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ホームページ

カンタンなら！

つくります？
WEB カウンセリングサポーター　たかいひろゆき
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このマニュアルについて

■ 本マニュアルの著作権は、

クレジットカウンセリングサポーター　たかいひろゆき にあります。

マニュアルの一部または全部を印刷媒体、画像媒体、

インターネット媒体、講演会等に

著作権者の許可なく複製、転載、転売することを固く禁じます。

■ マニュアルに含まれる方法論及び事例は、

著作権法により保護されています。

本マニュアルで公開する事例及びその手法などを

購入者以外の他者に流出させる等の行為を硬く禁じます。

■ 上記に違反した場合は、法的手段を取る場合があります。ご注意下さい。
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無料ホームページつくります？

あなたホームページ持っています？ブログやってます？

これだけ、ネット人口が増えていても

まだまだ自分のサイト、お店のサイト　もしくはブログ

持っていない人多いの後存知ですか？

ツイッターやフェイスブックやっていても持っていない人も多いです。

「別になくても困らない！」そういう方は構いませんが、

これから商売するから、

〇「自分のサイト、お店のサイト作らないと！」と思っている方

〇それに、すでにお店を持っているけど作っていない方

もうあなたのサイトは出来ていること御存知でした？

知らないあなたにだけ見てほしいレポートです。

知っているあなたは、ごめんなさい！

でも意外と「知っているあなた」も知らなかったことが

あるかも！

まず、一度ご覧ください。

自分のお店のサイトを作ろうとお考えなら！御存知でした？

もう、あなたのお店のサイトは、あるんです！気になる方

★お店をお持ちの方に朗報！利用は無料で！カンタンにサイトが出来る！

でも、自分でやるのは面倒！利用方法を知りたい方は、⇒コチラご覧ください！

そこで、口コミや各お店がこのサイトに気づいて利用するとき　

登録するれば、店の情報

メニュー・店内写真・商品写真・メッセージが記入出来ます。ここまで無料なのです。

しかし、ページトップやアクセスアップをされたいのなら、有料プランを薦めてきます。

http://kardyans.web.fc2.com/page017.html


これに、応じなければ、常に無料で利用できます。

折角、もう載っているなら、利用するほうが得ではないでしょうか？

それに新規のお店も無駄に経費をかけ、

時間をとり自分のサイト（ホームページ）作成しなくても

今話題の携帯・スマートフォンでも検索できるので、とてもお得です。

ぜひ、ご利用されてはいかがでしょうか？　

そして、口コミサイトご存じですか？

お店宣伝で今やホームページ”サイト”はかかせなくなりました。

会社案内やパンフレットより”サイト”が重視されています。

そこで”サイト”作るには、

１、専門業者に依頼　⇒作成料・管理料

ホームページ作成料の平均費用は？

・企業紹介用のサイト（商品紹介、会社概要など）

・全体で 30 ページ程度

・1 ページあたり、A4×1.5～2.5 枚、文字数は 800前後

・トップページ以外はスタイルシートを利用

・極端に手のかかるムービー制作や、複雑な CGIを含まない（いわゆる紙芝居Web)

では、なにはともあれ、ページの制作単価（相場）を見てみましょう。

　いかがでしょうか？もし、これでもやはり費用を掛けたくないのなら、次をご覧ください！

http://kardyans.web.fc2.com/ysehomepageplan.pdf


こちらをご覧下さい！

口コミサイト（くちこみさいと）とは商品、人物、集団（企業・機関）、

サービス他、物事に関する評判や噂を扱うインターネット上のサイトのことです。。

口コミサイトは個人の主観的な意見を集積している。

口コミサイトに投稿される個々の口コミは主観そのものですが、

多くの口コミが蓄積することによって客観性を生み、信頼度が増すことになります。

著名な口コミサイトはアクセス数 1億を超えるものもいくつか存在し、

口コミサイトに対する関心の高さを示しています。

しかし！ここで、口コミサイトのやらせ問題があり

本当にそのお店の情報が載っていないことも多いし、まだ、お店自身その口コミサイト載

っていることすら、知らないのが、現状です。

この口コミサイトのデータは NTT回線等でランダムに情報を取得して、

掲載しているサイトですので、もうタウンページ等に

登録があるお店はサイトに掲載されているのです。

ですが、店名・住所・電話番号・google マップ　yahoo マップ等の所在地地図だけで、

詳しい店の情報は載っていません。
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そこでこのサイトは

店サイトデキテマス・ドットコム

お店をお持ちのあなた！

お店のサイトを作ろうとお考えなら！ちょっと待った！

あなたのお店はもうあるサイトに載っています！気になる方コチラご覧ください！↓

★お店や店舗をお持ちの方に朗報！

御自分でこのクチコミ検索サイトで宣伝出来る！利用は無料で！

SNS”ソーシャルメディア”　CGM”ブログ”など　カンタンに利用出来ます！

自分でやるのは面倒な方！利用方法を教えます！知りたい方は、お問合せください！

★そして、これからお店を持たれる方には、無料で出来る方法教えます！

知りたい方は、お問合せください！

※条件は、メルマガ登録だけ。無料！

１、まず、あなたのお店がどこにあるかリサーチ

↓↓

２、次にあれば、そのクチコミサイトに当方が登録※すでに登録していれば、すぐ申し込めます。

　　※お店がどこにもない方でも同じです。

↓↓

３、そして、店舗管理関係ページがあれば、先にあなたが御自分のフリーメールを作成してくださ

い。

↓↓

４、そのフリーメールが決まれば、そのフリーメールの IDとパスワードを教えてください。

↓↓

５、そのあなたのフリーメールと当サイト「ナイサイ」に無料掲載しますので、

店舗情報を教えて頂ければ、こちらで店舗管理関係ページに登録し、当方で管理します。

但し、当方の名ではなく、店名で申し込んでいますので問題ありません。

↓↓

６、あとは、存在したあなたのクチコミサイトを存分に活用して頂くだけです。

http://kardyans.web.fc2.com/page017.html
http://kardyans.web.fc2.com/page017.html


最低３サイトは、管理致します。

管理料①は３サイトで月３０００円です。

管理料②は３サイトで月５０００円です。

あとメルマガに１ヶ月お店紹介を掲載「twitter・facebook に連動」を選んで頂けます。

それ以上の方はプラス１件に付き①②共１０００円頂きます。

これをすると経験しましたが、ひつこい有料プランの勧誘メールもあなたに届きません。

※効果が出にくいとき有料プランを利用されるなら、御連絡頂けれは、結構です。

携帯やスマホからもあなたの店は見ることが出来ます。

※当然SNS「facebook や twitter」にも載ります。但し、

あなたが SNS「facebook や twitter」に登録していれば、

あなたも掲載しているクチコミサイト見ることが出来るので、安心です。

Copyright(c) 2013　kardyan  all rights reserved
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１まず、自分のホームページもしくは、ブログを作りましょう。

有料のウェブサイトはたくさんありますが、

無料ウェブサイトは少ないです。

あなたのパソコンのプロバイダーに

無料ホームページがないか探してください。

yahoo .infoseek,niffty,sonet,biglobe etc

なければ、こちらのサイト

を御利用ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼
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http://jp.jimdo.com/#ref=a1002509


Jimdo
ホームページ作成 - 簡単ホームページ作成サービス - 

例：ホーム・リノ社 

例：ナイサイ      jimdo  

http://naisai.jimdo.com/
http://www.home-reno.org/
http://jp.jimdo.com/#ref=a1002509
http://jp.jimdo.com/#ref=a1002509
http://jp.jimdo.com/#ref=a1002509
http://jp.jimdo.com/#ref=a1002509


無料ホームページ　容量無制限【TOK2.com】

無料ホームページ・ブログ作成の SiteMix  　  

ホームページ作成は無料で簡単  クラウドライン

ホームページ作成  ホームページビルダー 無料  WIX

ｆ      c      ２  

NIJATOOL　忍者ホームページ

でも、まず、どういう順番で作ればいのでしょう？

そうです、サイトしても、ブログしても

まず、あなたはなにを伝えたいか？から始まるのです。

あなたは、メールを送るとき、自分の文を見なおしていますか？

「そんなめんどい！」と思うなら、一度どの PC にもあるメモ帳を利用してください。

どれくらい書いても、何度でも書き直せるすぐれものです。

実は、このメモ帳が notepad といい、このサイトつくりにかかせないものなのです。

まずは、ブログから、始めよう。いきなりホームページをつくるのではなく、

ブログから、はじめてください。

人気があるブログです！商用も可！

※アフィリエイトされる方はアメーバブログは要注意！

ブログ Ameba (アメーバブログ)　

クイックガイド　http://helps.ameba.jp/qguide/

Seesaa ブログ – 無料のブログ(blog)サービス　

ヘルプ　http://faq.seesaa.net/

※あと各ブログのヘルプをご覧ください！

NIJAブログ　 http://www.ninja.co.jp/hp/

Ｓ o-net 　http://www.so-net.ne.jp/

JUGAM　http://jugem.jp/

ファンブログ　http://fanblogs.jp/

ブログが決まれば、ブログ名もタイトルも

出来るだけこのメモ帳に今日の出来事や思いついたことも書きまくってください。

その中に、あなただけのキーワードが生まれて来ます。

それが、あなたのブログ名・タイトル

ブログの文が出来上がります。　写真があるなら、貼りまくってください。

※プロフィールは必ず記入して、出来れば、自分の写真・イラストは入れて、

ビグなどのアバターがあれば、利用してください。

注意：1 ページつくるときは出来るだけ短くつくりましょう。例芸能人ブログを参考にして！

http://blog.seesaa.jp/
http://helps.ameba.jp/qguide/
http://www.ameba.jp/
http://www.ninja.co.jp/login.html
http://tinyurl.com/y9m4pr8
http://ja.wix.com/
http://cloud-line.com/
http://sitemix.jp/
http://tok2.com/


サイトづくり

１、サイト名　

※決めたら、すぐ検索してその名前があまり載っていなかったら、アクセス件数に繋がる。

２、サイト内容　まずは、自分の自己紹介やこのサイトでなにを伝えていきたいのか決めること

３、まず、メモ帳に色々書いて、納得したら、この文をサイトにコピーして貼り付けてください。

４、そして、ロゴや写真を貼り付けてください。

※ロゴはあればいいですが、なければ、こちらに御相談ください。

ロゴ 1 つ目は無償で作成します。

⇒こちら  をご覧  ください。  

※問合せのメッセージにロゴ希望と書いてください。

５、きれいにつくりたいと思わないでください。

あなたはクリエイターです。感性のおもむくままつくりましょう。

６、何度でもつくり直してください。そこにあなた風のものが出来てきます。

などをぜひ御利用ください。

個人でサイトを持ちたい方！ご覧ください。

■御自分でサイトつくるのが面倒な方、サイト作成・管理致します。下記をご覧になり、

お選びください。

もうおわかりかと思ういますが、

従来の料金と当YSE ホームページプランと

どれくらいなのか  、再度  こちらをご覧下さい！  

あと御希望なら、メルマガにそのサイト紹介を掲載「twitter・facebook に連動」することも可能！

　

　　　　※次のページの画像はホームページは、facebook 内にあるものです。
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facebook      ページ内  ホーム  ページ「メルかーどヤンページ」  

御希望あれば、下記フォームから  お問合せ  下さい。  
http://form1.fc2.com/form/?id=894178 

Copyright(c) 2013　kardyan  all rights reserved
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これは、あのwordpress よりカンタンなブログです！

ファイスブックやツイッターの爆発的ブームの中、

今さらブログなんて・・・・。

ところがブログプラットフォームの｢Tumblr｣が、

昨年後半あたりから異常なほど人気が急上昇している。

1年前にブログ数が 1000万程度であったのが、

今では 10倍近い 9000万を超える。

この｢Tumblr｣タンブラーを使ってみませんか？

詳しい解説やリンク集を掲載しました。楽しんでみて下さい。

Quantcast の調査によると、

Tumblr　Blog　Network の月間ユニークユーザー数が世界で 9000万人を超えている。

米国で 3770万人、日本でも 280万人と、いつのまにか多くのブロガーを抱えている。

Tumblr の動きを無視できなくなったのは、

6月 15日の人気ブログMashable の記事であった。

米国において、Tumblr のブログ数が 2087万に達し、

大手ブログプラットフォームの WordPress を追い抜いたというニュースであった。

Tumblr がこれまでのブログとの違いは、ともかくシンプルであること。

画像中心のビジュアル・マイクロブログを手軽に発信できる。

デザイン指向のブログで、カスタマイズも簡単という。

Tumblr（タンブラー）は、メディアミックスブログサービス。

ブログとミニブログ、そしてソーシャルブックマークを

統合したマイクロブログサービスである。

アメリカの Davidville.inc（現: Tumblr, Inc.）

により 2007年 3月 1日にサービスが開始された。

http://repomaga.jp/get.php?l=492e24aeff
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2011年 3月から日本語ベータ版の提供が開始されている。

ログインすると、記事の投稿やアカウントの管理など

の総合的な管理機能を持つ「ダッシュボード」

と呼ばれるメイン画面が現れる。

記事の投稿はダッシュボードから直接行うか、

あるいはブラウザのブックマークレット、

携帯電話、メール等を使って手軽に行うこともできる。

投稿できるフォーマットは以下のとおり。

テキスト

画像（JPEG・GIF・PNG・BMP形式、最大 10MB まで）

文章の引用

リンク

音声（MP3形式のみ、最大 10MB まで）

動画（YouTube の動画、もしくは Vimeo にアップロードした動画）

インスタントメッセンジャーの会話ログ

Tumblr では Twitter のように他のユーザーをフォローできる。

フォローしているユーザーが記事を投稿するとダッシュボードにリアルタイムで表示され

（Twitter の「タイムライン」に相当）、

それをリブログ（Twitter のリツイート機能に相当、後述）したり、「スキ！」

（Love、Twitter の「お気に入り」に相当）登録したりすることができる。

また自分の投稿に対してリブログや「スキ！」登録が行われると、

その旨が自分のダッシュボードに表示されるので反応を確認することもできる。

もちろん上記の機能を使わずに一般的なブログのように使うこともできる。

ただしブログと違ってトラックバック機能は存在しない。

リブログ (reblog) とは、他のユーザーの投稿を自分のページへと

再投稿する機能である。Twitter の RT（リツイート）機能に相当する。
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リブログすると、元の投稿内容のほかに、

投稿が誰を経由して

リブログされてきたのかわかるように投稿元の情報が自動的に付加される

D:

| C:

|  | B:

|  |  | Posted by A

これは、記事が最初にユーザー Aによって投稿され、

それが B→C→D の順にリブログされてきたことを意味する。

なお、「Posted by」にあたる部分は「via」

 （英語で「～経由で」を意味する）とも表記される。

簡単になんでも投稿できる Tumblr

テキスト、画像、引用、リンク、音声、動画などを、

ブラウザ、携帯電話、パソコン、メールから投稿できます。

色はもちろん、HTMLテーマまで、自由自在にカスタマイズが可能です。

http://www.tumblr.com/about
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リンク１ Tumblr を始めた人へ  A!@attrip　http://attrip.jp/3193

Tumblr でブログを作るメリット

・広告がないのに無料で使える

・容量は無制限（正確には 1日ポスト出来る上限がある）

・独自ドメインを割り当てる事が出来る

・投稿が簡単（スマホやメールからの投稿にも対応している)

・無料デザインテーマが豊富（カスタマイズをする事も出来る）

・Twitter や Facebook との連携にも対応している

・関連ツールが豊富

http://travelhack.jp/2012/05/22/tumblr-theme-custom/

リンク２ちょっとしたサイトならもう Tumblr でいいんじゃない？

と思える 10個の理由  IDEAIDEA

http://www.ideaxidea.com/archives/2011/01/tumblr_rocks.html

リンク３ TUMBLR MOSAIC VIEWER

http://tmv.proto.jp/

リンク４ Tumblr初心者必見！！

日本人ユーザーを効率的にフォローする 3 つの方法  情報蒐集ノート

http://syusyunote.com/tumblr-japanese-follow/

リンク５ Tumblr Port

http://tumblrport.com/jp/

japan japanese でタグ検索

「Tumblr｣タンブラーブログつくりました！

kardyanTumblr http://kardyan.tumblr.com/

他の私のブログです！

Ｂ l ｏｇメルかーどヤン  http://worryout.seesaa.net

Ｓ o メルかーどヤン　http://worryout.blog.so-net.ne.jp/

Ｊかーどヤン　http://kkardyan.jugem.jp/

kardyan マネー情報ブログ http://fanblogs.jp/kardyan/

ナイサイ関西飲み屋情報 http://naisai.blog.fc2.com/

ナイサイ食イモン屋情報 http://kardyan.blog.shinobi.jp/

お小遣い稼ぎなら Seesaa ブログ！！http://bit.ly/ggNs97

Ｙｂメルかーどヤン http://blogs.yahoo.co.jp/worryout206

Ｂかーどヤン http://star.ap.teacup.com/kardyan/
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私がこのシステムを始める前に、「意外なこと」から始めました。

その「意外なこと」を始めるきっかけは、

散々雑誌・携帯サイト・チラシでの業者や　あらゆる業者に

”騙された”借金をつくり、

たくさん支払わされ数千万になったことを

自分の経験を生かし、その”騙された”こと

研究し解決しています。

そこで一人でも多くその人いい方法で

解決しています。

今、いきなり「解雇」「リストラ」が増え

借金問題を抱える人は多い。

また闇金も「ソフトヤミ金」で増加している！

借入れを増やし、払えなくなり

任意整理・破産する前に！

ぜひこの「意外なこと」も見てください。

これではまともな生活が送れないばかりか、

仕事にも大きな影響を与えてしまいます。

現実的な解決は当然として、

精神的なケアと生活面から救出が必要。

どしどしご相談ください。ご相談は無料です。

http://worryout.web.fc2.com/

Email: had76130@ams.odn.ne.jp

携帯なら、http://k.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/worryout/
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http://tinyurl.com/64n5z9


これは、私のメルマガです！　よろしければ、覗いてみてください。

！！只今メルマガ「メルかーどヤン」配信中！！　一度、ご覧ください。

エーマガ

メルマ      1  

メルマ      2  

メイラックス

インフォマグ

メールバンク

Seesaamaga

これは、私が書いたＥブック 「無料電子書籍」です！　

よろしければ、次をご覧ください。

▼只今、Ｅブック（無料）進呈中！ 

無料でダウンロード出来ます！一度ご覧ください！

マネー系

過払いのメリット＆デメリット

■◇貸金業法が変わる？貸金業法改正●

■●貸金業法が変わり、その後？

■◇カードが今、揺れている。 

◇法改正が、カードを変える？●

■ブラックなんてない!

カード

■◇カードが必要で 困っている人や、ニートや、

フリーターや、主婦・自己破産・債務者が 

カードを作る方法

■カードを作る方法

■体験した VISAカード取得方法「TRIAL　VISA」

※アンケート御協力お願いします！※お答えください！

投票　あなたはクレジットカード持っていますか？

http://blog.with2.net/vote/?m=v&id=67693

■●Achan のロト当たってドン　チャレンジレポート

詳しくご覧になりたい方はこのサイトご覧になり、気になる E ブックをダウンロードしてください。

電子書籍の今話題・オススメ情報サイト！◆  kardyanE-BOOK      ストア◆  

★カラー名刺・フライヤー・チラシ・シール・ライター等の印刷を安価で！

”海外のビジネスカード「名刺」もご覧になれます！”

ぷりんとかーどヤン　

http://kardyans.web.fc2.com/page065.html
http://kardyans.web.fc2.com/page078.html
http://blog.seesaa.jp/pages/mailmag/regist/input
http://www.mailbank.biz/form.php?mid=2540
http://www.infomag.jp/Site_49.html
http://www.mailux.com/mm_dsp.php?mm_id=MM426489A0A0103
http://www.melma.com/backnumber_154402/
http://www.melma.com/mag/56/m00136956/
http://amaga.mailmagazine.cc/


ＳＥＯ系

■独占広告を無料で出せてツイッターに載る方法

■アフィリします？

■ためして！短縮 URL

■Facebook「いいね！」で月5億人以上に宣伝できる？

■進化した「いいね！」FBML編　これで、5億人以上に宣伝できる！

■ihpone・スマホから Facebook にブログをシェアする方法

■あなたは、いいね！します？pin してみます？日本語解説版

■勝手にほったらかしで濃いターゲット化された訪問者獲得する方法

■メール文字化け対処法

■メルマガ無料配信システムスタンド「エーマガスタンド利用方法」

■メルマガ無料配信システムスタンド「新エーマガスタンド利用方法」

※アンケート御協力お願いします！※お答えください！

「無料メルマガスタンド利用したことありますか？」

http://blog.with2.net/vote/?m=va&id=73890

■自分のＡＳＰサイトの作り方

■無料 SNSを利用しよう

■仕事探しアフィリエイト

■無料ホームページつくります？

■フライヤーと DMの違い

■「激安で名刺つくりませんか!」

■店サイトデキテマス・ドットコム

■あなたのお店ホームページあります？

■アメ●●ブログにメールフォームの設置方法

※アンケート御協力お願いします！※お答えください！

■誰でも出来る太陽光発電

■あなたでもカンタンに出来る！太陽光発電。 

■誰でも太陽光発電で稼げる

実際の画像はこちらをご覧ください！

※アンケート御協力お願いします！※お答えください！

★太陽光発電をベランダに設置したいですか？ 

以上の電子書籍はこちらで、ご覧頂けます！

kardyanE-BOOK      ストア  

◆生活に関わる電子書籍ストア開店！こちらもご覧ください！

かーどヤン      BOOK      カート  

※御協力お願いします！「電子書籍を読みますか？」

http://blog.with2.net/vote/?m=va&id=81639
http://worryout.cart.fc2.com/
http://kardyans.web.fc2.com/page078.html
http://blog.with2.net/vote/?m=v&id=89025
http://kardyan.web.fc2.com/page018.html


私は、意外な「このこと」

がきっかけで、

様々な情報サイトを展開しております。

どうぞ、よろしければ、ご覧ください。

http://kardyan.web.fc2.com/

 twitter http://twitter.com/kardyan

Facebook http://facebook.com/kardyan

 pinterest:http://pinterest.com/kardyan/

どれか、御利用できれば幸いです。

御購読ありがとうございました。
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※最後に必ずお読みください。



願望実現のための６か条

 

１．あなたが達成したいと思う願望をはっきりさせること。

　　単にお金がたくさん欲しいなどというような願望設定

　　は、まったく無意味なことである。

 

２．達成したいと望むものを得るために、あなたはその

　　代わりに何を”際し出す”のかきめること。

　　この世界は、代償を必要としない報酬など存在しない。

 

３、あなたが達成したいと思っている願望を取得する

　　「最終期限」をきめること。

 

４、願望実現のための詳細ば計画をたてること。

　　そしてまだその準備ができてなくても、迷わずにすぐ

　　行動に移ること。

 

５、達成したい具体的願望、そのための代償、最終期限

　、そして詳細な計画、以上の 4点を紙に詳しく書くこと。

 

６．紙に書いたこの宣言を、1日に 2回、起床直後と就寝直後

　　前に、なるべく大きな声で読むこと※朗読でもいい

　　そのとき、あなたはもうすでにその願望を実現したものと考え

　　そう自分に信じ込ませることが大切である。

 「いつか」などという時は永遠に訪れません。

DO　IT　NOW!　時は今です！

あなたの挑戦ならびに成功を心から応援いたします。

WEB カウンセリングサポーター　たかいひろゆき
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