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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馬場 博に属します。 
 
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 
 
 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html
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まずは、私の自己紹介から。 
 
名前は 馬場 博 と申します。人相は写真の通りです。 
 
出身地 は岐阜県ですが。現在は横浜に在住しています。 
趣味はカラオケ、パソコン、写真、お酒を飲むこと 
実績はパソコン歴がかれこれ３０年以上ありますが、ネットビジネスは数年ぐ

らいです。 
 
経歴は 
 
大学を卒業後、某エンジニアリング会社で電気エンジニアとして２６年、日

本国内および海外のあちこちで活躍 
 
その後、アメリカの大学で日本語教師１年 
 
帰国後、留学関係の会社でパソコンとにらめっこしながら、余暇を使ってネ

ットビジネスをしています。 
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0.  はじめに 

 
横浜在住の馬場博と申します。 
 
皆さんアドセンスとかアフィリエイトとかを PC の無料レンタルサーバーなど

を利用してサイトを構築する場合、サイトデータのアップロードに FFFTPを

利用されている方も多いかと思いますが、 
 
いろいろ作業を進めるうちに FFFTP の設定サイトがかなり多くなってきて

いる方も少なくないと思います。 
 
何とかの拍子にその設定ファイルが壊れたり、同じ設定を他のパソコンでも

利用したいことはありませんか。 
 
今回はそんな方のために、FFFTP の設定ファイルのバックアップと 
他のパソコンへの移植方法をお知らせいたします。 
 
この無料レポート自体はとても簡単です。でもその内容はとても重要です。 
知らないで大量のデータの移植を汗水流して作業しておられるかたもいる

かと思います。昔の私はそうでした。知らないままだと損をするかと思い無

料レポートにしてみました。 
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1. FFFTP 設定移植 

 
以下、動画にて解説いたします。 
 
http://www.warmheart21.com/goodnews/free-report/fffftp-backup/f
ffftp-backup.html 
 
内訳は下記の通りです。とても簡単ですが、知っているのと知らないのとで

は大違いと思いお知らせしています。 
 
まず、FFFTP を起動して、「オプション」「環境設定」「その他」と画面を切り

替え「設定をレジストリでなく INI ファイルに保存する」にチェックし「OK」と

します。 
 
 
次に「接続」「設定」「設定をファイルに保存」として保存場所を指定します。 
例えば、デスクトップに「FFFTP」というフォルダーを作成しその中に保存

します。 
 
そのままですと「FFFTP-Backup.ini」というファイルが自動的にできます。 
このファイルを移動先のパソコンにコピーして 
 
今度は「接続」「設定」「設定をファイルから復元」とすると設定が移植できま

す。 
 

http://www.warmheart21.com/goodnews/free-report/fffftp-backup/fffftp-backup.html
http://www.warmheart21.com/goodnews/free-report/fffftp-backup/fffftp-backup.html
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2. FFFTP 設定ファイルをバックアップ 

 
また c ドライブの「Program Files」の中にある「FFFTP」フォルダー内の

「ffftp.ini」というファイルをバックアップソフトで常にバックアップする設定

にしておければ安心です。 
 
私が利用している無料バックアップソフトは下記からダウンロードできます。 
 
http://www.warmheart21.com/ssl-2/free-present.shtml 
 
 
ID:goodnews 
PASS:suica21

http://www.warmheart21.com/ssl-2/free-present.shtml


 FFFTP の設定バックアップ・他のパソコンへの設定移植 

- 8 – 
Copyright (C) 2009 Hiroshi Baba. All Rights Reserved. 

 

3. 最後に 

 
ここまで読んでいただきありがとうございます。大切なのは、インタネットは

巨大な市場です。でも待っていても誰もどこからも来ることはありません。そ

の手段、きっかけをいかにたくさん持てるかが鍵になってきます。 
 
私の実績に基づき記載しましたが、ここに書いたことが最良と思っているわ

けではありません。この「FFFTP の設定バックアップ・他パソコンへの設定

移植」があなたのお役に立てればと思っています。 
 
 
この他、お役に立つ情報を私のメールマガジンでいろいろお知らせしてい

ます。興味のある方はご登録されることをお勧めします。 
 
http://www.warmheart21.com/goodnews/merumaga/ 
 
-------------------------------------------------  
最近私が作成した無料レポートです。 
きっと、お役に立ちます。 
------------------------------------------------- 
 
◆SEO 対策のバイブル的マニュアル 
http://www.gekizou.biz/38787/3536/ 
 
◆負けない SEO 対策応用編 
http://www.gekizou.biz/39106/3536/ 
 
◆ネットビジネスのバイブル的マニュアル 
http://www.gekizou.biz/39233/3536/ 

http://www.warmheart21.com/goodnews/merumaga/
http://www.gekizou.biz/38787/3536/
http://www.gekizou.biz/39106/3536/
http://www.gekizou.biz/39233/3536/
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◆グーグルアドセンスのバイブル的マニュアル 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47257&rf_mb_cd=11681 
 
◆5 万のつもりが１００万に 
http://www.gekizou.biz/39446/3536/ 
 
◆もう情報商材は買わないでください。 
http://www.gekizou.biz/40015/3536/ 
 
◆オールドドメインの取得の仕方 
http://www.gekizou.biz/40065/3536/  
 
◆音声ファイルの作り方 
http://www.gekizou.biz/40116/3536/   
 
◆あて先無し、不達メール抽出法 
http://www.gekizou.biz/40387/3536/ 
 
◆ 「アドセンス」を一瞬で「楽天」に変更する方法 
http://www.gekizou.biz/40430/3536/ 
 

発行者情報 

 発行者氏名      馬場 博 
 発行者住所      神奈川県横浜市鶴見区東寺尾５－６－１９ 
 連絡先        goodnews@warmheart21.com 
 無料セミナー申し込み http://tinyurl.com/ckvmq3 
 セミナー途中解除   http://tinyurl.com/b447g8 
 メルマガ購読解除   http://tinyurl.com/afk94o 
 過去のメルマガ    http://goodnews-merumaga.seesaa.net/ 

http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47257&rf_mb_cd=11681
http://www.gekizou.biz/39446/3536/
http://www.gekizou.biz/40015/3536/
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mailto:goodnews@warmheart21.com
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 無料プレゼント 
http://goodnews.warmheart21.com/omake/free-present.shtml 
 
  
 
メルマガの登録・解除その他の情報がご覧いただけます。 
http://www.warmheart21.com/goodnews/merumaga/ 
----------------------------------------------------- 

馬場博 

goodnews@warmheart21.com 
----------------------------------------------------- 
 
 

http://goodnews.warmheart21.com/omake/free-present.shtml
http://www.warmheart21.com/goodnews/merumaga/
mailto:goodnews@warmheart21.com
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