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4.3 記事を書く効率を最大にするブラウザ設定

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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記事を書くのに最適な環境を作ろう！

トレンドブログをやっていくにあたって、 

作業の効率を上げることは大切です。 

普段の仕事がある中で取り組んでいるのに、 

ツールや画像を探すのに時間がかかっていたら、 

1日の更新数が下がってしまいますね。 

”記事を書く”という以外の作業はなるべく 

時間をかけずにやっていきたいものです。 

今回のレポートでは作業効率が上がる 

ブラウザの設定を紹介していきますね。 

これを読み終わる頃には以前よりもサクサク 

作業ができるようになっていたら幸いです。 
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どのブラウザを使うか？ 
  

 Google Chromeを使おう！ 

今までどのブラウザを使って作業をしていましたか？ 

Internet ExplorerやSafariをはじめFirefoxやOperaなど 

いろいろなブラウザがありますよね。 

今回私がオススメするブラウザは 

“Google Chrome”です。 

その理由は 

・早い 

・設定が簡単 

・他のPCからでも設定を読み込める 

といったところでしょうか。 

正直私が使い慣れているという部分も 

無くはないのですが（笑） 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どのような設定をするの？ 
  

設定の全体像 

これから行う設定の内容について 

あらかじめ説明しておきます。 

トレンドブログをやっていくにあたって、 

【検索はYahoo!】 

【画像検索はGoogle】 

を使って行うのが便利です。 

Yahoo!検索は関連キーワードに使えるものが多く 

画像検索はGoogleの方が優秀です。 

その操作がすぐに切り替えられるように 

設定を行います。 
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さらに使うツールをフォルダ分けしたり、 

AdblockやPocketなどのプラグイン設定を 

行う方法をお伝えしていきますね。 

トレンドブログを行うにあたって 

最適化された環境を作っていきましょう！ 
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 Google Chromeをインストールしよう！ 

まずはGoogle Chromeをお使いのPCにインストール 

する必要があります。 

既にインストールが完了しているという方は 

この部分は飛ばしていただいて結構です。 

https://www.google.co.jp/chrome/browser/desktop/ 

こちらのリンクからDL可能ですが、 

表示されているものがもしお使いのOSと違った場合は 

赤枠の部分から対応したものをDLしてください。 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インストールの具体的な方法については 

ここでは割愛しますが、 

インストールのヘルプは 

https://support.google.com/chrome/answer/95346?hl=ja 

こちらにございますので困ったら 

ご覧ください。 

もしこれを見ても分からない場合は 

こちらからメールしていただければ 

お答えしますね！ 

→メール：info@gezumi.jp 
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Google Chromeの設定 
  

Gmailアカウントを取得しよう 

Google Chromeのインストールが完了したら、 

今度はコチラからGmailアカウントを取得しましょう。 

https://www.gmail.com/intl/ja/mail/help/about.html 

これにより、どのPCを使っていた場合でも 

Google Chromeからあなたのアカウントに 

ログインすれば設定を呼び出せるようになります。 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設定画面を開く 

それではさっそく設定していきますが、 

まずは右上のメニューの中から 

赤枠で囲った設定をクリックしましょう。 
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2.8 アドセンスポリシーに関する注意事項

設定画面で赤枠の 

【ホームボタンを表示する】 

【ブックマークバーを常に表示する】 

にチェックを入れて、 

検索エンジンは【Yahoo! JAPAN】を選択しましょう。 

その中の青枠で表示した【変更】をクリックし、 
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【アドレス】にチェックを入れ、 

枠の中に 

https://www.google.co.jp/ 

と入力しましょう。 

 

つまり 

検索はアドレスバーからYahoo!検索で、 

画像検索はホームボタンを押してGoogle検索 

ということですね！ 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プラグインを設定する 

今度はGoogle ChromeにWordPressの時と 

同じようにプラグインを入れていきます。 

◆Google Analytics オプトアウト アドオン 

https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/
fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh 

このプラグインは自分自身のブログへのアクセスを 

アナリティクスでカウントしないようにしてくれます。 

正しいPV数を知るのに必要ですね。 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◆Save to Pocket 

https://chrome.google.com/webstore/detail/save-to-pocket/
niloccemoadcdkdjlinkgdfekeahmflj 

これは4.2章で紹介したスマホアプリ「Pocket」と 

同じもので、気になった記事などをボタン１つで 

保存しておくことができるというもの。 

スマホと連動させておくことでさらに便利に 

使うことができます。 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◆YouTube™のための自分好み 

https://chrome.google.com/webstore/detail/adblock-for-youtube/
cmedhionkhpnakcndndgjdbohmhepckk 

完全に日本語訳に失敗してますね（笑） 

YouTubeでの広告を表示させないように 

してくれるプラグインです。 

記事に使う動画を探している時間を広告に 

奪われてしまっては時間がもったいないですよね。 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ブックマークバーを活用しよう！ 

私のGoogle Chromeのブックマークバー上には 

「adsense」「news」「tool」など、用途に分けて 

使うものを整理しています。 

よく使うものはフォルダ分けしておくと 

すぐに呼び出すことができるので 

ぜひ整理しておいてくださいね。 

これから私の「adsense」フォルダおよび、 

「news」フォルダの中身を公開するので、 

よければ参考にしてみてください。 
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◆adsenseフォルダ 

・楽天Social News 

・はてなブックマーク 

の２つに関しては 

4.5 ブログが弱くても上位表示させるワザ 

の中で紹介しますね。 
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◆newsフォルダ 

画像を見てお気づきになった方も 

いらっしゃると思いますが、 

ドラマの出演者を狙って書く場合などには 

視聴率が分かるサイトをチェックして 

どこから狙うか決めることもあります。 
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まとめ 
  

効率化を意識しよう！ 

何度かお伝えしたとは思いますが 

あなたには時間がないので、 

効率を意識することはとても大切です。 

”時間をかけるべきところだけ”に集中して 

時間をかけて、 

”時間をかけなくてもいいところ”には 

徹底的に時間をかけないようにしてください。 

例えばブログのテンプレート決めに 

３日もかけても収入は増えないですよね…。 

時間を大切にしていきましょうね◎ 
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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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