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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


アドセンス無料メールセミナー 

- 3 – 
Copyright (C) 2009 Hiroshi Baba. All Rights Reserved. 

  もくじ 
 

0. はじめに ...................................................................................5 

1. アドセンス無料メールセミナー ....................................................5 

2. アドセンス無料セミナーの手順...................................................6 

3. 最後に......................................................................................8 



アドセンス無料メールセミナー 

 

まずは、私の自己紹介から。 
 
名前は 「まーちゃん」 こと 「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. 

1. 

 はじめに 

 
横浜在住の馬場博と申します。 
 
現在、数多くの方がネットビジネスに関わり、その多くはなかなか結果を得

られないまま、日々お金と時間を無駄にされているのではないかと、 
 

アドセンス無料メールセミナー 
 
を開講しています。 
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いろいろ努力しているのに、なかなか結果が得られない人に 
 
「アドセンスで収入を得るための作業」を 
 
一つ一つメルマガ形式で進めて 
 
結果を出していただくためのものです。 
  

 
費用はすべて無料です。 
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今，お申し込みが殺到中です。 
 
 
ものすごく、早く進んでいる人も、 
ゆっくりの人もいます。  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
どうしてそんなことをするのかと、疑問を持たれる方も多いかもしれません

が、少しでも多くの方に役に立ちたいという気持ちと、これをすることにより

皆様の疑問、問題点を把握できるというメリットがあると考えたからです。 
 
また、ネットビジネスというのはお互いに顔が見えないからこそ、お互いの

交流が大切であると考えたからでもあります。話が長くなるので省略します

が、これが私のコンセプトです。 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
「アドセンス無料セミナー」は下記の手順にて進めています。 
 
参加者される方の進み具合によっては手順が変更になる場合もありますが

概略下記の通りです。 
 
 

2. アドセンス無料セミナーの手順 

 
◆下準備 
 
１．インターネット口座の開設 
２．有料（無料）サーバーの開設 
３．テキストエディター・ファイル操作の習得 
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◆アドセンス申請 
 
１．アドセンス申請用記事を掲載するブログを開設・設定 
３．アドセンス申請用記事の作成 
４．アドセンス申請 
５．アドセンスが承認された後の作業 
６．何度か申請しているのに、まだ、承認されない方へ 
 
◆アドセンス用サイト記事作成 
 
１．アドセンス掲載用コードの取得 
２．アドセンス用アクセス解析コードの取得 
３．記事作成用キーワードの取得 
４．作成するサイトのイメージ 
５．HP 用スペース 
６．サイトの作り方 
７．サイトの確認 
８．サイト作成記録 
 
 
◆アドセンス用サイトの SEO 対策 
 
実際の、進め方は、こちらから順次お送りするメールの指示に従って 
進めます。一つの作業が終わったら、メールの最後に付けてある 
報告フォームーから報告すると次のメールが送られる形です。 
 
 
一つ一つ終了しないと次に進めないシステムになっています。 
お一人ずつ進み具合が異なってくるかと思われます。早い人で１週間 
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ゆっくりした人だと１ヶ月以上かかるかもしれません。 
  
 
ご希望の方は下記の申し込みフォームからお申し込みください。 
 
 

アドセンス無料メールセミナー申し込み 
http://tinyurl.com/ckvmq3 
 
 
 
分かりづらいところとか、ご質問は随時受け付けます。 
時間の許す限りお返事いたしますが、私の能力の範囲内と 
お考えください。パソコン歴は３０年以上はありますが、 
新しい分野で分からないところがあるかもしれません。 
 
 

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「アドセンス無料メールセミナー」があなたのお

役に立てればと思っています。 
 

http://tinyurl.com/ckvmq3
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-------------------------------------------------  
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/ 
 
◆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/   

http://www.gekizou.biz/38787/3536/
http://www.gekizou.biz/39106/3536/
http://www.gekizou.biz/39233/3536/
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/
http://www.gekizou.biz/40065/3536/
http://www.gekizou.biz/40116/3536/
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◆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 
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 セミナー途中解除   http://tinyurl.com/b447g8 
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メルマガの登録・解除その他の情報がご覧いただけます。 
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----------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------- 
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