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こんにちは、れんです！ 

 

 

今回の予約特典には 

「ネタ選定→情報収集→記事作成」の記事更新サ

イクルを滞りなく素早く行い、記事アップまでを効率化

できるコンテンツを用意しました。 

 

 

予約特典のノウハウで記事更新を効率化すること

で、限られた作業時間で最大の結果を出すことがで

きます。 

 

 

また、この PDF では僕のコンサル企画の 
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『４つの予約者特典』について紹介をしながら、 

各工程をスピードアップするポイントを暴露している

ので、 ぜひ最後までチェックしてくださいね！ 

 

■4 つの予約特典は以下のとおりです。 

・ネタをザクザク見つけるためのライバルが少ないネ

タ元 7個＋使い方！ 

・記事がスラスラ書ける見出し＆内容テンプー

ト！！ 

・記事作成時間を半分に！情報収集のオリジナル

ノウハウレポート！ 

・200案件以上外注して築いた外注化マニュアル

×ライター様との上手な付き合い方！ 

 

それでは各予約特典について一つ一つ紹介していき

ます。 
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特典 0：コンサル先行応募権利！ 

 

 

先行予約された方は 

１月２９日（金）22時からの 

一般募集に先駆けて、 

１月２８日（木）の 2２時に 

先行募集開始のメールを送らせていただきます。 
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なお、4 つの豪華先行予約特典が受け取れるのは、 

先行募集メールからの応募のみですので、 

ご注意ください。 

 

 

 

（次のページへ） 
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ネタをザクザク見つけるためのライバル

が少ないネタ元 7 個＋使い方！ 

 

 

僕とコンサル生で独占していたネタ元を 

先行募集者限定で暴露します。 

 

今回はインフルエンサー用のネタ元 5個と季節ネタ

用のネタ元 2 つをご用意しました。 
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いくつか紹介すると・・・ 

 

・ライバルが気づきにくい、意外すぎる youtuber

のネタ元！  

・これだけで完全網羅？季節ネタ最強のネタ元！ 

・月収１万円以下のブログでも上位表示させやす

いインフルエンサーを探すネタ元 

・ブログが軌道に乗ったら、一気に月収 10万円を

目指すためのネタ元！ 

・・・ 

 

これらを知ることで月収 3万円以下のブログでも 

ライバルの少ない季節ネタやインフルエンサーネタ探し

の効率が一気に上がり、効率よくブログの資産化を

することができます。 
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また、ブログで稼ぐために重要なのは、ノウハウを知

るだけではなくその使い方まで学ぶことです。 

 

 

今回は紹介する 7 つのネタ元について、 

「そのネタ元からどうやってネタを探すか」までを画像

付きでまとめた 40 ページ越えの PDF をお渡ししま

すので、スキルに落とし込むことでライバルに大きな差

をつけていきましょう。 

 

     ネタ選定効率化のポイント！ 

ネタ元だけではなく、ネタ選定のやり方までセットで

覚えることで、ネタ選定スキルを向上させる！ 
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記事がスラスラ書ける見出し＆内容テンプ

ート！！ 

 

 

現在ブログを実践している方の中には 

・記事の内容に自信が無い・・・ 

・書く内容に困って日をまたいでしまいます。。。 

・1記事に何時間かかってしまい作業が進まない・・ 

という方もいらっしゃるかと思います。 
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そんな方にぜひ使ってもらいたいのが、今回ご用意し

た「記事の見出し＆内容テンプレート」です。 

 

 

よくあるインフルエンサーネタや季節ネタに対し、 

どんな見出しを作ってどんな内容で書けば良いかが、

一目でわかる魔法のテンプレートとなっています。 

 

 

一部紹介すると・・・ 

・インフルエンサーのプロフィール記事のテンプレ 

・インフルエンサーの彼女記事のテンプレ 

・稼ぎやすい季節ネタに関するテンプレ 

・・・ 
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また要望が多ければ、他のネタに関するテンプレも増

やしてよいかなと思っています。 

 

 

これ活用することで、記事作成に迷いが無くなります

し、そのまま外注さんに渡すことであなたは余計な手

間が省けます。 

 

 

もう、「記事が書けない・・・」という悩みにおさらばしま

せんか？？ 

 

     記事作成効率化のポイント！ 

頻繁に書く記事の見出しや内容は予め抑えておく 
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記事作成時間を半分に！情報収集の

オリジナルノウハウを暴露！ 

 

 

 

 

僕が実際に記事を書いてきた中で培ってきた、 

情報収集をする時のノウハウや小技をお伝えします。 
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実は情報収集のノウハウは稼ぐために非常に重要

なものです。 

 

 

ここが高いかどうかで、 

記事作成にかかる時間が大きく変わりますし、 

しっかり情報を盛り込んだ記事を作れるので、 

自分の記事を上位表示させられる確率が変わって

きます。 

 

 

しかし残念なのが、ほとんどのコンサルでは情報収集

の具体的なノウハウまではお伝えしていないことが多

いです。 
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例えばツイッターで「インフルエンサーの彼女」の情報を

探す時も、「彼氏」「恋人」だけではなく「タイプ」

「彼」といった検索の仕方や KW を変えるだけでも

収集できる情報量が大きく変わってきます。 

 

 

これはあくまで最も単純な例で、今回紹介するのは 

・youtube動画を見なくても、動画の中の話をお

およそ把握する方法 

・○○記事を使った信憑性の高い情報を探す方法 

・季節ネタで重砲する Twitterの意外すぎる情報

収取方法！ 

・ライバルが見ていない、情報元とその使い方！ 

・・・といった、 
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これらは僕がまだ稼いでいない時代から 4年以上か

けて培ってきた、シンさんにも内緒の情報収集のノウ

ハウです。 

 

 

これで「情報収集に時間がかかる・・・」「情報がな

い・・・」という悩みとおさらばです。 

 

 

     情報収集効率アップのポイント！ 

ライバルと差別化する情報収集元と探し方を複数持

っておく！ 
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200 案件以上外注して築いた外注化マニュア

ル×ライター様との上手な付き合い方！ 

 

僕が 200案件以上のご縁を繋いできて作り上げ

た、独自の外注マニュアルをお渡しします。 

 

これは 

・利益が上げやすいネタのジャンル 

・損をしないためのネタごとの適切な単価設定と発

注数 
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といった基礎的な外注のノウハウだけではなく、「初心

者でも始めやすい外注の仕方」「要項やライター様

マニュアルのテンプレート」といったことから、ライターさ

んにWordpress を使ってもらうための権限やアカウ

ントの作り方などハイレベルな内容も含んだマニュア

ルです 

 

 

また、非常に重要な「ライターさんとうまく付き合って

いくためのノウハウ」もガッツリ書いてあります。 

 

 

ライター様もあなたと同じ人間です。 

 

僕自身ライター様は単なるお仕事相手とは思ってい

ませんし、「うまい付き合い方」があるからこそ相手目
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線に立って「相手が 120%の力を発揮できるように

する」のが外注化の鍵になります。 

このマニュアルではそのために、 

・危険なライター様の特徴 

・各トラブルに対する対処法 

・質の良いライター様の見つけ方と教育方法 

・・・ 

といったこともお伝えしています。 

 

外注のことはこれ一つで完結するような、 

最強のマニュアルをぜひお手にとってください。 

 

     外注効率化のポイント！ 

ライター様も人間。よりより関係構築にもノウハウやス

キルが必要となる。 
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4 つの予約特典を 120%活用するには？ 

 

■というわけで、ここでは僕の新企画の 4 つの予約

特典と、記事更新を効率化するポイントをお話しして

きました。 

 

 

そしてこれらの特典を 120%活用し、あなたの資産

ブログ構築スピードを上げるには、これらのマニュアルを

作った僕と細かく思考をすり合わせていくのが重要で

す。 

 

 

そうすることで、各ノウハウについて正確に意図が伝わ

りますし、思考部分まで学ぶことでノウハウ以上の結

果を出すことも可能です。 
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もちろんここでプレゼントした特典の内容について、わ

からないことがあればコンサル中いくらでも質問してもら

って大丈夫です。 

 

 

正直この予約特典だけでも、コンサル費を回収でき

るレベルなので、見逃すと本当に勿体ないです。 

 

 

■また前回のコンサル募集枠は１５人だったのです

が、30分ほどで売り切れました。 

 

今回の募集枠はその半分ほどなので、 

さらに早く売り切れてしまう可能性が高いです。 
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そのため確実に参加したい方は、 

5分前に PC の前で待機しておくことを 

おすすめします。 

 

 

ちなみに先行募集は募集人数を超えるか、 

一般募集までには閉めさせていただくので 

ご了承ください。 

 

それでは１月２８日（木）2２時の 

先行募集でお会いしましょう！ 

 

 

れん 


