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2.1 トレンドブログに最適なサーバーと契約する方法

はじめに  
【推奨環境】 

 このレポート上に書かれているURL はクリックできます。 

 できない場合は最新のAdobeReaderをダウンロードしてください。(無料)  

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 

【著作権について】  

■このレポートは著作権法で保護されている著作物です。  

■このレポートの開封をもって下記の事項に同意したものとみなします。  

■使用者は本冊子から得た情報を、 著者の事前の許可なく一般に公開する事を禁止
します。  

■このレポートに書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。  

著者は事前許可を得ずに誤りの訂正、情報の最新化、 見解の変更等を行う権利を有
します。  

■このレポートの作成には万全を期しておりますが、 

万一誤り、 不正確な情報等がありましても、著者・パートナー等の業務提携者は、 

 一切の責任を負わないことをご了承願います。  

■このレポートを利用することにより生じたいかなる結果につきましても、著者・ 
パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願います。 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2.6 固定ページとウィジェットの設定方法

固定ページを設定しよう 

この章では、サイトの運営に不可欠な 

お問い合わせフォームやプライバシーポリシーの 

設定などについて説明していきます。 

また、外観の配置を決めるウィジェットの操作方法 

についても解説していきますね。 

最初は設定することが多くて心が折れそうになる 

かもしれませんが、ここで挫折するライバルもいるので 

その分自分が稼げると思って頑張ってくださいね。 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2.6 固定ページとウィジェットの設定方法

サイトのメニューを作ろう 

まずは、サイトのメニューを作成していきます。 

メニューとは、多くのブログに見られるこの部分のこと。 

 

このメニューにある 

・お問い合わせ 

・サイトマップ 

・プライバシーポリシー 

の３つはサイト運営には欠かせないものなので、 

まずはこれを作っていきましょう。 

作業自体はとても簡単なものなので、 

サクッと終わらせてしまいましょう。 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2.6 固定ページとウィジェットの設定方法

お問い合わせフォームを作成しよう 

ユーザーがあなたに対してお問い合わせのメッセージを 

するためのフォームを作成します。 

正直メッセージが来るとしたら苦情か営業が 

ほとんどだとは思うのですが（笑） 

このフォームはプラグインを使って一瞬で作成する 

ことができます。 

まずは、プラグインの新規追加画面から検索窓に 

【Contact Form 7】と入力して、下記の画像と同じ 

ものをインストールしてください。 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2.6 固定ページとウィジェットの設定方法

このプラグインをインストールして有効化するところ 

まで完了したら、管理画面左側のメニューから 

【お問い合わせ】→【コンタクトフォーム】と進んでください。 

画面中央の【ショートコード】という部分をコピーしてください。 
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2.6 固定ページとウィジェットの設定方法

次に、左側のメニューから 

【固定ページ】→【新規追加】へと 

進んでください。 
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2.6 固定ページとウィジェットの設定方法

次の画面で 

①タイトルに「お問い合わせ」と入力 

②テキスト画面を選択 

③コピーしたショートコードを貼り付ける 

④パーマリンクに「contact」と入力し【OK】をクリック 
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2.6 固定ページとウィジェットの設定方法

これらの操作が完了したら 

【公開】ボタンをクリックしましょう。 

完成したページを確認してみて、 

このようになっていれば成功です。 
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2.6 固定ページとウィジェットの設定方法

サイトマップを作成しよう 

次にサイトマップを作成していきます。 

2.5章で、サイトマップには人間用とロボット用が 

あるというお話をしましたが、 

ここでは人間用のサイトマップを作成していきます。 

ではまず、章が飛んでしまうのですが 

3.2章で説明しているMulti Plugin Installer 

をインストールしてください。 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2.6 固定ページとウィジェットの設定方法

3.2章の９ページ目まで進んだら、 

画像の赤枠部分に 

http://www.dagondesign.com/files/sitemap-generator.zip 

と入力してください。 

入力が完了したら 

【Install & Activate plugins】 

をクリックしてください。 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2.6 固定ページとウィジェットの設定方法

有効化が完了したら、 

【固定ページ】→【新規追加】 

をクリックします。 

今回は 

①タイトルに「サイトマップ」と入力 

②テキスト画面を選択 

③<!-- ddsitemapgen -->と入力 

④パーマリンクに「sitemap01」と入力し【OK】をクリック 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2.6 固定ページとウィジェットの設定方法

テキストに打ち込む文章は 

<!-- ddsitemapgen --> 

なのですが、コピーして使ってください。 

そして、パーマリンクの部分は必ず 

“sitemap01”とし、”sitemap”としないように 

してください。 

01である必要性は無いのですが、”sitemap”とすると 

後々に不具合が発生するので注意が必要です。 

作業が完了したら記事を公開し、 

画像のような状態になっていれば成功です。 
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2.6 固定ページとウィジェットの設定方法

プライバシーポリシーを作成しよう 

プライバシーポリシーとは、 

”個人情報保護方針”のことです。 

サイトを運営していく上でアクセス解析を 

使用していくことになりますが、そこで集めた 

情報をどのようにして使用するのか、 

サイト管理者は明記しなくてはいけないという 

ルールがあります。 

こちらも作業自体は簡単なものなので、 

時間をかけずに終わらせてしまいましょう。 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2.6 固定ページとウィジェットの設定方法

まずは、管理画面左側のメニューから 

【固定ページ】→【新規追加】と進んでください。 

今回は 

①タイトルに「プライバシーポリシー」と入力 

②テキスト画面を選択 

③プライバシーポリシーの文章をコピー＆ペースト 

④パーマリンクに「privacy-policy」と入力し【OK】をクリック 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2.6 固定ページとウィジェットの設定方法

プライバシーポリシーの文章 

以下の文章をテキスト画面にコピー＆ペースト 

して使ってください。 

※ビジュアル画面ではないので注意してください。 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

<h3>当サイトに掲載されている広告について</h3>
当サイトでは、第三者配信の広告サービス
（Googleアドセンス、Amazonアソシエイト、
A8.net、楽天）などを利用しています。
<br class="none" />
このような広告配信事業者は、
ユーザーの興味に応じた商品や
サービスの広告を表示するため、

当サイトや他サイトへのアクセスに関する情報
『Cookie』(住所、氏名、電話番号、
メールアドレスは含まれません)
を使用することがあります。
<br class="none" />
またGoogleアドセンスに関して、
このプロセスの詳細やこのような情報が
広告配信事業者に使用されないようにする
方法については、<a href="http://www.google.co.jp/policies/privacy/ads/" 
target="_blank" rel="external nofollow"><strong>こちら</strong></a>をクリックし
てください。
&nbsp;
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2.6 固定ページとウィジェットの設定方法

<h3>当サイトが使用しているアクセス解析ツールについて</h3>
当サイトでは、Googleによるアクセス解析ツール
「Googleアナリティクス」を利用しています。
Googleアナリティクスはトラフィックデータの
収集のためにCookieを使用しています。
トラフィックデータは匿名で収集されており、
個人を特定するものではありません。
<br class="none" />
この機能はCookieを無効にすることで
収集を拒否することが出来ますので、
お使いのブラウザの設定をご確認ください。

この規約に関して、詳しくは
<a href="http://www.google.com/analytics/terms/jp.html" target="_blank">こちら</a>
を
クリックしてください。

&nbsp;

<h3>当サイトへのコメントについて</h3>
当サイトでは、スパム・荒らしへの
対応として、コメントの際に使用された
IPアドレスを記録しております。
<br class="none" />
これはブログの標準機能としてサポート
されているもので、スパム・荒らしへの対応以外に
このIPアドレスを使用することはありません。
<br class="none" />
また、メールアドレスとURLの入力に
関しては、任意となっております。
全てのコメントは管理人が事前に
その内容を確認し、承認した上での
掲載となりますことをあらかじめご了承下さい。
<br class="none" />
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2.6 固定ページとウィジェットの設定方法

加えて、次の各号に掲げる内容を含む
コメントは管理人の裁量によって承認せず、
削除する事があります。

<ul>
<li>特定の自然人または法人を誹謗し、中傷するもの。</li>
<li>極度にわいせつな内容を含むもの。</li>
<li>禁制品の取引に関するものや、他者を害する行為の

依頼など、法律によって禁止されている物品、行為の
依頼や斡旋などに関するもの。</li>

<li>その他、公序良俗に反し、または管理人によって承認
すべきでないと認められるもの。</li>
</ul>
&nbsp;

<h3>著作権について</h3>
当サイトは著作権の侵害を目的とする
ものではございません。
使用している版権物の知的所有権は
著作者・団体に帰属しております。

<br class="none" />
<br class="none" />

著作権や肖像権に関して問題がございましたら
お手数ですが
<a title="Contact" href="http://あなたのサイトのURL/contact">こちら</a>からご連絡
下さい。

著作権所有者様からの警告及び修正・
撤去のご連絡があった際には迅速に
対処させて頂きます。

<br class="none" />

201◯年△月□日　管理人
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 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赤字になっている部分には、 

あなたのサイトURLや日付を入れてください。 

公開ボタンを押して完了です。 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グローバルメニューの設定 

今度は、ここまで作成した３つの固定ページ 

・お問い合わせ 

・サイトマップ 

・プライバシーポリシー 

これらをブログに表示させるための設定を 

行っていきます。 

まずは管理画面左側のメニューから 

【外観】→【メニュー】と進んでください。 
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2.6 固定ページとウィジェットの設定方法

次の画面で青字で表示されている 

【新規メニューを作成】をクリックしてください。 

 

メニューの名前に「グローバルメニュー」と記入し、 

【メニューを作成】をクリックしてください。 
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2.6 固定ページとウィジェットの設定方法

ページ左側にある「固定ページ」というメニューの中に、 

先ほど作成した３つの固定ページが表示されているので、 

全てにチェックを入れて【メニューに追加】をクリックしてください。 

そうすると、選択した３つの固定ページが 

ページ右側に移動します。 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３つの固定ページは好きな順番に 

並び替えていただいて結構です。 

並び替えが終わったら、 

□グローバルメニュー 

□フッターメニュー 

の両方にチェックを入れ、 

【メニューを保存】をクリックしてください。 

これでメニューの作成は完了です。 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ウィジェットを設定しよう 

最後にウィジェットについて説明していきます。 

ウィジェットを編集することで、 

サイドバーやフッターにカレンダーや 

オススメ記事を追加するなど、 

ブログを自由にカスタマイズすることができます。 

今回は、ウィジェットを設定して 

自己紹介欄を設定する方法について 

説明していきたいと思います。 
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2.6 固定ページとウィジェットの設定方法

まずは、管理画面左側のメニューから 

【外観】→【ウィジェット】 

と進んでください。 

ウィジェット内で【テキスト】を【ウィジェットエリア】 

の１番上までドラッグさせてください。 

そうすることでサイドバーに表示されるようになります。 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そうしたら、タイトルのところに 

【（あなたの名前）のプロフィール】 

と入力しましょう。 

ここにあなたのプロフィールと 

ブログの概要について書いていくのですが、 

ペナルティ対策のためにはあなたの個性が 

色濃く反映されたものの方がいいので、 

真剣に考えて書くことをオススメします。 

その際に 

①ブログを運営している理由 

②「気になったことは何でも書いていきます」という一文 

を加えることを忘れないでください。 

そして次に、本文を入力する方法には 

あるちょっとした工夫が必要なので 

紹介していきます。 
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ウィジェットに文を書く時の注意点 

ウィジェットには、単純に文章を書き込んでも 

改行などが適用されません。 

ウィジェットに文章を書き込むときは、 

”htmlタグ”を使って書いていく必要があります。 

でも、一部の人しかそんな知識持っていないですよね。 

そんなアナタにも簡単にタグを使いこなす方法があります。 

それは、「ビジュアル画面からテキスト画面に変換する」 

という方法です。 

次のページから詳しく説明していきます。 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まずは、【投稿】→【新規追加】とクリックし、 

新しい記事を書くときと同じように進みます。 

そうしたら、【ビジュアル画面】文章を作成しましょう。 

このとき、プロフィールに使う画像を一番最初に 

貼り付けましょう。 

文章には色や太文字を使っても構いません。 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プロフィールの文章が仕上がったら、 

【下書きとして保存】をクリックしてください。 

下書き保存が完了したら【テキスト】画面に 

移動してください。 
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そうすると、HTMLの文章が出来上がった状態に 

なっているので、これをウィジェットに貼り付けて 

【保存】をクリックしてください。 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そうすると、改行が失敗した状態で表示されるので、 

改行したいところには</br>と入力しましょう。 

これで、ウィジェットを使ったプロフィール 

を表示する方法については以上です。 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発行者：いずみ 

ブログ：http://gezumi.jp/ 

メール：info@gezumi.jp 

メルマガ：いずみのアドセンス講座
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