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【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。 

 

このレポートの著作権は山本尚に属します。 

 

著作権者の許可なく、このレポートの全部又は一部をいかなる手段におい

ても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。 

 

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。 

 

 

【その他】 

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。 

 

 

【推奨環境】 

このレポートに記載されている URL はクリックできます。 

できない場合は最新の AdobeReader を下記のページより 

ダウンロードしてください。（無料） 

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

先ずは、自己紹介します！ 

 

ハンドルネーム：年金おじん＠武蔵 

名前： 山本 尚 

プロフィール画像： FIFA ワールドカップ  

     

★出身地：宮崎県延岡市 

       県立延岡高校卒後、上京し、好きな電気系大学へ 

 

★趣味：スポーツ全般、少年時代から野球一筋 50 年・高校時代サッカー、  

ゴルフ（スライス病で苦労中････） 

音楽 JAZZ 狂（笑）、ロック系（おじんらしくない！？） 

 

少年野球チーム初代監督 25 年間、現在は引退して名誉監督 

町内ソフトボールチーム「ダンディーズ」所属で俊足 1 番センター 

ママさんソフト「ババーズ」コーチ・・・お陰で奥さんに愛想つかされバツ1 

 

 

★実績：少年野球「COSMO」では横浜市準優勝、泉区優勝 5 回・・・・etc. 

 

★好きな言葉： 「初心貫徹」 
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はじめに 

「初心者でも分かりやすい Google Adsense コード取得方法」無料レ

ポートをご紹介致します。 

 

初めに、 

☆Googleアドセンスについて☆ 

 

Googleが提供しているクリック課金型広告の事を言います。 

 

１クリック数円～数千円のものまで（キーワードによって変化） 

ブログのページ内容（属性）に合わせて関連する広告内容が自動的に

表示される仕組みになっています。 

 

アドセンスコードを自分のホームページやブログに貼るためには、 

先に、Google 審査を通過しなければなりません。 

 

※アドセンスのアカウントを取る必要があります！ 

別途、「Google アドセンス資格審査を合格する方法」を参照下さい。 

 

ここでは、 

審査が通過したと仮定して、以下ご説明いたします。 

 

 

最後まで、この無料レポートを読んで頂ければ光栄です！ 

そして、アクセスが集まり収入のアップに貢献できれば嬉しいです。 

 

では、スタートしましょう。  Let’s start ！！ 
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第１章：Google アドセンスコード取得方法 

 

（１）アドセンスへ「ログイン」 
URL: https://www.google.com/adsense/login/ja/ 

初めに、取得した登録時のメールアドレスとパスワードを赤色で囲っ

た欄に入力する。 

 

 

 

 

（２） 「Adsense 設定」から「コンテンツ向け・・・」をクリック 
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（３）広告ユニットテキスト広告のみを設定 

 

 

 

（４） フォーマット設定 
最もクリックされやすい広告の形式を選択する 

フォーマット：「レクタングル（大）」 

色：「デフォルトの Google パレット」からＵＲＬを「0000FF」に変更 
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（５） 「続行」をクリック 

 

 

 

（６） すべてのチャンネル「続行」 

 

 

（７） 「送信してコードを取得」をクリック 
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（８）Ａdsense コードをコピーする 

コードをクリックして、「Ctrl ＋ C」 

 
  

 

 

※（参考）無料レポート「Seesaa ブログ登録方法と SEO に強い秘密

のカスタマイズ法」から 

 

 
22 ページ 「（2０）「自由形式」移動」から 

   

（2１） 「自由形式」をクリックして開く 



初心者のも分かりやすい Google アドセンスコードの取得方法＜基本編＞ 

- 10 – 
Copyright (C) 2009 ㈱プランニングコスモ . All Rights Reserved.   

 

「（23）アドセンスコード貼り付け」 を参照ください。 

 

 

 

 

 

（９） Seesaa ブログの場合、「自由形式」に貼り付ける 

 

  

 

 

これで「Google Adsense コード取得方法」の完了です！！ 

 

尚、「（４）フォーマット設定」 で色々なサイズのアドセンスコー
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ドを選択する事ができます。 

 用途に応じて 

・Adsense ユニット 300×250   

・Adsense ユニット 468×60 

・Adsense ユニット 728x90 

・その他 

 

又、広告をクリックされ易いように 

ブログの背景色に溶け込ませる色に変更する手法もあります。 

 

無料レポート「Google Adsense 色変更方法」を参照下さい。 

 

 

 

 

 

お疲れ様でした！！  

 

 

 

最後までお付き合いいただきありがとうございました。 

意外と簡単だったでしょうか？ 

中級クラスになると、ブログの背景と同系色に広告の色を溶け

込ませる手法があります。是非、採用することもお勧めします。 

是非、トライしてみてください。 
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 おわりに  

最後まで私のレポートをお読み頂きまして、ありがとう御座います。 

如何でしたでしょうか？ 不明な点は有りましたら下記までお問い合わせ下

さい。 

★ご質問やご要望事項をお待ちしています。 

http://my.formman.com/form/pc/keNHATcnZO2c09Dh/ 

 

連絡先：myway245@king-postman.com 

 

このレポートを活用して収入を得て頂ける事を 

心から祈っています。 

 

又、もし、貴方がこの無料レポートを気に入って頂けるなら、貴方の Blog や

ホームページ等で、是非ご紹介して頂きたいのです。 
 

 

この無料レポートだけでは十分お伝えできない部分が有りますので、 

初心者向けアフィリエイターさまに、 

稼ぐことの出来る情報をメルマガとホームページを使って、 

定期的な情報でお届けしたいと考えています。 

 

 

「アクセスを増やす方法」等の情報をメルマガと 

ホームページでご紹介致します。 

収入を得る方法を学びたいと願っている方は、「メルマガ登録」を 

是非お勧め致します。 

 

■メルマガタイトル：「年金おじんでも月 30 万円稼げるゾ！！」 

  メルマガ登録：URL 

https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=47992 
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■ホームページ： 

「年金おじんがアフリエイトで月 30 万円稼ぐ方法」 

 http://nenkinojin.tannpopo.jp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新しくお役に立つ 

無料レポートをどんどん配信する予定で居ますのでご期待下さい！！ 

 

ご意見やご要望がありましたら、遠慮無くお便り下さい ! 

http://my.formman.com/form/pc/keNHATcnZO2c09Dh/ 

 

連絡先：myway245@king-postman.com 

 

 

 

 

 

 

この度は無料レポートをダウンロードして頂きありがとう御座いました！！ 

 

年金おじん武蔵より 


