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まずは一端行動を振り返ってみる 

 

コンサルもついに 3 か月目に突入しました。  

 

 

もしあなたが、コンサルがスタートしてからトータルでの

収益が 2万円以下なら、ここから軌道修正していき

ましょう！ 

 

 

ここで修正するかどうかで、1 か月後の収益が大きく

変わってきます。 

 

 

以下のことをチェックしてみてくださいね。 
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【１日の平均記事更新数が１，２記事以下】 

コンサルが始まってから 2 か月の間で、更新したトー

タルの記事数が 90記事以下だと正直少ないで

す。 

 

 

もちろんスキルがあったり、現状稼げていれば問題は

ないのですが、いわきネタはどれだけネタ選定の経験

を積んだかで大きくスキル習得のスピードに差がでて

しまいます。 

 

 

アクセスの爆発が同じ 3割の打率でも、 

・１日に２，３記事毎日書くのと、 

・１日に１記事書いていくのでは、 
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１ヶ月の収益が、数万円も違ってきます。 

 

 

そして当然前者と後者では大きくスキルに差がでるの

で、数か月後には数十万円差が出ている・・・なんて

ことが普通に起きています。 

 

 

「仕事が忙しくて・・・」 

「専業主婦なので、１日１記事が限界で・・・」 

 

お気持ち大変わかります・・・ 

 

 

僕も脱サラするまでは副業でブログをしていましたし、 
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残業でどんなに頑張っても 1日 3時間しか時間が

取れませんでした。 

 

 

だからこそシャドーネタ選定をしたり、電車の中で振り

返りをすることで、記事をたくさん更新できない分の

埋め合わせをしていました。 

 

 

もし今記事更新やネタ選定に時間がかかっていて、1

日に書ける記事が少ないのであればもう一度あなた

にあった作戦を練りますし、そもそも時間が取れなら、

時間の効率的な使い方から相談してください！ 
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せっかくの機会なので、僕が会社で働いていた頃の話

を少しだけします。 

 

 

実は会社が東京のど真ん中にあるのに、寮が田舎に

あったので、通勤に片道 1時間半かかっていました。 

 

 

さらには職業柄残業が当たり前だったので、 

帰り着くのは 10時くらい。 

 

 

そこからご飯食べてお風呂入ってなので、遅くまで作

業して寝るのは 2時くらい。 
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そして会社に早めに入らないといけないので、次の日

は起きるのは 6時・・・ 

という生活を 1年休まずにしていました。 

 

 

これをどう感じるかは人それぞれでしょうが・・・ 

 

 

そのほんの少し前までは大学院生で、お昼まで寝て

いる生活をしていた僕には相当きつかったです。 

 

 

ではなぜそんな状態でもブログを更新し続ける

ことができたのか。 
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それは「一生続くものではない」と分かっていたからで

す。 

 

 

初めの数ヶ月は本当にしんどかったですが、月収 10

万円達成してからは、 

狙えるネタの幅も広がり楽になりましたし、その後ブロ

グを資産化することで脱サラもできました。 

 

 

もし記事更新がしんどい、モチベーションが湧かないと

いうことで、行動がストップしている人に伝えたいことは

この一言だけです。 

 

 



11                       Copyright(C) れん All Right Reserved.） 

『１番大変なのは月収１０万円を達成するま

で！』 

 

 

ここで短期間集中してスキルさえつけられれば本当に

楽になります。 

 

 

苦しいのは、本当に最初だけです。 

なので毎日最低でも１記事、出来れば２，３記事

更新して行きましょう。 
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この月収 10万円を超えることができれば、安定ネタ

を入れることでちょっとずつ PV が安定し更新数を減

らせますし、外注も使えばさらに楽になります。 

 

 

【2か月で 120記事は更新しました・・・】 

という方もいらっしゃると思います。 

 

 

その場合はネタ選定がまだ弱いです。 

 

 

もし添削を出すのを遠慮してしまっていたり、振り返り

をしていない人は、今日からやっていきましょう。 
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自分のネタ選定を振り返るということは、非常に地味

で目に見えた結果がすぐに出るわけではありません。 

 

 

でもずれを修正して行かないと無駄に記事数や労力

が増えて行くという悪循環に陥ってしまいます。  

 

 

ブログで苦戦する「記事更新を続ける」ということがで

きているのに、こういった事でアクセスを逃しているのは

勿体です。 

 

 

決して今からでも遅くないので、添削はどんどん出しま

しょう！ 
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そして上記の二つの条件をクリアしていても苦戦して

いる人がいるかもしれません。 

 

 

すでに僕と音声で課題を洗い出した人は良いです

が、一人で悩んでしまっている人は遠慮せずぜひ僕を

頼ってください。 

 

それでは、それを踏まえたうえで、3 か月目に取るべき

戦略を見ていきます。 
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3 か月目にとるべき戦略とは？ 

 

1日の平均が 1万 PVほどになって来た人はそろそ

ろ安定ネタを仕込み、ブログの資産化にとりかかりま

しょう！ 

 

 

今回は具体的な安定ネタの狙い方と、失敗しないた

めに重要なことをお話するので、しっかりチェックしてくだ

さいね！ 

 

 

ちなみに、まだブログの PV数が平均 1万 PV に届

いていない人は、 
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焦る必要はないので、まずは淡々といわきネタのスキ

ルを付けることに集中しましょう。 

 

 

しかしいずれは必要な知識になってきますので、とりあ

えず今回１度は読んで今後使うときに読み直してく

ださい。 

 

 

 

（次のページへ） 
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安定ネタを仕込み始める 

 

 

安定ネタは速報ネタとは異なり、大きな爆発力こそな

いものの長い期間じわじわ検索されるようなもので

す。 

 

例えば YouTuber ネタ。 

 

YouTubeは誰かしらが各々のタイミングで動画を

見ています。 
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その中で起きた「気になること」や YouTuber その人

自体は、その人のチャンネルが存在する限り検索さ

れます。 

 

また世間で言われる「ミドルネタ」と言われるものもどち

らかと言うと安定ネタです。 

 

 

例えば花火大会のネタであれば、花火大会が始まる

前から当日まで「日程」などが検索されますよね？ 

 

 

ブログを資産化するために、このあたりの「長く需要が

続くネタ」をこれから仕込んで行きます。 
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安定ネタを仕込み始める時に注意する点は次の五

つです。 

 

・いきなり安定ネタばかりを入れない 

・質を重視する 

・KWは同一系統にする 

・安定ネタは網羅的に書く 

・安定ネタはじわじわ検索上位が上がる 

 

 

     「いきなり安定ネタばかりを入れない」 
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例え今 1日 1万 PV くらいあっても、いきなりいわき

ネタを辞めて安定ネタばかりを仕込んでしまうとアク

セスが急に落ちてしまいます。 

 

 

なのでいわきネタを入れながら、少しずつ安定ネタの

割合を増やして行くことがブログ資産化コツです。 

 

 

それではどれくらいの割合で安定ネタを入れて行けば

良いかですよね？？ 

 

 

あくまで今現状どれくらいアクセスが安定しているかに

よっても変わってくるので、一概には言えませんが、初

めは「8 : 2」くらいの割合で良いと思います。 
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ただしこの数字は自分のいわきネタのスキル、外注を

使うか、によっても大きく変わってきます。 

 

 

そのためこれから安定ネタを仕込んでいきたいという人

はコンサルの中で、個別で僕と作戦を練っていくのが

一番良いと思います。 

 

 

     安定ネタは質重視 

安定ネタを仕込む時に注意したいこと二つ目は、しっ

かりとした「質の良い記事」を入れていくこと。 
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いわきネタはスピードが重視されるので、1200文字く

らいで書いて後は追記して行くのが良い、という感じ

でした。 

 

 

しかし安定ネタの場合はスピードではなく「質」を重視

するので、じっくりと良い記事を作っていくことになりま

す。 

 

 

安定ネタの場合は 1時間以上かかっても良いので

最低でも 2000文字、そしてアクセスが集まってきた

ら 3000文字、4000文字と追記していくのがおす

すめです。 

（2000文字で、1時間半内～2時間で書けるの

が理想です。） 
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しかし勘違いしないでほしいのが・・・ 

 

 

ただ文字数を埋めるために中身のないことを書

いても意味はない、ということです。 

 

 

基本的には以前からお伝えしている「狙っている

KW に対する答え＋潜在ニーズ」を書き、少しでも

相手に良いコンテンツだな、と思ってもらえるようにしま

しょう！ 

 

 

     KWは同一系統にする 
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速報ネタを書くときにも、なるべく KWは同一系統の

ものにしましょうとお伝えしていますが、安定ネタの場

合はさらに注意するべきです。 

 

 

例えば田中アキラ 3世という YouTuber がいたとし

ましょう。 

 

 

その時に yahoo で「田中アキラ」と検索すると、次の

関連ワードがあったとします。 

・田中アキラ 3世 彼女 

・田中アキラ 3世 本名 

・田中アキラ 3世 仕事 

・田中アキラ 3世 妹 
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・田中アキラ 3世 炎上 

・田中アキラ 3世 年収 

・田中アキラ 3世 大学 

・田中アキラ 3世 wiki 

・田中アキラ 3世 身長 

・田中アキラ 3世 過去 

 

この時やってしまいガチなのが、 

「田中アキラ 3世の彼女は？wikiプロフィールと

年収、身長、大学、過去を調査！」 

と、ある限りの KW をごちゃまぜにして記事を作ってし

まうことです。 
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しかしこれだとグーグルから見ても検索者からみても、

もはや田中アキラ 3世の何の記事を書いているかわ

からないですよね！？ 

 

 

一方 KW を統一すると記事の質が上がり、ブログ

の専門性が高まります。 

 

 

その結果 Google、ユーザーからの評価も上がりやす

く、 ペナルティやアップデートの影響を受けにくくなるの

でブログを資産化しやすいです。 

 

 

例えば次の A、B二つの記事があったとします。 
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A: 田中アキラ 3世の彼女は？wikiプロフィール

と年収、身長、大学、過去を調査！ 

B: 田中アキラ 3世の彼女は？歴代の元カノや恋

愛観を探ると意外な一面が・・・ 

 

 

もし自分が「田中アキラ 3世 彼女」と検索して、 

この二つタイトルの記事が並んだ時にどちらの記事を

読みたいと思いますか！？ 

 

 

少なくとも僕は後者です。 
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そして同じ 2000文字でも田中アキラ 3世の恋愛

関係について書いている内容は必然的に B の方が

濃くなりますよね！ 

 

 

このように安定ネタは速報ネタよりさらに、「KW を統

一する」ということを意識して記事を書いて行きましょ

う。 

 

 

     安定ネタは網羅的に書く 

安定ネタで重要なのは「網羅的に書く」です。 

 

 



29                       Copyright(C) れん All Right Reserved.） 

例えば田中アキラ 3世の彼女についてだけの記事を

書くより、田中アキラ 3世について他記事も書いて、

内部リンクで回遊させた方が評価も上がりやすいで

す。 

 

 

同じくらいの評価であれば、田中アキラ 3世について

1記事書くより、いろんな記事を書いているブログの

方がより「田中アキラ 3世」について専門性のあるブ

ログと認識されるからです。 

 

 

※資産ブログといっても、最終的にイメージとしては特

化ブログを作る感覚を持つと良いと思います。 

ちなみにただ網羅的に書くと言っても、今回の場合で

あればまずはいろんな YouTuber の記事を入れて
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みて、伸びそうな YouTuber から優先的に、他の

KW でも書くのが効率が良いですよ！ 

 

 

     安定ネタはじわじわ検索上位が上がる 

安定ネタに慣れていないと、恐らく戸惑うのが検索順

位です。 

 

 

実は安定ネタは記事を書いてインデックス申請をして

も、いきなりは 1 ページ目に載らないことも多いです。 

 

 

ライバルが多い場合はもちろん、これは一見ライバル

が少なそうな時にも起こります。 
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というのが・・・安定ネタ（特に関連ワードを狙う場

合）はいわきネタとは異なり、各 KW には安定的な

需要があります。 

 

 

つまり検索者がその KWで検索 

⇒何かしらの記事を読む 

⇒その記事が長い時間をかけてグーグルに評価さ

れる 

 

ということで、検索順位が「固まっている」ことが多い

です。 
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こういった理由から安定的な需要がある KW で上位

表示させるためには、ある程度時間がかかります。 

 

 

ちなみにこれが、まだブログの評価が高くないうちはい

わきネタ（新しく需要が増えた KW）を狙いましょう

とお伝えしていた、理由の一つでもあります。 

 

 

もちろんすぐ上位表示される場合もあるので、ブログ

の評価、その他の状況によって一概には言えません

が、安定ネタはいわきネタより「上位表示させるのに

時間がかかることが多い」というのを念頭に置いておき

ましょう。 
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そうすれば「自分の記事が検索結果に反映されな

い・・・」と必要のない不安に駆られることもないと思い

ます！ 

 

 

 

安定ネタについて基本を押さえたところで、 

では具体的にどんな安定ネタを仕込んでいけば良い

かを見ていきましょう。 

 

 

先ほど紹介した YouTuber ももちろんおすすめです

が、YouTuber に限らずインフルエンサーはかなりお

すすめです！ 
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インスタグラマーやニコニコ動画の踊り手、ツイッターで

人気の人物や TikToker、SHOWROOMなどのラ

イブ配信で人気を博している人物、人気自己啓発

本の著者、これから人気が出てきそうな芸能人な

ど・・・ 

 

 

人物系は長期間検索されることが多いので、どんど

ん狙ってみましょう！ 

 

 

また、スポーツ選手やアナウンサーなどを書いても良い

ですし、自分の趣味関係の記事を入れてみても良い

と思います！ 

 

 



35                       Copyright(C) れん All Right Reserved.） 

その他にも 

・ドラマ 

・映画 

・漫画 

・アニメ 

・ファッション 

・音楽 

・食べ物 

・季節ネタ 

・・・ 

と、いろいろありますし、 

生活の中であるちょっとした気になることや、 

今自分のブログの中で安定的にアクセスが来ているも

のを横展開して行くのもアリです！ 
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もしこれから安定ネタを入れたいと思っている人で、 

どんなネタを入れて行けば良いか悩んでいる・・・という

方はぜひ僕と一緒に決めていきましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 



37                       Copyright(C) れん All Right Reserved.） 

ライティングのスキルを高める！ 

 

さてこれから安定ネタを増やして行くと重要になるのが

ライティングスキルです。 

 

 

ここでは補足として速報ネタ・安定ネタ両方で使える

記事作成やライティングに関するコツを紹介していき

ます。 

 

 

【時間がかかりすぎるような内容はあえて書かない】 

記事作成に時間がかかってしまう人は、記事内容に

100%を求めてしまう傾向があります。 
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速報ネタは特にですが、安定ネタも 1時間半なら 1

時間半と時間を区切って、その中で書ける範囲でま

ずは書くのがポイントです。 

 

 

となると調べるのに時間がかかりすぎる内容は、あえて

かかない・・・というのが正直一番効率が良いです

（笑） 

 

 

もちろん最低限の内容は含める必要がありますが、 

ある程度の質を担保したら、こだわりすぎず伸びたら

しっかり追記するくらいのスタンスが良いです。 

（安定ネタを外注さんにお願いする場合は別） 
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また一端記事を書いて時間を置くと「あれも書くと良

いかも・・・」みたいなことが後から浮かんでくる場合も

多いです。 

 

手が止まるくらいならとりあえずある程度を完成させ

る、これは非常に重要です。 

 

 

【キーワードごとのパターンを前もって書いておく】 

安定ネタは特に同じようなパターンのキーワードを狙う

ことが多くなります。 

 

 

例えば YouTuber ネタを狙うなら「彼女」、「本名」

などだいたいパターンが決まってきますよね？ 
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そのため各キーワードの記事を書くときのパターンを予

め作っておくと記事作成が速くなります。 

（メルマガでも紹介しましたが、速報ネタでも使えま

す。） 

 

 

例えば「高校」という KW で記事を書くときは 

・その人が通っていた高校の制服 

・学生時代の部活ややっていたスポーツ 

・その人が通っていた高校出身の芸能人 

・・・ 

など。 
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もちろん頭の中で瞬時にこのパターンが出て来る人は

良いですが、何をかけば良いか悩んでしまう人はメモ

帳などにこのパターンを書き込んでおきましょう！ 

 

 

【内容に詰まった時にはとりあえず○○を入れる】 

記事を書いていてなかなか文字数が埋まらない、手

が止まってしまった場合は、一端自分の意見を入れ

てみるのがポイント。 

 

 

これは単に文字数を埋めるため、というわけ

ではありあせん。 
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僕も何度も経験があるのですが、自分の意見をとり

あえず書いていると、「あれってそういえばどうなってい

るっけ？」みたいな素朴な疑問が出てきます。 

 

 

例えば放送事故やハプニング動画を紹介する記事を

書いている時。 

 

 

例として「芸能人が据わった椅子が急に壊れた」動

画の記事だとしましょう。 

 

 

動画を紹介し、内容を軽く書いた後に文字数が生ま

らない・・・という時に、一端その動画に対する自分の

意見を書いて行きます。 
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するとその間に、 

・あれ、この椅子って値段どれくらいするんだろう・・ 

・○○さん（芸能人の名前）って体重どれくらいな

んだろう 

・そもそも壊れるってありえなくない？？ 

というように素朴な疑問が出て来ることがあります。 

 

 

そして動画を紹介して、それを見て見た人も 

同じことを感じる場合があります。 

 

それであれば先ほど自分が感じた疑問 

・あれ、この椅子って値段どれくらいするんだろう・・ 

・○○さん（芸能人の名前）って体重どれくらいなん

だろう 
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・そもそも壊れるってありえなくない？？ 

に対する答えを書くと読み手に対して質の良い記事

がかけますよね？？ 

 

 

この「とりあえず自分の意見を書く」間に、人は 

・情報の整理 

・クールダウン 

この二つを無意識にしています。 

 

 

これをうまく利用した作戦が 

「内容に詰まった時には意見を入れる」作戦なわけで

す。 
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かなり使いやすいので速報ネタ・安定ネタに限らず 

ぜひやってみてください！ 

 

 

 

 

というわけでここまではブログの資産化について書いて

行きました。 

 

 

ここからはさらに一歩踏み込んで、ブログで稼いだ後

に何をするか？について見ていきましょう！ 
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ブログで稼いだ後に何をする？ 

 

速報ネタで月収 10万円以上稼げるようになったら

資産化していきますが、 

それと同時にそろそろ「じゃあブログで稼げるようにな

ってきた、これからどうする？」というのをより意識して

ほしいです。 

 

 

ブログで月収 10万稼ぐという力はバイトなどで月

収 10万稼ぐのとわけが違います。 

 

 

ブログで月収 10万稼げるというのは・・・ 
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それだけたくさんWEB で集客スキルがあるということ

だったり、検索者の目線に立って求めている記事を書

くスキルがあると言うことです。 

 

 

さらには外注までできれば、もはやあなたは「ブログ」と

いう会社を持っている一人の経営者ということになり

ます。 

 

 

あなたはブログを自分の手で０から作り上げていま

す。 

 

 

これらのスキルは、世の中ではものすごく重宝されるス

キルですし、これからWEB業界は間違いなくもっと
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盛り上がるので、当然僕らのスキルもさらに価値の高

いものになります。 

 

 

メンバーにはせっかくなので、このスキルをうまく利用し

て、ブログだけではなくいろんな世界で活躍してもらい

たいと思っています。 

 

 

ここでは、お金だけでなく稼ぐ能力を手に入れた事

で、 あなたに広がっている次の可能性と具体的な 

「その後の行動」にいついて、 いくつかお伝えしていき

ますね。 
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ブログで稼ぐスキルを一番応用しやすいのが情報発

信です。 

 

 

ブログで培った能力で自分の情報発信用ブログにア

クセスを集め、メルマガと連動させれば、コンサル業を

したり、自分で作ったコンテンツを販売することができ

ます。 

 

 

「でも自分なんかが情報発信をしても大丈夫なの

かな・・・」 

と思っている方も、もしかしたらいるかもしれません。 
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しかし思い出してください。 

まだブログで数百円しか稼げていなかったころを。 

 

 

その頃はあなたも、恐らく月収 10万円達成している

人は、 

何かしら特別な才能がある、と思っていたのではない

でしょうか？ 

 

 

今そう思っている人たちを、月収 10万円達成へと

導いていくのは非常にやりがいのあるお仕事です。 

 

 

しかしこんな方もいらっしゃるかもしれません。 
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「ブログで月収 10万稼ぐ方法なんていろんな人が

やっているからな・・・ 

自分が今から始めても大丈夫なのかな？？」 

 

 

安心してください、大丈夫です！ 

 

 

というのも、重要なのは実績だけではなく「その人の

考え方、これから進む方向や目的を共感」だからで

す。 

 

 

例えば次の 3人の情報発信のブログ・メルマガがあっ

たとします。 
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A: 「30代のサラリーマンが副業で複数の資産ブ

ログを構築し、大手企業を辞めるまでにやったことを

書いて行くブログ」  

 

B: 「専業主婦が資産ブログを構築し、 

  旦那に内緒で貯金しているブログ」 

 

C:「大学生が資産ブログを構築に成功したので、 

内定を蹴って自由に生きてみた。」 

 

 

上の 3 つは、例え実績が全員月収 20万円ほどだと

しても、世界観が別々なので、その人自身を「良い

な」と思ってくれる人の層もさまざまです。 
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つまり「見せ方」次第で相手の興味というものは大きく

変わるんです。 

 

 

情報発信はブログと同様にきちんとしたノウハウで必

要な時間を投下すれば、 

はっきり言って誰でも結果は出ます。 

 

 

要は「やるべきことをやるか、やらないか」、これだけの

差です。 

 

 

もし将来情報発信をしたいと思っている方は、 
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まだ月収 10万円達成していなくても、いますぐ情報

発信のブログを一つ作っておくことをおすすめします。 

 

 

もちろん月収 10万達成してからでも良いのですが、 

まだ達成していない今だからこそ見えるものを書いた

り、今からコツコツ自分のブログの伸びを書いて行くこ

とで、内容に信憑性と共感性が生まれます。 

 

 

まだ稼げていない人の中には、 

・才能があってサクサク月収 100万円達成したブロ

ガーよりも、 

・悩みながらも月収 10万円を達成した人の方が 

信用できる、共感できるという人も多いです。 
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あなたも、淡白なノウハウよりその人が「どうやって困

難を乗り越えたのか」という経験や実体験の方が興

味がありませんか？？ 

しかしその「稼げていなかった頃」のこと、特にその時の

葛藤などは月収 10万円達成してしまうとなかなか

鮮明には思い出せなかったりします。 

 

 

そのため備忘録的な意味でも今のうちからちょっとず

つ書いておいた方が良いです。 

 

 

情報発信のブログは頻繁に更新する必要はないの

で、土日など休みの日に 1記事入れるくらいのペース

で大丈夫です。 
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まずは 

・自分のブログの今月の PV数 

・勉強会や懇談会で学んだこと 

・指導者やコミュニティ仲間から学んだことのアウトプッ

トなど 

・自分が読んだ啓発本や動画の感想 

・ブログに対する考え方 

このあたりから書いて行くと良いと思います！ 

 

 

地道にやっておくと、いざメルマガを発行したりコンサル

業をやる時に、すでに自分のファンがいるなんてことも

あり得ますので絶対的に有利です。 
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速報ネタで稼げるようになってそのブログを資産化でき

たら、ブログを複数持つのもおすすめです。 

 

 

月収 5万円、10万円稼げる人はだいぶ「相手目

線に立つ」ことに慣れてきた方々だと思います。 

 

 

そのスキルを使って特化ブログを複数作れば、収益が

あがるだけではなくリスク分散にもなります。 
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例えば月収 50万のブログを一つ持っている人より、

月収 20万のブログを 1個、月収 10万のブログを

3個もっている人の方が安全です。 

 

 

それにブログを複数持つと精神的な余裕もでてくる

と思います。 

 

 

ちなみにジャンルは、今のブログを資産化する時に入

れる安定ネタと同じイメージで大丈夫です。 

 

 

もしくは ASP をメインにした商標特化ブログを作るの

もアリですが、ある程度ライティングのスキルが必要と
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なるので、まずは今得意なネタ選定のスキルを生か

した普通の特化ブログを作るのがおすすめです。 

 

 

ちなみに複数ブログを構築する場合は、手が回らなく

なるので外注さんを利用しましょう！ 

 

 

 

僕が今後注目している特化ブログの一つに「地域特

化ブログ」があります。 
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これは自分の住んでいる地域情報などに特化したブ

ログです。 

 

 

イベントや季節ネタなどを絡めるとアクセスも稼ぎやす

いですし、施設の駐車場や人気スポットのアクセス情

報、おいしいお店のレビューなど安定ネタも作りやすい

です。 

 

 

また何より美味しいのが、資産価値が高いこと。 

 

 

今後WEB での集客がさらに重要視されるのは明白

なので今のうちガッツリ作っておくと、将来ブログ自体を

企業などにかなり高値で販売することもできます。 
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さらにはこれから活発になっていく「純広告」とも相性

が良いです。 

 

 

純広告はアドセンスや ASPなど、お金を支払う企業

とあなたの間に入ってマージンを取る人がいない、つま

りグーグルなどを挟まずに企業から直接広告を貰う形

になります。 

 

 

当然普通の広告とは比べ物にならないほど収益があ

がりますし、少しずつ純広告を貰っている特化ブログ

が出始めています。 
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地域特化ブログなら、観光地やお土産、名産物関

係の企業などに純広告を貰うことができれば、かなり

安定して稼ぐことができるのでおすすめです。 

 

 

 

 

（次のページへ） 
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最後に 

 

■以上が 3 ヶ月のマニュアルになります。 

 

 

内容的に資産化やその後の道などを書いてきたの

で、すこし上級者向けになりました。 

 

 

まだ内容的に早いなと思った方は、1、2 ヶ月のマニュ

アルを改めて読み直して、引き続きいわきネタを中心

に狙っていきましょう。 

 

 

まだ 5万円、10万円と稼いでいなくても、 
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淡々とスキルに着目していくとある時コツが分かってく

る時期が来ます。 

 

 

くどいようですが、特に速報ネタはスキル依存なので、

その後ちょっとしたことでいきなり収益が上がる・・・なん

てことが普通に起きます。 

 

 

ここでスキルを付けたあなたが、今後自分の理想を叶

えて行く・・・ 

今日の歩みがそんな一歩となるように、まずは「今日

1日から」大切に過ごして行きましょう！  

 

れん 


