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著作権について 

「58 秒で設置可能！超美麗エフィシャント⽤テンプレート」（以下、本教材と

表記）は、著作権法で保護されている著作物です。本教材の使⽤に関しまして

は、以下の点にご注意ください。 

★ 本レポートの著作権は【伊藤裕介】にあります。 

★ 【伊藤裕介】の書⾯による事前許可無く、本レポートの⼀部または全部を

あらゆるデータ蓄積⼿段（印刷物、電⼦ファイルなど）により、複製、流⽤お

よび転売（オークション含む）することを禁じます。 

 

なお、こちらの無料レポートをダウンロードいただきました⽅は、 

私、【伊藤裕介】（メールマガジンの発⾏者）によって、 

伊藤裕介のメールマガジンに代理登録されます。 

あらかじめ、ご了承ください。 

 

◆メールマガジン発⾏者情報 

発⾏⼈：  伊藤裕介 
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■ プロフィール 
 

 
 

はじめまして、伊藤裕介です。 

 

⾃分⾃⾝がさらに⾃由になる為に、 

そして、同じような仲間を増やす為に、 

メルマガ＆ブログで情報発信をしています。 

 

WEB システムの管理会社で、 

WEB デザイン、サイト制作・管理をやってました。 

 

ありがちな話ですが、 

会社の業績が悪化、給料の遅配発⽣を期に退職。 

 

退職のタイミングを逃した同僚は、 

給料をもらえずに会社は倒産。 

 

ちょうどその頃、ネットビジネスを始めました。 

どうぞ、よろしく！ 

 
 いとうゆうすけ 
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1. ⾒た⽬は⼤事 
 

このレポートを読んでくださっているあなたであれば、 

私があらためて⾔うまでも無く、「⾒た⽬」が 

他者に与える影響に気づかれてる事でしょう。 

 

 説得⼒ 

 ⾃⼰主張 

 

⾒た⽬が良いほうが「説得⼒が増します」。 

そして、他のブログと違うデザインであることで、 

あなたの「個性」が訪問者の⽅に伝わります。 

 

レポートのタイトルのとおり、 

58 秒で誰でも簡単に設置が可能です。 

 

たった、3 つのことを⾏うだけで設置完了です。 

 

1. ダウンロード 

2. アップロード 

3. Wordpress の管理画⾯で 1 ⾏書き加える 
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2．デザイン⼀覧 
 

ダウンロード可能なデザインの⼀覧は 

下記ページにてご覧ください。 

 

デザイン⼀覧 

http://im5769.com/templatelist 

 

 

また、右カラム「カラーリスト」の 

ドロップダウンメニューで実際のデザインを 

確認することが出来ます。 

 

3．ダウンロード 
 

ファイルは下記 URL からダウンロードをお願いします。 

 

⼀括ダウンロード URL 

http://im5769.com/chic 

 

 

 

 

 

 

http://im5769.com/chic
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4．設置⽅法 
 

⾊のフォルダの下に、デザイン毎にフォルダが⼊っています。 

 
 

使いたいデザインのフォルダ（上の例で⾔うと DOT フォルダ）を 

FTP ソフトで/wp-content /themes/blog フォルダにアップロードする。 

 

 
※ dot フ ォ ル ダ を ア ッ プ ロ ー ド し た 場 合  
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・wordpress の管理画⾯で「外観 ＞ テーマ編集」をクリック 

・編集状態になっているのが、「style.css」であることを確認 

・その他の装飾の下に「@import url(フォルダ名/color.css)」を追加 

・「フォルダ名」の部分をアップロードしたフォルダ名に変更する 
 ※ 今 回 の 場 合 は 「 dot」  

 

以上で完了 

 

■メニューのテキストを⿊に変更する場合 

yellow などは、テキストが⽩のままでは⾒づらい為、 

メニュー部分のテキストカラーを下記の⽅法で変更する。 

 

・「@import url(フォルダ名/color.css)」の下に 

 「@import url(フォルダ名/txtbk.css)」を追加する。 

①テーマ編集 

②style.css 

③追加部分 
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■まとめ 
 

基本的には、ダウンロード＞アップロード＞管理画⾯で 1 ⾏追加 

 

やることはこの 3 つですので、58 秒でサクッと 

デザインの変更が出来たと思います。 

 

「上⼿く設置ができない！」 

なんて事があってもお気になさらずに、 

それはあなたのせいではなくて、 

私の説明がわかりづらいからです。 

 

今すぐ、スカイプ（ID:im5769）までお気軽にご連絡ください。 

 

 

もし、「このデザインが気に⼊った！」という場合には、 

あなたのメルマガ、ブログなどで紹介していただければうれしいです。 

 

・誰でも簡単に設置が出来る 

・デザインが 42 種類と豊富である 

 

という点をアピールしていただければ、 

ダウンロードしてもらいやすいかと存じます。 
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■紹介⽂例 
 

Efficient アフィリエイトの 

ブログテンプレートは⾒やすくキレイです！ 

 

でも「あそこも同じデザインだ！」と 

思ってしまったことはありませんか？ 

 

そのデザインを、たったの 58 秒で変更できる、 

テンプレートが公開されました！ 

 

デザインの種類も 42 種類と超⼤量なので、 

あなたの好みのデザインを選べます。 

 

これだけ種類があって、【無料】です！ 

⇒あなたの紹介 URL 
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■紹介特典 
このテンプレートご紹介いただいた⽅に、 

ささやかながらプレゼントをご⽤意いたしました。 

 

よりデザイン性を追及した、 

24 種類のテンプレートを【再配布権付き】で 

プレゼントさせていただきます。 

 

デザイン⼀覧 

http://im5769.com/prm 

 

 

特典のご請求は、下記をメールにご記⼊のうえ 

ご連絡をください。 

 

ここからーーーーーーーーーーーーーーーー 

名前： 

メールアドレス：info@im5769.com 

件名：テンプレート紹介の報告 

媒体名： 

媒体 URL： 

ここまでーーーーーーーーーーーーーーーー 

 

 

以上、よろしくお願いいたします。 

 

http://im5769.com/prm
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■お問い合わせ先など 
 

スカイプ ID：im5769 

メールアドレス：info@im5769.com 

ブログ：http://im5769.com/ 
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