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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 
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まーちゃんの「ブログコメント自由自在」 

 

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。 
 
ブログのコメント周りはとても効果的です。 
 
多くの方がされているのがブログランキングを利用したコメントです。つまり

ランキング上位のブログにコメントしていくものです。これはこれなりに効果

があります。被リンクもどんどん増えるし、数もこなせるので SEO 対策上と

ても有効な手段です。 
 
楽天ブログへのコメントという方法も有効です。 
 
ほとんどの場合ビジネス商材系のコメント周りが多く、どこもかしこも同業同

士のコメントのし合いで、長い目で見れば効果が激減するものと思われま

す。 
 
また、狙ったキーワードでのコメントがしづらく的外れなものが多いような気

がします。まったくおかしなコメントも多く、SPAM 判定されるものも多いの

ではないでしょうか。 
 
 

ビジネス商材系以外のジャンルでのブログコメント 
 

そこでお勧めするのが、まずビジネス商材系以外のジャンルです。 
無限といっていいほど、膨大な市場があります。 
 
最初に狙うキーワードを決めます。 
 
そして狙うサイトはそのキーワードを利用して商品を求めるユーザーのブロ

グです。 
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例えば、一例として「ダイエット」したい人のブログを狙うものとします。 
 
どんなキーワードがいいでしょうか。「ダイエット」だけでは商品を売りたい人

のブログも含んでしまいます。 
 
できる限り、商品を買いたい人だけが使うキーワードを思い浮かべます。 
 
ダイエットしているが思うように進まず。体重がなかなか減らない人のブログ

の中身はどのようなキーワードが含まれるか想像します。 
 
色々試してみます。 
 
「ダイエット 体重 減らない」等もいいかと思います。 
 
このように、売りたい商品を決め、それを買いたい人がブログの中で書きそ

うな記事に含まれるキーワードを想像するのです。 
 
 
逆に言うと、購入者自身がブログを書いていそうなジャンルを探し出し、キ

ーワードを決め、そのブログを抽出してコメントを書きます。 
 
こういったジャンルは探してみると結構あります。 
 
病気をしている人、障害を持った人、何かに凝っている人、趣味のブログ

などいくらでもあります。そうしたジャンルでアフィリエイトできる商品を探し

ます。 
 
この方法は、コメント自身が直接ブログ作成者の目に触れ、ブログ作成者

の欲しい内容がコメントに書き込まれているのですぐにコメントした相手の

サイトに見に行きます。内容が合っていれば即購入ということになります。 
 
たとえ、購入されなくても、そのコメントは削除されず残り、効果的な被リンク

となります。この方法はほとんど強豪が存在しないためとても効果があり、

検索順位を１０位以内にすることは簡単です。 
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私の場合ほとんど５位以内です。アフィリエイトをした場合、アフィリエイトし

ているサイトよりも上位に来ることが多くなります。これは PPC ではないので

お金はかかりませんし、強豪も少ないのでとても安定しています。 
 
すでに検索上位にいるブログからの被リンクが多いため、検索上位に上が

るのもほとんど２･３日です。当然コメントのみならず、基本的な SEO 対策を

同時に並行して行います。 
 
 
 

2. どうしてこんなネタを人に教えるか 
 

これは私が実際に行っていてとても効果があります。なぜこれを他の人に

教えるかですが、現在ビジネス系のジャンルでは人があふれ、少ないパイ

をお互いに奪い合っています。 
 
これでは将来がとても危ういと思われます。自分が儲かるためには、周りの

人を儲けさせることが大切だというのが私の考えです。お互いに儲けさせ

あい一緒に裕福になっていくのが理想です。 
 
このため活躍するジャンルを制限せず、思いっきり稼いでもお礼を言われ

こそすれ、誰にも迷惑をかけないというやり方がいいと思っています。 
 
お金もアイデアも流通してこそ始めて役に立ちます。一部の人が独占した

場合そこから不景気が始まります。 
 
したがって、これからもお互いに有効な情報はどんどん出して行こうと考え

ています。期待していてください。 
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3. 具体的な方法 
 

それでは具体的な方法を説明します。 
 
 
一番簡単なのは「コメントホワイトハット」というツールを使うことです。 
 
下記で購入できます。私も使っています。 
http://www.infotop.jp/click.php?aid=52215&iid=28729 
 
 
とても使いやすいのでお勧めです。 
 
 
でも、無料でもできます。原理さえ分かっていれば簡単です。 
「コメントできるブログ」を探せばいいのです。 
 
「新しいコメント -承認 キーワード」と検索します。 
例えば「新しいコメント -承認 ダイエット 体重 減らない」と検索します。 
 
検索して出てきたブログを一つ一つチェックし記事の内容に見合ったコメ

ントを投稿します。 
 
後で確認できるようエクセルなどを利用して「サイト名、URL、記入コメント

の内容、作成日」などを記入した表を作成することをお勧めします。これが

後々あなたの財産になります。メルアドリストを持たなくても直接ユーザー

にアクセスできるからです。さりげなく書いていますがとても重要なことで

す。 
 
 

補足ですが、コメント記入欄にメルアドを記入できる場合が結構ありますが、

できる限りメルアドを記入してください。内容あるコメントならば返信が期待

できるからです。これがあなたのメルアドリストに追加されます。 

http://www.infotop.jp/click.php?aid=52215&iid=28729
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「新しいコメント -承認 ダイエット 体重 減らない」の意味はコメントを許

可しているブログのうち「ダイエット 体重 減らない」をキーワードとして持

っているブログを探すということです。 
 
 
大抵の場合この検索で何１０万サイトと見つかります。これらに対して１日１

０～３０のコメントをすれば 1 ヶ月３００～９００のコメントとなります。 
 
そのサイトを訪問する他の利用者もいますからこの２～３倍の人の目に触

れます。 
 
キーワードの属性がぴったり合っているため、選んだキーワードが効果的

なものならばその効果は素晴らしいものになります。 
 
 
PPC はお金を注ぎ続けなければ稼げませんが、この方法は実績がどんど

ん積み重なっていき、とても効果的な方法なのです。 
 
 

4. コメント内容 
 

せっかく見つけたコメントサイトに記入するコメントはとても重要です。 
あなたが売りたい商品を欲しくて欲しくて仕方が無い人のブログなのです。 
 
間違っても関係ないコメントは書かないでください。できればコメントは２～

３回くらい同一ブログにするつもりで記入します。最初は通常の挨拶から入

り、さりげなく様子を見て２回目ぐらいに自分のサイトに誘導します。友達に

なるくらいのつもりがいいです。 
 
自分のコメントに返信がついたら早速返事を書くことが大切です。相手の

信頼を得るということはビジネスにとってとても大切な基本です。 
 



まーちゃんの「ブログコメント自由自在」 

- 10 – 
Copyright (C) 2009 Hiroshi Baba. All Rights Reserved. 

このコメントは SPAM とはまったく正反対のものです。コメントの内容にもよ

りますが、ほとんどの場合感謝されます。本当に欲しいと思っている人に欲

しいものを紹介するからです。 
 
期待以上に感謝されます。本当に困っておられることがひしひしと伝わっ

てきます。 
 
この方式を実行している人が他にいるかどうかは分かりません。無料レポ

ートを見渡した限りでは同じものは無い様に思われます。自分で考えたや

り方ですから、少なくともオリジナルです。欲しい人に欲しいものを提供す

るというビジネスの基本に基づくとこういったやり方になったわけです。 
 
 
 

5. 最後に 
 
ここまで読んでいただきありがとうございます。 
 
インター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「まーちゃんの「ブログコメント自由自在」」があなた

のお役に立てればと思っています。 
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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/ 
 
◆「私が「稼ぐための無料レポート作成解説書」を買った理由」です。 2009/3/29 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47941&rf_mb_cd=11681 
 
◆私が「ネットビジネス」を始めた経緯（体験談） 2009/4/2 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48003&rf_mb_cd=11681 
 
◆FFFTP の設定バックアップ・他のパソコンへの設定移植  2009/4/7 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48167&rf_mb_cd=11681  
 
◆Outlook Express データ完全バックアップ・他のパソコンへの設定移植 2009/4/9 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48240&rf_mb_cd=11681 
 
◆アドセンス無料メールセミナー 2009/4/11 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48303&rf_mb_cd=11681 
 
◆どこでもキャプチャー  2009/4/16 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48434&rf_mb_cd=11681 
 
◆永久に利用できる申込フォームの作り方 
http://www.gekizou.biz/1000004/3536/ 
 
◆ヤフージャパン サイトマップ登録 
http://www.gekizou.biz/1000661/3536/ 
 
◆まーちゃんの「上手なメルアド管理方法」 
http://www.gekizou.biz/1001476/3536/ 
 
 

http://www.gekizou.biz/40387/3536/
http://www.gekizou.biz/40430/3536/
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47941&rf_mb_cd=11681
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48003&rf_mb_cd=11681
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48167&rf_mb_cd=11681
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48240&rf_mb_cd=11681
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48303&rf_mb_cd=11681
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48434&rf_mb_cd=11681
http://www.gekizou.biz/1000004/3536/
http://www.gekizou.biz/1000661/3536/
http://www.gekizou.biz/1001476/3536/
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◆まーちゃんの「スタイルシートで画像処理」 
http://www.gekizou.biz/1003051/3536/ 
 
◆まーちゃんの「スタイルシート で SEO 対策」 
http://www.gekizou.biz/1002853/3536/ 
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