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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 「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.  はじめに 
 
横浜在住の馬場博と申します。 
 
スタイルシートが SEO 対策に効果があると私の無料レポート「まーちゃん

の スタイルシートで SEO 対策」で説明していますが、 
 
■まーちゃんの「スタイルシート で SEO 対策」 
http://www.gekizou.biz/1002853/3536/ 
 
続いて、具体的にスタイルシートをどう使うのかを項目ごとに説明していき

ます。 
 
本資料ではスタイルシートを使って画像を処理（利用）する方法について

説明します。大きくは下記の通りです。 
 

１． ヘッダー画像処理 
２． タイトル画像処理 
３． シート全体の背景画像処理 

http://www.gekizou.biz/1002853/3536/
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1. 前準備 
ここでは、スタイルシートとして「main.css」という外部スタイルシートを利用

すると言う前提で話を進めます。また、全体のイメージとしては下記のような 
ページを作成するものとします。 
 

 
ヘッダー画像 
 
タイトルー１ 
 
本文―１ 
 
タイトルー２ 

 

 
本文―２ 
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2. ホームページのレイアウト 
効率よくスタイルシートを作成するには、まず、ホームページ全体のレイア

ウトを下記のようなブロックに分けます。そして、各ブロックに名前をつけま

す。 
 
body 
 
page-zentai 
header 

ヘッダー画像 

h1 

p 

 
h2 
タイトルー１ 
honbun-1 
本文―１ 
 
 
h2 
タイトルー2 
honbun-2 
本文―２ 
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3. スタイルシートを利用したホームページの HTML 
 
これをスタイルシートを利用すると HTML は下記の様になります。 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
<html> 

<head> 

<title></title> 

<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"> 

<link rel="stylesheet" href="main.css" type="text/css"> 

</head> 

<body> 

<div class="page-zentai"> 

<div class="header"> 

<h1> ページのメインタイトル</h1> 

<p>ページの説明</p> 

</div> 

<h2>タイトルー1</h2> 

<div class="honbun-1">本文―１<BR> 

<BR> 

<BR> 

</div> 

<h2>タイトルー２</h2> 

<div class="honbun-2">本文―２<BR> 

<BR> 

<BR> 

</div> 

</div> 

</body> 

</html> 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3.1. HTML 解説 

 
<link rel="stylesheet" href="main.css" type="text/css"> 
 
「main.css」を外部スタイルシートであると定義しています。 
 
<div class="page-zentai"> 

 

ページ全体のブロックのスタイルが外部スタイルシートの

「page-zentai」というところに記載していると定義 

 

<div class="header"> 

 

「header」のブロックのスタイルが外部スタイルシートの「header」

というところに記載していると定義 

 

<div class="honbun-1">本文―１<BR> 

<BR> 

<BR> 

</div> 

<h2>タイトルー２</h2> 

<div class="honbun-2">本文―２<BR> 

<BR> 

<BR> 

</div> 

 
「honbun-1」「honbun-2」のブロックのスタイルが外部スタイルシー

トの「honbun-1」「honbun-2」というところに記載していると定義 
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4. スタイルシートサンプル 
一番簡単なスタイルシートのサンプルを作ってみました。下記 URL をクリッ

クするとサイトがご覧いただけます。ほとんど何も記載の無いホームページ

ですがスタイルシートの効果が確認できます。 
 
http://www.warmheart21.com./goodnews/free-report/css-gazou/ 
 
 
 
スタイルシートのサンプル 
--------------------------------------------------------- 
body { 
 background:#dcdcdc; 
 padding:0; 
 margin:0; 
 text-align:center; 
 
} 
.page-zentai{ 
 background:#fff url(back.gif) repeat-y; /*サイドバー画像*/ 
 width:780px; 
 font-size:16px; 
 color:#333; 
 text-align:center; 
 margin:0 auto; 
 
} 
 
 
.header{ 
 background : url(header.gif) no-repeat;/*ヘッダーの背景画像

*/ 
        width:760px; 

http://www.warmheart21.com./goodnews/free-report/css-gazou/
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 height:240px; 
        margin:0 0 15px 0px; 
} 
 
.header p { /*サイトの説明*/ 
  text-align:left; 
  margin-left:20px; 
  padding-top:30px; 
 color:#ffffff; 
} 
 
h1 { /*サイトのメインタイトル*/ 
 text-align:left; 
 margin:0 0 0 20px; 
 padding-top:30px; 
 font-size:20px; 
 color:#ffffff; 
} 
 
h2 { 
  width:760px; 
  background : url(title.gif) center;/*タイトルの背景画像*/ 
  padding:3px 5px; 
} 
 
.honbun-1{ 
 width:760px; 
 background:#ffffff; 
 padding:5px; 
 text-align:left; 
 font-size:16px; 
} 
 
.honbun-2{ 
 clear:both; 
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 width:760px; 
 background:#ffffff; 
 padding:5px; 
 text-align:left; 
 font-size:16px; 
} 
 
 
 
 
上記 HTML で色々試してみたい方は関連資料をダウンロードできますの

で試してみてください。 
 
http://www.warmheart21.com./goodnews/free-report/css-gazou.exe 
 
 
 
この資料でお伝えしたいことは、スタイルシートをマスターするということで

はなくて、スタイルシートを利用すると画像を利用したページも、HTML に

はほとんど関係なく表現でき、背景画像と設定することによりその部分に 
自由に文字が記入できると言うことです。 
 
HTML そのものがとてもすっきりとし、SEO 上とても効果のあるページが 
できることになるということを理解いただければと思います。 
 
スタイルシートそのものは特に難しいものではなく、見た目そのままで、 
各要素、クラスに対して見せ方の設定を定義しているだけです。 
 
個々の詳細に関しては、常識的に分かるかと思いますが、 
スタイルシートの詳しい説明は下記をご覧ください。 
http://www.tohoho-web.com/css/index.htm 
 
スタイルシートがはじめての方にとってはいきなりは難しいかと思われます

が、一から教科書を読むというよりは、すでに出来上がっているものを元に 
少しずつ手を加えてご自分なりに理解していく方法がもっとも実践的かと 

http://www.warmheart21.com./goodnews/free-report/css-gazou.exe
http://www.tohoho-web.com/css/index.htm
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考えています。 
このままでも、十分使用に耐えると思われますが、ご自分なりにいろいろア

レンジしていく中で、本当の実力となっていくかと考えています。 
 
スタイルシートは SEO に効果がある、スタイルシートはそれほど難しくない

ということをベースに今後はスタイルシートを少しずつでも利用いただけれ

ばと思っています。 
 

5. 今回のページ設定の考え方 
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5.1. Body ブロックのスタイル 

 
body { 
 background:#dcdcdc; 
 padding:0; 
 margin:0; 
 text-align:center; 
} 
 
全体背景色、配置等、全体画面の見え方を定義しています。 

 
 

5.2. シート全体の背景画像処理 

 
今回選んだページは横幅７８０PX（ピクセル）の外枠の中に、７６０PX
の部品を並べた形です。 
 
.page-zentai{ 
 background:#fff url(back.gif) repeat-y; /*サイドバー画像*/ 
 width:780px; 
 font-size:16px; 
 color:#333; 
 text-align:center; 
 margin:0 auto; 
 
まず、外枠に５PX の水色の枠を設定し、「back.gif」という画像を作成

しました。「repeat-y」というのは縦向きにリピートすると言う意味です。

これでページの頭から最後までこの「back.gif」が並ぶことになります。 
 
画像の配置等を正確に決めるのには「IＢM ホームページビルダー付

属のウェブアートデザイナー」が役に立っています。 
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5.3. ヘッダー画像処理 

 
「header.gif」という画像を背景画像とし、この中に自由にメインタイトルと 
説明文が入れられるようにしました。メインタイトルは「h1」と言う要素を指定

しているので検索エンジンに対してはこの部分を最重要キーワードである

と認識します。 
 
.header{ 

background : url(header.gif) no-repeat;/*ヘッダーの背景画像*/ 
  width:760px; 

height:240px; 
margin:0 0 15px 0px; 

} 
 
.header p { /*サイトの説明*/ 
  text-align:left; 
  margin-left:20px; 
  padding-top:30px; 

color:#ffffff; 
} 
 
h1 { /*サイトのメインタイトル*/ 

text-align:left; 
margin:0 0 0 20px; 
padding-top:30px; 
font-size:20px; 
color:#ffffff; 

} 
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この部分は最初に目に触れる部分ですから、できるかぎり印象的な画像を

用意されるのが好ましいかと思われます。無料で利用できる画像が割りとあ

ります。下記を参照ください。 
 
クリップアートとメディア ホーム ページ - Microsoft Office Online 
http://office.microsoft.com/ja-jp/clipart/default.aspx?cag=1 
 
プロカメラマンの無料写真素材・著作権フリー画像素材のリンクスタイル  
http://www.linkstyle.co.jp/ 
 
写真素材  [フォトライブラリー]  
http://www.photolibrary.jp/ 
 
無料写真素材  p-fan.net  
http://p-fan.net/ 
  
写真素材 足成【フリーフォト、無料写真素材サイト】  
http://www.ashinari.com/ 
  
 
0 円の WEB 素材屋さん   
 http://www.image-seed.com/ 
 
無料素材/web 素材/テンプレート素材 
  Design Webhouse 
   http://design-warehouse.tip3s.net/ 

http://office.microsoft.com/ja-jp/clipart/default.aspx?cag=1
http://www.linkstyle.co.jp/
http://www.photolibrary.jp/
http://p-fan.net/
http://www.ashinari.com/
http://www.image-seed.com/
http://design-warehouse.tip3s.net/
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5.4. 画像編集ソフト 

 
どれが一番いいか一概には言いがたいものがあります。目的にあわせて使

い分けていると言うのが正直なところです。 
 
私が使っているのは 
 
１． IGM ホームページビルダー付属のウェブアートデザイナー 
２． PAINT NET 
３． PAINT SHOP 
 
です。 
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5.5. タイトル画像処理 

 
h2 { 
  width:760px; 
  background : url(title.gif) center;/*タイトルの背景画像*/ 
  padding:3px 5px; 
 
７６０PX ｘ ４０ＰＸの 水色のバナーにグラデーションをかけてこれを

背景画像にし中に文字を自由に書けるようにしました。色は全体を統

一させる目的で水色にしました。 
 
 

6. 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「まーちゃんの「スタイルシートで画像処理」」があな

たのお役に立てればと思っています。 
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7. まーちゃんの自作商材 
 
私が作成したＳＥＯ商材「●SEO 対策ハンドブック」です。 
http://www.warmheart21.com/goodnews/seo/ 
 
その他の商材は下記をご覧ください。 
http://www.warmheart21.com/goodnews/shouzai-marchan/ 
 
 
 

8. 無料レポート 
-------------------------------------------------  
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。 
------------------------------------------------- 
 
最近私が作成した無料レポートです。 
 
◆SEO 対策のバイブル的マニュアル 2009/3/1 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47039&rf_mb_cd=11681 
 
◆負けない SEO 対策応用編 2009/3/3 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47125&rf_mb_cd=11681 
 
◆ネットビジネスのバイブル的マニュアル 2009/3/5 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47202&rf_mb_cd=11681 
 
◆グーグルアドセンスのバイブル的マニュアル 2009/3/6 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47257&rf_mb_cd=11681 
 
◆5 万のつもりが１００万に 2009/3/8 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47335&rf_mb_cd=11681 
 

http://www.warmheart21.com/goodnews/seo/
http://www.warmheart21.com/goodnews/shouzai-marchan/
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47039&rf_mb_cd=11681
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47125&rf_mb_cd=11681
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47202&rf_mb_cd=11681
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47257&rf_mb_cd=11681
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47335&rf_mb_cd=11681
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◆もう情報商材は買わないでください。 2009/3/20 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47671&rf_mb_cd=11681 
 
◆オールドドメインの取得の仕方 2009/3/21 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47703&rf_mb_cd=11681  
 
◆音声ファイルの作り方 2009/3/22 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47725&rf_mb_cd=11681   
 
◆あて先無し、不達メール抽出法 2009/3/27 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47884&rf_mb_cd=11681 
 
◆「アドセンス」を一瞬で「楽天」に変更する方法 2009/3/28 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47941&rf_mb_cd=11681  
 
◆「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 
 

http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47671&rf_mb_cd=11681
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47703&rf_mb_cd=11681
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47725&rf_mb_cd=11681
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47884&rf_mb_cd=11681
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47941&rf_mb_cd=11681
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
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◆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/ 
 
 
◆まーちゃんの「スタイルシート で SEO 対策」 
http://www.gekizou.biz/1002853/3536/ 
 
 

9. 自宅セミナー ・ GoodNews 塾 
自宅セミナーとか GoodNews 塾とかも随時開催しています。 
とても好評です。沢山の参加者がいます。 
 
 自宅セミナー   http://www.warmheart21.com/business-seminar/ 
 GoodNews 塾  http://www.warmheart21.com/juku/ 

 

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/ 
 無料プレゼント 
http://goodnews.warmheart21.com/omake/free-present.shtml 
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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。 
http://www.warmheart21.com/goodnews/merumaga/ 
----------------------------------------------------- 

馬場博 

goodnews@warmheart21.com 
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