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はじめに 

GAMC ではサイトが簡単に作れる「アッチューマ」の利用が推奨されています。アフィリエ

イトサイトを作るために特化されており、簡単でわかりやすいツールです。 

 

ただ、アッチューマは年間に費用がかかりますので、できるだけ格安で進めていきたい、

という人には、、無料のワードプレスがいいかな、と思います。GAMC の説明でも、ワードプ

レスでも構わないと書かれています。 

 

ワードプレスは、ブログソフトウェアとしては最も一般的なもので世界中で利用されてい

ます。今後アフィリエイターとしてたくさんのサイトを作ることを考えると、ワードプレ

スの知識は持っておいて損はありません。 

 

GMAC の動画を見ながら全く同じように進めていきたい場合は、アッチューマを使うほうが

イメージしやすいかと思いますが、慣れればどうということはないでしょう。 

 

ワードプレスが無料と言っても、サーバー上に設置して、ウェブ上で更新作業をしていく

ことになりますので、サーバーのレンタル代は必要になります。 

 

無料サーバーを使う手もありますが、無料サーバーだとサーバー会社の広告が出たり、サ

イトやブログがいきなり削除されたりするリスクも有りますので、資産構築を目指すので

したら、安いものでも有料サービスをおすすめします。 

 

私のおすすめはロリポップ！レンタルサーバーです。 

 

https://lolipop.jp/ 

 

ロリポップ！なんてふざけた名前ですけど、中身はちゃんとしております。 

 

他にも Xサーバーや、さくらサーバーなど、メジャーで使いやすいサーバーもありますが、

費用と使いやすさと、セキュリティの面で私はロリポップ！を最も多く使っています。 

 

ただし一番格安のコロリポプランではワードプレスが使えないので、ライトプラン以上の

プランに契約することになります。 

 

費用の比較 
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アッチューマを利用する場合 

A プラン 年間 8,000 円（税別） 

B プラン 初回 19,500 円（税別）年間 2,500 円（税別） 

 

ワードプレスを利用する場合 

サーバーレンタル料 ロリポップライトプラン 初期費用 1,500 円 年額 3,000 円(税別） 

（初期費用無料キャンペーンはしょっちゅうやっています。） 

 

ドメイン費用は別途必要になります。これはアッチューマでもワードプレスでも同じです。 

ドメインの種類や管理会社によりますが、年間 1000 円前後必要です。 

 

 

ところで、 

ワードプレスって何？ 

ワードプレスというのは、無料のブログソフトウェアです。ブログというのは、ウェブロ

グの略でして、インターネットという電子の世界の情報保存庫、といったような意味です。 

 

ブログは個人の日記から企業のお知らせまでいろいろありますが、常に最新記事をトップ

ページで見せて、過去の記事は、どんどん過去ログに保存されていくという形になってい

るものが多いです。 

 

これにたいして、いわゆるサイトというのは、トップページは固定されています。トップ

ページからリンクをクリックすると、細かいカテゴリーのページに移動するような構造に

なっているサイトが多いですが、1ページで完結しているサイトも多くあります。 

 

更新記事がどんどん溜まっていくサイトもありますので、明確な区別をすることもないで

すが、おおざっぱにいってブログとサイトの違いはそんなところです。 

 

ワードプレスでは、どちらの形でも作ることができます。 

 

ブログの様式というか、外観を決めるテンプレート（ワードプレスではテーマといいます）

を変更することで、いかような形にもカスタマイズすることができます。 

ワードプレスのテンプレートは、初期設定から用意されているものから、プログラムに詳

しい人が作った有料無料のものまで無数に出回っております。 
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アフィリエイト用に特化されたテンプレートもたくさんありますが、このレポートでは、

アフィリエイターに人気のある無料テンプレートの一つ「Simplicity」に絞ってご紹介し

ます。 

 

アドセンスに適した形になっており、GMAC を実践するのにも相性が良いかと思います。 

 

サーバーって何？ 

インターネットの全体像をイメージできていないとわかりにくいので、そこから簡単に説

明します。、 

 

インターネットというのは、電子情報が漂う宇宙です。（余計にわかりにくくなった？？） 

 

といっても電子情報は空中に浮かんでいるわけではなくて、サーバーという箱のなかにあ

ります。サーバーはホストコンピューターとも言います。 

 

サーバーは色んな所にあります。個人所有の小さなものもあるし、でっかいサーバーをい

くつも管理しているサーバーの会社もあるし、Google とかの大企業や、軍事用施設のサー

バーは、頑健な建物とか地底の核シェルターとか、あちこちに分散されていて所在地は隠

されています。（テロリストに攻撃されないように？？） 

 

サーバーはインターネットの世界につながっており、サーバーの中にある情報は、世界の

どこからでも見ることができます。 

 

サーバー内の情報にアクセスするためには、http://～～～という、URL につなぐ必要があ

ります。URL は住所というか、電話番号みたいなものです。アドレスといったりもします。 

 

（ちなみに、その URL を調べる電話帳の役割をするのが、google や Yahoo!といった検索エ

ンジンです。） 

 

パソコンで作ったデータは、そのままでは人に見られることはなく（ハッキングとかは除

く）、人に見せるにはサーバーにアップして、URL をお知らせする必要があります。 

 

個人でサーバーを持つのは、かなり専門知識が必要なので、通常はレンタルサーバーの会

社と契約して、サーバー内の一定の容量を借りるという形になります。 
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レンタルサーバーの会社は、多くの人や会社に容量を貸し出すことで商売をしております。 

 

月額 100 円という格安プランから、膨大な情報処理のできる月額何万円というようなプラ

ンも有ります。 

 

最安プランだとデータベースが必要なワードプレスが使えなかったりしますので、レンタ

ルするときは、その点注意です。 

 

私のおすすめするロリポップ！のライトプランなら、ワードプレスを簡単インストールで

きる機能もついていますので、操作も楽です。 

 

ドメインって何？ 

ドメインというのは、先ほどの http://の後ろに続く文字列です。 

○○○.com とか、○○○.net とかいうものです。同じものは世界にふたつと存在しません。 

 

サイトのトップページの URL が、http://○○○.com、 

下層ページは、 

http://○○○.com/□□□/△△△・・・という風に URL は長くなっていきます。 

 

ドメインを使うためには、ドメインの管理会社から取得しないといけません。 

取得といっても、これも借りているようなもので、年間利用料が必要です。 

アルファベット表記だけでなく、日本語ドメインもありますし、.com や.net 以外にもいろ

んなドメインができていて、値段もいろいろです。 

 

最初の取得料は安くても（77 円とか）、翌年の更新料が高かったりする新ドメインもあるの

で、注意が必要です。昔ながらの.com や.net が無難ではあります。ただし希望する文字列

は既にだれかに使われていることが多いです。そこは、文字や数字を足して工夫して取る

のが良いでしょう。 

サーバー貸出とドメイン販売は別のサービスですが、ムームードメインというサービスは、

ロリポップ！と同じ会社なので、設置が楽です。というわけで、ここではムームードメイ

ンをおすすめします。 

 

ムームードメイン 

https://muumuu-domain.com/ 
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ちなみに、GMAC の教材では、X サーバーとバリュードメインの組み合わせが紹介されてい

ます。そちらでも全然構いません。Xサーバーでも、ワードプレスの簡単インストールはで

きます。 

 

ただ、X サーバーは年間 12,000 円かかるので、ちょっと高いですね。安く済ませるならロ

リポップ！がおすすめ。 

 

ワードプレス設置の手順 

大雑把な流れです。 

 

①ムームードメインで取得したいドメインを取得。 

 ↓ 

②ドメインを取得すると、ムームードメインのサイト内で、関連サービスの案内がありま

すので、その流れでロリポップ！の申し込み。 

 ↓ 

③ロリポップ！にドメインを設置。 

 ↓ 

④ワードプレスを簡単インストール。 

 ↓ 

⑤Simplicity を、自分のパソコンにダウンロード。 

 ↓ 

⑥ワードプレスのテーマに、ダウンロードした simplicity をアップロードさせる。 

 ↓ 

あとのブログの設定は、GAMC のマニュアルにそって進めてください。 

 

という流れになります。 

 

一つ一つ手順をご案内していきます。 

 

ドメイン取得 

ムームードメインのサイトを見てみましょう。 

https://muumuu-domain.com/ 
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「お気に入りのドメインを見つけよう」というところに、欲しい文字を入れます。 

 

たとえば tacchan といれると、「.com」おところが「X」になっています。「tacchan.com」

は、既に誰かに使われているので取得できないということです。 

 

 

 

日本語のドメインも選べます。 
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「たっちゃん.com」はとれますね。しかし、「たっちゃん.com」なんてドメインを見ても、

なんのこっちゃ、ですから、もっとサイトの内容がわかるようなドメインを選ぶのがいい

です。 

 

例えば、趣味のスノーボードのサイトを作るなら「sunobo-daisuki.com」みたいなかんじ

がおすすめです。 

 

梅宮辰夫のブログを作るなら「たっちゃん.com」はなかなかいいように思いますけど。 

 

ずいぶん安売りしているドメインもありますが、更新料が高い場合もありますので要注意

です。アドセンスのサイトはながく運営していくことになりますから、.com や.net という

一般的なドメインが無難です。 

 

GAMC のマニュアルでも、安価ドメインのリスクが書かれていますので、よく読んでくださ

いね。 

 

ドメインを選ぶと、初めてムームードメインを利用する人は新規登録をして、次に進みま

す。パスワードは忘れないように控えておきましょう。 
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こんな画面になります。 

「ホスト登録できません。」と書いてありますが、これは自宅サーバーに設置する人にむけ

てのメッセージですので、気にしなくていいです。 

 

ドメイン設定のところに、「Whois 情報」とありますが、「弊社の情報を代理公開する」のま

まにしておくのがおすすめです。 

 

「登録者情報を公開する」にすると、ドメインの使用者の個人情報が見れてしまいまして、

海外から「ドメインの期限が切れたから金払え！」というような詐欺メールが来て鬱陶し

いです。 

 

ネームサーバー（DNS）のところも、ロリポップ！レンタルサーバーを使うなら、このまま

でいいです。他のサーバーを利用する場合は変更する必要があります。 

 

ムームーメールは、そのドメインでメールアドレスを作りたいなら契約してもいいですが、

費用もかかるし、別に使わないなら、チェックは外しておきます。（日本語ドメインの場合

はどのみち使えません。） 

 

お支払い方法を選びます。コンビニ払いや銀行振込も選べますが、めんどくさいし、時間

のロスがありますので、クレジットカードかおさいぽが便利です。大量のドメインを管理

する場合、おさいぽを利用すれば、毎度毎度クレジットカードの情報を入力しなくてすみ

ます。 

 

自動更新設定は、チェックを入れておくと更新忘れでドメインが無効になるのを防げます。 

作ったサイトは長く運営する予定ですから、チェックを入れておけばいいですね。 

 

次のページの連携サービスお試しで、ロリポップ！を選んでおきます。あとから別に契約

もできますが、今やっておけば手っ取り早いですね。 

 

次のページで利用規約に同意して、申し込みます。 

 

支払い手続きをして、料金を支払うと、支払完了のメールが送られてきます。クレジット

かおさいぽを利用すれば、すぐメールが来るので、スムースに次の作業に進めます。 

 

メールが来たら、ムームードメインのコントロールパネルにログインします。未取得ドメ

インが表示されているはずですので、取得してください。 

10 
 



これで、ドメイン取得は OK です。 

 

ロリポップ！にドメインを入れる 

ロリポップと契約すると、メールでアカウント情報やサーバー情報を送ってくるので、コ

ピーするなり、エクセルで記録するなりして保存しておきましょう。大切な情報です。他

人にサーバーの中をいじられては大変なので、人に見られてはなりません。 

 

ユーザー専用ページに ID とパスワードを入れてログインします。 

 

ロリポップ！には、10 日間のお試し期間がありますが、試していないでとっとと支払うほ

うが良いです。あとで払おうと思っているうちに 10 日が過ぎて、サイトが表示されなくな

ってパニックに陥る人がけっこういます。笑ってますがホントです。 

 

ログインしたら、独自ドメインのところ（赤い丸のところ）をクリックします。 

 

 

「独自ドメイン設定」を選びます。 
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さきほどムームードメインで取得したドメインを、間違えないように設定します。 

日本語ドメインの場合は、「日本語ドメインはこちらから登録できます。」というところを

クリックして進みます。 

 

公開アップロードフォルダというのは、自分が借りたサーバーの内部にフォルダを作るこ

とです。フォルダの中にワードプレスを入れてブログを作っていくことになります。 

 

ドメインが一つだけならフォルダ分けしなくてもいいですが、今後いくつもブログを増や

すためにドメインを設置していくことも考えて、公開アップロードフォルダは作っておき

ましょう。 

 

公開アップロードフォルダの名前はわかりやすいものにしておくのがおすすめです。私は、

ドメインと同じ名前にしています。（日本語はダメなのでローマ字に変えたりしてわかりや

すくしています。） 

 

独自ドメインのチェックをクリックして、問題なければ OK です。（以前ほかの人が取得し

ていてサーバーに設置したままだったりすると、問題がでるようです。その際はロリポッ

プ！に問い合わせてください。） 

 

ドメインがインターネット上に反映されるまで、少し時間がかかりますので、ちょっと休

憩して待ってください。 

12 
 



ムームードメインとロリポップ！の組み合わせなら、たぶん 15 分かそこらで反映されます

が、他の組み合わせだと、1日かかったりもします。 

 

ワードプレスをインストールする 

ロリポップでは、データベースの作成などのめんどくさい操作をしなくても、ワードプレ

スが簡単にインストールできます。 

 

 

 

赤い丸のところをクリックすると、ワードプレスの設定画面になります。 
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インストール先 URL は、先ほど取得したドメインを選びます。「 / 」（スラッシュ）」の

後ろは空けておいてよいです。 

 

「利用データベース」はそのままで。 

 

「サイトのタイトル」は「スノーボード大好きブログ」など、良いタイトルを付けてくだ

さい。（このあたりは GMAC マニュアル参照のこと。） 

 

「ユーザー名」は、半角英数字で記載してください。ワードプレスの管理画面に入る時の

アカウントになります。 

 

「パスワード」は、なるべく長く、英数字の大文字小文字、記号も混ぜてフクザツなのが

良いです。覚えられないと思うので、パスワード管理ツールを使うのがおすすめ。（別途特

典のマニュアルを参考にしてください。） 
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ワードプレスは世界中で使っている人が多いので、ハッカーの標的になりやすいのです。

フクザツなパスワードで守りましょう。 

 

「メールアドレス」は、普段見るメールアドレスを入れておきましょう。ブログに 

コメントが入ったとか、アップデートのお知らせが送られてきます。 

 

設定方法の細かい部分は、ロリポップ！のマニュアルにもありますので、参照してくださ

い。 

https://lolipop.jp/manual/user/applications-wordpress/ 

 

簡単インストールが完了すると、管理者サイト URL が表示されますので、そちらからログ

インできます。 

 

今後は、ロリポップ！からではなく、直接こちらの URL からログインするのが良いでしょ

う。 

 

通常は、「 http:ドメイン/wp-admin/ 」というのが管理画面の URL になります。（特に高

いセキュリティを施した場合は違う URL になることがあります。） 

 

ワードプレスにログイン 
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ワードプレスのログイン画面はこんなにシンプルです。ユーザー名とパスワードを入力し

てログインします。ダッシュボードという管理画面になります。 

 

次に各設定に進むわけですが、テーマを「simplicity」で進めていきたいので、まず

「simplicity」のサイトに移ることにします。 

 

ログイン画面はそのままにしておいて別タグで、simplicity のサイトを開けてください。 

 

なお、ワードプレスにログインしようとすると、アクセス制限されてログインできない場

合があります。これはロリポップ！のセキュリティ機能が働いているためで、普段と違う

ip アドレス（パソコンや Wi-Fi など）でアクセスしようとした時にはじかれるようになっ

ているためです。 

 

表示された画面の説明に従って、アクセス制限を解除してください。 

 

Simplicity のダウンロード 

Simplicity は無料で使えるアフィリエイターに人気のテンプレートです。アドセンス広告

を貼るスペースがはじめから用意されています。 

 

ワードプレスのもともとのテンプレートは、デザインが美しいのですが、いまひとつアフ

ィリエイトをするには使いづらいです。アフィリエイターで、もともとのテンプレートを

利用している人は皆無でしょう。 

 

有料テンプレートでは、デザインも美しくアフィリエイトにも適したテンプレートもあり

ますが、無料のものでも最近は非常にクオリティが高くなっています。 

 

私は simplisity を使い慣れているのでおすすめしていますが、他にも STINGER（スティン

ガー）、Gush（ガッシュ）といった無料のテンプレートも、アフィリエイターに人気があり

ます。 

 

いずれもブログ向きのテンプレートで、デザインはあっさりしていてシンプルです。 

 

Simplicity は、こちらからダウンロードできます。 

 

http://wp-simplicity.com/downloads/downloads2/ 
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simplicity2 になっていますが、今後はこちらをバージョンアップしていくそうなので、こ

ちらを利用していったほうがいいでしょう。 

 

ダウンロードのボタンをクリックすると、パソコンのダウンロードフォルダに、

simplicity2.0.4.zip というような、ZIP ファイルが入ります。 

 

ZIP ファイルとは圧縮ファイルのことですが、解凍しないでこのままにしておきます。 

 

ダウンロードフォルダというのは、マイコンピューター＞ローカルディスク＞ユーザー＞

ユーザー名＞ダウンロードです。 

 

蛇足ながら… 

 

パソコンに詳しくない人は、ここにやたらファイルがたまっていたりしますが、解凍した

りインストールしたりしたあとの圧縮ファイルは基本的に不要になります。 

 

必要なデータは他のフォルダに移動させて、ダウンロードフォルダは、いつも空っぽにし

ておくと整理整頓になってよいです。 
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ワードプレスのテーマを Simplicity に変更する。 

ふたたびワードプレスの管理画面に戻ってください。こちらがダッシュボード（管理画面）

です。 

 

 

 

「外観」というところにマウスポインタを重ねていくと、「テーマ・カスタマイズ・ウィジ

ェット・メニュー・ヘッダー・背景・テーマの編集」とでてきますので、「テーマ」をクリ

ックします。 

 

すると、テーマの管理画面になります。ワードプレスで「テーマ」というのは他で言うい

わゆるテンプレートのことです。 

 

下の見本は私のワードプレスの管理画面です。すでに simplicity が入っておりますが、新

規で作成したワードプレスには、ワードプレス純正のテーマが並んでいます。 

 

下の見本にはいろいろなテンプレートも入っていますが、いろいろ試行錯誤した痕跡です。

結局 Simplicity に行き着きました。 
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「新規追加」をクリックします。 

 

 

 

「ファイルを選択」をクリックして、先ほどのダウンロードフォルダにダウンロードした

Simplicity の.zip ファイルを探してアップロードして、有効にします。 
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これで、ワードプレスのテーマ（テンプレート）が Simplicity に変更されました。 

 

この先は、Simplicity のマニュアルと GAMC のマニュアルに従って進めてください。 

 

Simplicity のおすすめ初期設定はこちらにわかりやすく説明されています。 

 

http://wp-simplicity.com/initialization/ 

 

 

わからないとことがありましたら、質問メールを頂けましたら、お答えいたします。（特典

に関して。GAMC の質問は、秀吉さんのメールサポートを受けてください。） 

 

メールサポートは 90 日間です。 

 

mail@gondolaltd.com 

 

件名は 

【GAMC たっちゃん特典質問】としてください。（見落とさないようにするため） 

 

では、がんばってくださいね！ 
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