px に変更していきます。

『CSSの編集』をクリックして、スタイルシートの編集画面へ行きます。
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この『現在使用中のブログデザインCSS』の枠内を変更することで
ブログの見た目を替えていくことができます。

まずは

/*■フレーム - 基本設定 – ブログデザイン基本設定*/

という所を探してみてください。

※ブラウザの検索機能を使うと早いです。
　Ctrl＋Fボタンを押すと、検索窓が出てきますので上の一文を
　コピーペーストして検索をかけると、その部分が出てきます。
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/*■フレーム - 基本設定 - ブログデザイン基本設定*/
#frame{
width:800px; ⇒　900
margin:0 auto;
text-align:left;
}
#wrap{
width:800px; ⇒　900
}

先程、検索した文字の下はこのようになっています。
この 800 の部分を、上のように 900 に変更します。
これで、全体が 900pxまで伸びました。

一度チェックしてみましょう。
『表示を確認する』をクリック。

↑妙な空きスペースが。
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このままではメインカラム（中央）の右側に妙な空きスペースが
出来るだけでバランスが悪いので、メインカラムと両方のサイドバーの
幅も広げます。

今度は、

/*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■*/
/*■■■■■■■■■■■ カラムタイプ ■■■■■■■■■■*/

という部分を探してください。

/*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■*/
/*■■■■■■■■■■■ カラムタイプ ■■■■■■■■■■*/
#main{
float: left;
width: 420px; ⇒　470
margin:0;
padding:0 10px; ⇒　5
}

#sub_a{
float: left;
z-index: 1;
width:170px; ⇒　200
margin:0;
padding:0 10px 0 0;
}
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#sub_b{
float: right;
z-index: 2;
width:170px; ⇒　200
margin:0;
padding:0;

…と上のように変更します。
そうすると、全体的にバランスが良く、サイドバーもある程度の
余裕のあるテンプレートになります。

チェックしてみます。
また『表示を確認する』をクリック。

これで全体のバランスが良くなりましたね＾＾
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メインカラムと左右のサイドバーが広がることで、全体的に余裕があって
読みやすいブログになりました。

それでは、次にカラーの変更をしていきましょう。
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■かんたんCSS編集を使って、楽々カスタマイズ♪

アメブロのCSS編集の画面の中には、『かんたんCSS編集』という
項目があって、そこの数値を変えるだけで、簡単に色や文字サイズの変更を
行う事ができます。

このように、『現在使用中のブログデザインCSS』の上の方に
一覧になっています。
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変更できるのは、

１）ブログタイトルの文字サイズ
２）ブログタイトルの文字色
３）ブログ説明の文字サイズ
４）ブログ説明の文字色
５）ページ背景に画像を入れる
６）ページ全体の文字色
７）記事タイトルの背景色
８）記事タイトルの文字色
９）サイドバーの見出し文字色
１０）サイドバーの見出し背景色

この１０コです。
これらを全て変更すれば、それだけでもかなりオリジナルのテンプレートに
なってきますね＾＾

では、分かりやすいところから変更をしていきます。
まずは、記事タイトルの背景色と、サイドバーの見出し背景色を
変更していきます。

色変更には、自分の好きな色を選ぶのにこちらのサイトが参考になります。
⇒ WEB      色見本　原色大辞典  

ここで、好きな色を選んでおいてください。
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ハモンは今回、このオレンジ色にしたいと思います。

では、CSSを変更していきます。

/*７）記事タイトルの背景色を変更する*/
.entry h3.title{
background-color: #EFEFEF; /*-- 薄いグレー --*/

と

/*１０）サイドバーの見出し背景色を変更する*/
h4.menu_title{
background-color: #EFEFEF; /*-- 薄いグレー --*/

という部分。

Background-color:　というのが背景色を表していて、今は『#EFEFEF』という
薄いグレーが設定されています。

ここを、先ほど選んだ『#FFA500』というオレンジの数値に変更します。
チェックしてみましょう。

『表示を確認する』をクリック。
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このように変化しました＾＾

グレーの時に比べて、なんとなく元気なイメージになってきますね＾＾
ここの色を他の色に変化させるだけで、かなり違ったイメージになります。

例えば、見出しの背景色を紫、見出しの文字を白にしてみると。

こんな感じになります。だいぶ違いますよね＾＾
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こんな風に、色をちょっと変えるだけでもイメージが変わるので
自分のブログはどういう感じのイメージを持たれたいかをよく考えて
色を決めていってください。

それでは次に、ヘッダー画像を変更していきます。
今はタイトル文字と説明文のみになっていますが、ハモンの場合は
自分でヘッダー画像を作成して、それをはめ込んで使っています。

ここでは、ヘッダー画像を用意する事を前提でお話をしていきます。
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■オリジナルのヘッダーを挿入する。

今回のカスタマイズでは、すでに横のサイズを 800pxから 900pxへと
変更しているので、用意するヘッダーのサイズも 900×200pxというサイズで
用意をしました。

こんなの。

ハモンは自分で作成しましたが、例えば情報商材の特典やツールなどに付いて
いるバナーでもいいです。
その場合は、サイズ変更だけはしておいてくださいね。
※サイズ変更については、JTrim などの無料ソフトで簡単にできます。
　⇒ Jtrim      について   

また、好きな写真をそのままバナーとして活用する方法もあります。
著作権などに触れる場合もあるので、著作権フリーの画像を探して利用してく
ださいね。

まずは、用意した画像をアメブロにアップロードします。
『CSSの編集』画面から、画像の追加をします。
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『参照』をクリックして、バナーが保存してあるフォルダを指定し
画像を選びます。

画像を選んだら『アップロード』ボタンをクリック。

すると、このようにアップロードされます。
『この画像のパス』というのが、この画像の URL となります。

早速、CSSを変更していきましょう。
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/*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■*/
/*■■■■■■■■■■■ ヘッダー ■■■■■■■■■■■■*/

/*■■■基本設定 - ヘッダー*/
#header{
margin:0;
padding:0 0 10px 0;
}

これを次のように変更します。

#header{
background:url(http://ヘッダー画像の URL) no-repeat;
height:200px;　←高さを指定しています。
margin:0;
padding:0 0 10px 0;
}

こんな感じでバナーが入りました。
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タイトルとブログの説明が、ちょっと上に寄りすぎですよね。
これも位置を調整します。

先ほどヘッダーを入れた部分のすぐ下にこのようなソースがあります。

#header h1{
margin:0;
padding:0 5px 8px 5px;　 ⇒ 50px
}
#header h2{
margin:0;
padding:0 5px 45px 5px;
}

このように変更します。
すると、こんな感じになります。
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下がりましたね＾＾

ちなみに、paddingの数値は

padding:0 5px 8px 5px;

だったら、［上］［右］［下］［左］という順番に指定をしています。
なので、左にもっと寄せたい場合は、

padding:0 5px 8px 5px;　 ⇒　10px

とかに変えればいいわけです。
自分が見て、気持ちのいい位置に来るように、数値を変えてみてくださいね。
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■ブログの背景に画像を入れる。

現在は、ブログの背景は『白』になっていて、地味な印象ですよね。
この背景に色を入れたり、画像を入れたりするだけでも
かなり印象は変わります。

最初にご紹介した、簡単カスタマイズのコーナーでも
簡単なカスタマイズは可能ですよ。

例えば、こんな感じ。

まず、「デザインの変更」から『デザインのカスタマイズ』を選択。

ここにある、『バックグラウンド』の部分を変更します。

これを、例えば黄緑を選択すると。
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こんな感じになっちゃうわけです＾＾

これでもいいんですが、色を入れるだけではちょっと地味ですし
もうちょっと『遊び』が欲しいとこですよね。

というわけで、ハモンはこんなサイトを利用していますので、ちょっとご紹介
しちゃいましょう。
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⇒ Background Labs

このサイトは、サイトやブログの背景に使える画像が、色別に整理されて
提供されています。

今回のブログなら、オレンジ系のヘッダーやバナーを使っているので
相性が良さそうなグリーン系などで探してみましょう。

まずはトップページにある色から、好きなモノをクリック。
今回はグリーンをクリックしてみます。
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すると、こんな感じで沢山の画像が出てきます。
グリーンだけでも５５種類もあるんですよ＾＾

この中から好きなモノをクリック。
そのページから画像をダウンロードします。
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この『Download image』をクリックします。
すると、ダウンロード用の画像が出てきますので右クリックして
『名前を付けて画像を保存』をします。
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こんな感じですね。（上は Firefoxでの表示です）
分かりやすい場所に、保存してください。

次に、アメブロに戻ります。

まずは、保存した画像をアメブロにアップロードします。
手順としては、ヘッドバナーの時と同じです。

CSSの編集画面から画像を追加して、アップロードします。
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このように、アップロードされました。
CSSを変更していきます。

/*========= ☆ かんたんCSS編集はこちら ☆ ===========*/

という部分の

/*５）ページ背景に画像を入れる*/
body{
background-image:url();
}

ここに、先ほどアップロードした画像のパスを入れていきます。

body{
background-image:url(http://背景画像の URL);
}
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プレビューを見てみると。

こんな感じになりました。ちょっと可愛いでしょ？

背景が変わると、ブログのイメージがガラっと変わるので
ぜひ、ピッタリの物を探してみてくださいね！
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■邪魔者を消そう。

せっかくオリジナルのバナーなどを設置しても、ちょっと邪魔なヤツが上にい
ますよね。

これこれ。

名前とプロフィールなどのリンクです。
これ、結構ボリュームがあって邪魔ですよね？消しちゃいましょう！

作業は簡単なんですよ。
CSSの最後に次のソースを入れるだけ。

div#userNaviArea{
display: none;
}

これだけで、邪魔者は消えますｗ
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こんな感じですね。
上部の余分なスペースが無くなって、すっきりしました＾＾

これでひと通りのカスタマイズが終了ですが
最初の頃と比べてみると、違いは歴然ですね。

↓変更前
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ブログの幅を変更し、タイトルバナーの色を変更。
ヘッドバナーと背景画像を入れ込み、邪魔な文字を消しました。

あまり凝った変更はしていませんが、これだけでもこんなにオリジナル色豊か
なブログに変身です＾＾

あなたも「難しい！」と諦めずに、アメブロのカスタマイズに
チャレンジしてみてくださいね！
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第３章　どうしても無理！って方は。

これまで、アメブロのCSSを変更してカスタマイズをする方法を
書いてきましたが、

「どう頑張っても、無理！」

って方もいるかも知れませんね。
そんな人には。

有料ですがこんなテンプレートがありますよ。
⇒ アメブロザクザク

レッド・ブルー・ブラックの３色×３種類のシンプルなテンプレートです。
CSSをコピーペーストするだけで、カッコイイブログの完成です＾＾

特典としてヘッドバナーも 50本も付きますし、アクセスを集めるために
有効な『読者登録バナー』や、訪問客を迷わせない『グローバルメニュー』なども
標準で付いているので、アメブロを活用するのにもってこいのテンプレートに
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なっていますよ。

また、この『アメブロザクザク』のCSSを元に、これまでハモンが伝授してきた
カスタマイズ法を応用することで、あなただけのオリジナルのテンプレートに
していくことも可能ですよ！

例えば、サイドバーのタイトル画像なんかも、この『アメブロザクザク』で
用意されているものと同じサイズの物を用意出来れば、画像をアップロードし
て、CSS上で URL の入れ替えをするだけで、さらにオリジナル色豊かなブログ
デザインへ変身しちゃいます＾＾

自分でカスタマイズする時間がない方や
よりアメブロを活用したい！もっともっとオリジナルなブログにしたい！
という方は、導入を考えてみてはいかがでしょうか。

詳細はコチラ。
⇒ アメブロザクザク
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第４章　レポートを紹介してプレゼントをゲット。

レポートの中では、ハモンは自分でオリジナルのヘッドバナーを
用意しましたが、あなたはどうですか？出来そうでしょうか？

そんなアナタに朗報です＾＾

この無料レポートを、あなたのお持ちの媒体（ブログ・メルマガなど）で
ご紹介いただき、下記フォームより報告していただくと、
ハモンオリジナルのヘッドバナーをもれなくプレゼントさせていただきます。

バナーは５種類。

・ビジネス
・金融
・コスメ
・ダイエット
・グルメ

のテーマで、このレポート内で変更したブログのサイズに合わせて
900×200pxというサイズで作っております。

元デザイナー＊ハモンのオリジナルバナー、ぜひゲットしてくださいね。

▼ 無料レポートご紹介報告フォームはコチラです。
http://my.formman.com/form/pc/0R8uL3koGRNy3UVC/ 
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おわりに。

いかがでしたでしょうか。
ハモン流のアメブロカスタマイズ法は、参考になりましたか？

ブログで稼ぐためには、中身が大切なのはもちろん、
やはりデザインにも気を使った方が、より効果的です。

ちょっと、面倒なところも多いですが
ぜひしっかり覚えて、これからの作業にお役立てください。

このレポートで、あなたがアフィリエイトで稼ぐための
お手伝いができれば、こんなに嬉しいことはありません＾＾

最後までお読みいただき、ありがとうございました！
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作者：ハモン

メールアドレス：jamon.blog@gmail.com

ブログ：「ブログで稼ぐ★主婦の在宅ワーク最前線」  　
　　　　　http://jamon2.blog73.fc2.com/

メルマガ：「元広告デザイナーが伝授★愛されブログで稼ぐ技」  　
http://jamon2.s88.coreserver.jp/pchan/public/form.php?mid=M001 
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