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◆著作権について 

当レポートは、著作権法で保護されている著作物です。 使用に関しましては、以下の点にご注
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◇レポートの著作権は、作者にあります。作者の書面による事前許可なく、本レポートの一部、ま

たは全部をインターネット上に公開すること、およびオークションサイトなどで転売することを禁じま

す。 

◇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、ビデオ、 

DVD、およびその他電子メディアなど)により複製、流用および転載することを禁じます。 

◆使用許諾契約書 
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第 1条(目的)本契約は、本レポートに含まれる情報を、本契約に基づき、甲が非独占的に使

用する権利を承諾するものです。  

第 2条(第三者への公開の禁止)本レポートに含まれる情報は、著作権法によって保護されてい

ます。また、本レポートの内容は、秘匿性の高い内容であり、甲はその情報を乙との書面による事

前許可を得ずにいかなる第三者にも公開することを禁じます。 

第 3条(損害賠償)甲が本契約の第 2条の規定に違反した場合、本契約の解除に関わらず、

甲は乙に対し、違約金として、違反件数と金壱萬円を乗じた価格の 10倍の金額を支払うもの

とします。 

第 4条(その他) 当レポートに沿って実行、期待通りの効果を得ることができず、万一如何なる

損益が生じた場合でも、乙は甲に対して責任を負わないものとする。 
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さて、そろそろ年末が近づいてきますね。 

 

 

年末は多くの方がショッピングを楽しんだり、お休みが

多いのでいろんなテレビをみたりなど、行動が検索や

収益に結び付きやすい季節です。 

 

 

例えば 12 月、1 月だけでも、 

初売りセール、特別番組、おせち、初詣、クリスマ

ス・・・と稼ぎやすいネタがたくさんあります。 

 

そして、その中でも特におすすめしたのが 

【福袋ネタ】です！ 
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福袋ネタは、 

・アクセスを集めやすい 

・横展開がしやすく狙いどころが多い 

・楽天や ASP を絡めて収益を上げやすい 

・狙うキーワードや記事の書き方が単純 

なので、比較的書きやすくしかも稼ぎやすいんです。 

 

 

まだ月収 10万円達成したことが無い方はまずはここ

で達成し、達成している方も一気に収益を上げること

で、外注費や中古ドメイン代にしたり、自分へのプ

チボーナスにしましょう(笑) 

 

 

今回はそんな福袋ネタについて、 
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ネタを無尽蔵に見つける方法やライバルと差別化す

る情報収集のテクニック、 

さらには収益を上げるための「記事の管理」の具体

的手法を暴露していきます。 

 

 

完全保存版なので、 

ぜひ何度も読み込んで年末はガッツリ稼いでくださ

い！ 
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福袋ネタを無尽蔵に見つける方法！ 

 

「福袋は横展開をしやすく、ライバルがいないネタを

見つけやすい」 

 

とはいってもネタの探し方を知らないとなかなか穴場

を見つけられません。 

 

 

ここでは複数のアプローチによる福袋ネタの探し方を

紹介していきます。 
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まずは基本のグーグルを使った探し方をお伝えしま

す。 

 

 

■まずはグーグルを開きます 

 

⇒グーグル 

 

 

■次にグーグルに 

「あ福袋」 

https://www.google.co.jp/
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「い福袋」 

「う福袋」 

・・・ 

という感じで打ち込みます。 

ここで出てきたサジェストの福袋を参考にライバルチェ

ックをしていきます。 
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■ちなみに 2文字入れると別の福袋がでてくるので、 

「ひらがな一文字目×ひらがな二文字目」となり無数

にブランド福袋を見つけることができます。 

 

 

 

 

■もっと言うと、 

「あ福袋 2020」と 

「あ福袋 2019」とでは 
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出て来るサジェストが微妙に違うので、 

 

これを利用すると、 

「あ福袋 2018」 

「あ福袋 2017」 

「い福袋 2020」 

「い福袋 2019」 

・・・ 

とさらにパターンを増やせます。 

 

 

ちなみに、もちろん「あい福袋 2017」というように

使えるので、これだけでももう書ききれないほどネタ

が見つかります。 
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これはライバルチェックをした時に、検索結果などから

目に入ったブランドをそのままネタにしてしまう手法で

す。 

 

 

例えば「ピカチュウ 福袋 2021」と検索したとしま

す。 

 

 

これもライバル 0 ですが、 
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検索結果から「ポケモンセンター（お店）」にも福袋

があることが判明しました。 

 

 

■なので今度は「ポケモンセンター 福袋 2021」と

検索してみます。 
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このように連鎖的に福袋を見つけていくと、ネタ選定

に困らないです。 
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これはジャンルから逆算して、さまざまな福袋を探す

方法です。 

 

 

シンプルにラッコキーワードを利用した手法になりま

す。 

 

 

■まずはラッコキーワードに 

「自分が探したいジャンル＋福袋」 

の KW を入れて検索してみます。 
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今回は試しに「クラシエ」をチェックしてみましょう。 
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■インタイトルで調べてもライバルが 1人しかいないで

すね。 
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このように「ジャンル＋福袋」をラッコに入れてみて、 

出てきたブランドやメーカーをヒントに福袋を探す手

法もかなり有効です。 

 

 

（次のページへ） 
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ライバルチェックの仕方 

 

■福袋のブランド名を見つけたら、次はライバルチェッ

クをしていきます。 

 

 

今回は例として「り福袋 2018」で見つけた「リサマ

リ」の福袋を見てみます。 
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■まずは yahoo に「リサマリ」と入れます。 

 

そこでサジェストに「リサマリ 福袋」と出るか、 

「リサマリ ふ」と入れたときに「リサマリ 福袋」と出る場

合需要がある福袋となります。 
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■次に本格的にライバルチェックをしていきます。 

 

まずは「リサマリ 福袋 2021」で検索。 
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ライバルはほぼいないですね。 

 

 

ちなみに画像のように「リサマリ」とは関係のない福袋

が上位に挙がってきている場合は、上位表示の難易

度が低いことが多いです。 

 

 

ただしここですぐ記事を書くのではなく、 

念のため intitle検索もしてみます。 

 

 

やはりライバルは皆無ですね。 
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このようにライバルチェックをして、 

少ない場合は狙って行きます。 
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記事の書き方 

 

福袋の記事は、ある程度形が決まっています。 

 

 

こんな感じです。 

 

 

▼▼▼ここから▼▼▼ 

【基本パターン】 

■見出し：○○の福袋の予約について！ 

過去の福袋の予約情報を紹介し、 

今年の福袋の予約日程を予想する。 

■見出し：○○の福袋の中身ネタバレについて！ 
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過去の福袋の中身の情報を書いていく！ 

2020、2019 と過去までたくさん並べていく場合は、 

小見出しで「○○の 2020年の福袋！」というのを

つくるのもアリ。 

■見出し：○○の 2021年の福袋の中身は？ 

予想や考察を書いていく！ 

・毎年同じなのか違うのか 

・アウターやスカートなど毎年決まったものが入っている

のか？  

・例年の傾向から、今年のアウターの福袋のカラー

は？ 

・・・など。 

■+@の見出し 

 

▲▲▲ここまで▲▲▲ 
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基本的には過去の福袋と予約日程を紹介し、 

2021年の福袋の中身を過去の傾向から考察し

て書く感じです。 

（2021年の中身がまだ発表されていない場合） 

 

おおよそこのパターンなので記事を書いているうちに慣

れてきて、スピードが速くなる傾向にあります。 

 

 

しかし一方でワンパターンになってしまうので注意で

す。 

 

そのため考察やプラス＠のところで差別化したり、 

自分の意見や口コミなど「変えやすいところ」をうまく

使うのがポイントです。 
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情報収集編 

 

福袋は比較的情報が多いものもありますが、 

中には中身の画像がなかったり、予約情報が少ない

ものもあります。 

 

 

そういった場合、どのように探せばよいかをお伝えしま

すね。 

 

 

 

■やはり福袋ネタでも有効活用できるのがツイッター

です。 
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普段「○○ 福袋」といったように検索している人が

多いですが、これだと中身の画像が無い時がありま

す。 

 

 

その場合は「日付検索オプション」を使用するのがお

すすめです。 

 

 

実はツイッター検索では、 

いろいろなオプションを使うことができます。 

 

 

例えば 

・AND、OR検索 
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・日付指定検索 

・ユーザー指定検索 

・・・ 

 

その中でも福袋ネタの場合は、 

日付指定をうまく使うことで検索の幅が広がるのでお

すすめです。 

 

 

日付指定検索とは、 

「自分で指定した日付の間に投稿されたツイートの

中からだけ、 

自分が探したい KW を含んだツイートを探す」 

というコマンドです。 
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例えば「スタバ 福袋」と検索して出てきた情報が物

足り無い場合でも、このコマンドを利用することで、別

の福袋の中身を公開しているツイートがある可能性

があります。 

 

 

こんなツイートです。 
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これだと「○○ 福袋」だとひかからないし、 

「○○」だけだと探すのに時間がかかりすぎます。 

 

 

また、ショッピングモールの混雑系の情報を調べる時

に、より大きな効果を発揮します。 

 

 

例えばこんなツイートは 

「佐野アウトレット 初売り 混雑」と検索しても見つ

けられないですよね。 
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■それでは実際の日付指定検索の仕方を説明しま

す。 

日付指定は以下の形で行います。 

 

【○○  until:2019-01-04 since:2018-12-28】 
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この形を覚えたら、あとは西暦を 

 

・○○  until:2019-01-04 since:2018-12-28 

・○○  until:2018-01-04 since:2017-12-28 

・○○  until:2017-01-04 since:2016-12-28 

 

といったように変えて行くだけです。 

 

例として「佐野アウトレット 福袋」で試してみましょ

う。 

 

 

■使い方はシンプルで検索窓に 

「佐野アウトレット until:2019-01-04 

since:2018-12-28」 
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と入れるだけです。 

 

 

出て来るツイートがだいぶ異なります。 
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情報が無い時に限らず、両方利用することで検索の

幅が広がるのでぜひ利用してくださいね。 
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■ツイッター意外にも福袋情報を探しやすいのが、意

外にもアメーバブログです。 

 

 

 

こちらは個人ブロガーが自分で購入した福袋の情

報を書いていることが多いので、意外といろんな情

報が見つかります。 

 

 

これらはライバルとの内容の差別化、もしくは情報が

薄かった時に力を発揮します。 
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ただしアメブロ主の個人の画像の無断使用は怒られ

る可能性もあるので、使用は控えあくまで情報源とし

ての利用にとどめましょう。 

 

 

■検索は至って簡単です。 

 

 

例えば「クリオ」というメーカーの福袋の情報を探す場

合、グーグルの検索窓に「クリオ 福袋 アメブロ」と

検索しその後「画像」のところからチェックしていきま

す。 
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あとは画像を見ながらどのブログに情報が落ちていそう

か。。。と選び、 

そのまま画像からブログへ移動して情報を見つけま

す。 

 

 

視覚情報を利用することで、欲しい情報を効率よく

手に入れることができますよ！ 
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福袋ネタを仕込んだ後、収益と PV をさ

らに上げるには！？ 

 

さて、ここまで福袋ネタについて、 

ネタ選定や記事の書き方、情報収集の仕方を紹介

してきました。 

 

 

そしてある程度仕込んできたら今度は重要になるの

が「書いた記事の管理」です。 

 

 

これを行わないとライバルに後から順位で抜かれた

り、収益を取りこぼしてしまいます。 
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一方しっかりした記事の管理を行えば、順位が上がっ

たり、同じ記事数でさらなる収益アップが見込めるの

で、ある程度仕込んだらしっかり「記事の管理」を行っ

てみてください。 

 

 

 

福袋ネタは速報ネタと比べると、長い間収益があるの

で安定ネタ寄りです。つまり“追記”がものを言いま

す。 

 

福袋は記事を書くとき、 

「過去の福袋＋去年の考察」を書きますよね。 

 



41                       Copyright(C) れん All Right Reserved.） 

そのため予約開始や公式からの正式な福袋の中身

発表があれば、そのタイミングで「今年の分」の情報が

解禁されます。 

 

 

当然検索した人も 

「過去の情報しかない」場合より「今年の情報もあ

る」方がうれしいですよね。 

 

 

なので福袋ネタでは、追記するかしないのかで、 

その記事の評価が大きく変わってきます。 
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ただし 100記事も 200記事も入れている福袋ネ

タ。 

 

 

それをすべて書き換えるととてつもない時間がかかっ

てしまいますよね。 

 

 

そこで追記するのはあくまでアクセスの伸びがより多

い、もしくはアクセスが爆発したものを優先しましょう。 

 

 

■福袋記事を書いていると、 

・上位表示できているか 

・需要がより大きいか 
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・予約の日程上早めに検索されるか、 

といったことが関係し、比較的アクセスが多いもの少な

いものがあります。 

 

 

そのため、速報ネタと同じように伸びている（そう）

ものから追記していくのがおすすめです。 

 

 

またそんな理由も含め、福袋用の管理シートを作成

するのをおすすめします。 
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エクセル、グーグルスプレッドシート、どちらでも良いの

で、自分が書いた福袋とその予約日程を書いておく

と良いです。 

 

 

例えばジェラートピケの福袋が 11月の上旬に発売さ

れることが分かっていて、10月ごろに記事を仕込んで

いたとします。 

 

 

その場合： 

福袋名：予約日程：追記の優先順位レベル 

ジェラートピケ：11月上旬：A 
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佐野アウトレット：予約なし：C 

スターバックス：10月（抽選）：C 

・・・ 

という感じでメモしておくと良いですね。 

 

 

そうすれば「どの福袋を」「いつのタイミングで」追記

するかが一目瞭然ですし、無駄な時間をかけずに管

理できます。 

 

 

特に決まった形はないので、この形を参考にオリジナ

ルの管理シートを作成してみてくださいね。 
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そしてアクセスが伸びてきたら、行ってほしいのがその

ジャンルの囲い込み＆内部リンクの作成です。 

 

 

初めはライバルが少ないいろいろな福袋を入れて行き

ましょうとお伝えしました。 

 

 

しかしいろんなジャンルの福袋をある程度の数入れる

と、伸びてくるジャンルというものが出て来るはずです。 
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そこがわかり始めたら、 

その周りをガッツリ固めていきましょう。 

 

 

例えば食品系福袋が伸びてきたとします。 

 

 

その場合はある程度ライバルがいる食品系福袋も 

「○○ 福袋 2021 △△」という感じで、4語 KW

を絡めて狙って行きましょう。 

 

 

ある程度負けても内部リンクでも回せるので無駄に

はならないです！ 
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■さらに重要なのがターミナルページを作ること。 

 

 

ターミナルページとは、 

そのジャンルの福袋一覧をまとめ、内部リンクを複数

作ることを目的としたページです。 

 

ざっくりしたイメージはこんな感じです。 
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※すべてのページを内部リンクで繋ぐ必要はありませ

ん。あくまでイメージ図です。 

 

構成はこんな感じです。 

 

▼▼▼ここから▼▼▼ 

・見出し：飲食店福袋 2021 の人気ランキング！ 

小見出し：5位：ミスドの福袋！ 

⇒ミスド記事へ内部リンク 

小見出し：4位：ケンタッキーの福袋！ 

⇒ケンタッキー記事へ内部リンク 

・・・ 

・見出し：2021年の飲食店福袋のおすすめを紹

介！ 
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 いくつか軽く福袋を紹介し、内部リンクで自分の記

事へ誘導。またクラウドワークスのタスクで、おすすめの

福袋の口コミを募集し張るのもおすすめ。 

 さらに適宜楽天アフィリエイトを置くのもポイントで

す。 

▲▲▲ここまで▲▲▲ 

 

 

ちなみに、例えば食べ物といっても 

「食品、飲食店、チョコ、お菓子、ケーキ、紅茶・・・」 

といろんな角度のくくり方ができるのもポイントです。 

 

 

そしてクラウドワークスで外注をしたことがある人は、 

タスクを使って口コミを募集するのもおすすめ。 
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「見出し：2021年の飲食店福袋のおすすめを紹

介！」 

のところで口コミを紹介することで、それだけでコンテ

ンツになります。 

 

 

例えば、 

クラウドワークスのタスクで 

 

「300文字でおすすめの福袋とその理由を教えてく

ださい！」 

 

といった口コミを 4 つ頼めば、それですでに 1200文

字潰せます。 

 



52                       Copyright(C) れん All Right Reserved.） 

コンテンツ的にもこれを見る人は「おすすめの福袋、

人気の福袋を見たい！」わけなので、そこに口コミが

あればニーズも合致していますよね。 

 

■といったように、 

こういたターミナルページを作ることで自分のブログ内

での回遊率が圧倒的に上がりますし、やはりこういっ

たランキングは読者に好まれる傾向にあります。 

さらには、自分の人気記事からこのターミナル記事に

内部リンクを張ることで、記事が評価され「食品 福

袋 2021」などで上位表示されれば、かなりのアク

セスを見込めます。 

 

正直メリットしかないので、伸びてきた自分のジャンル

があれば、このターミナルを作って読者を循環させまし

ょう。 
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まとめ 

 

年末に稼ぎやすい福袋ネタ。 

 

 

しっかりとノウハウを抑えて記事を書くことで、 

行動すればするほど収益が上げやすいです。 

 

 

また記事を仕込むうちに、 

横展開する感覚、ライバルチェックの感覚、需要の見

極め方、コンテンツのクオリティアップの感覚、、、 

といったスキルが身に付くのでおすすめです。 
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年末「あ、、、もっと仕込んでおけばよかった。。。」と

後悔しないように、早いうちからガンガン仕込んで、

年末は落ち着いて収益を上げていきましょう！ 

 

■PS：このマニュアルは福袋ネタで稼ぐために必要

な知識を一気に詰め込んだので、細かいところは疑

問点や分からない部分などもあるかと思います。 

 

なので、音声に限らず質問がある方は答えられる範

囲で詳しく回答しますので、気軽にメールにて連絡を

くださいね！ 

 

では、最後までお付き合いいただきありがとうございま

した。 

 

れん 


