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ここでは僕とコンサル生でこっそり使っていた 

7 つのネタ元を紹介していきます。 

 

 

月収 1万円以下のブログでも狙いやすいネタ元を

取り揃えているので、 

ぜひご自身のネタ選定のバリエーションを増やしてく

ださいね！ 

 

 

バリエーションが増えれば増えるほど、ライバルより有

利になっていくので、ネタ元＋使い方まで抑えてご自

身のスキルに落とし込んでください！ 
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ライバルが気づきにくい、意外すぎる

youtuber のネタ元！ 

 

 

ここでは僕が重砲している“意外な”ネタ元を紹介し

ます。 

 

 

ここで見つけたものは、ライバルが少なかったり、また気

づきにくいので初期のブログでも比較的上位表示させ

やすいです。 

 

 

そのネタ元とは・・・・ 

実は youtubeのホームページです！ 
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⇒https://www.youtube.com/ 

 

Youtube のホームページには、 

おすすめの動画がたくさんでてきていますよね？ 

 

 

そのため、これらの動画を出している youtuber をそ

のままシンプルに狙ってしまいましょう！ 

 

 

また、このネタ選定法には以下の二つのパターンがあ

ります。 

・プライベートウィンドウを使ってネタ選定をする 

・普通のブラウザでネタ選定する 

 

https://www.youtube.com/
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■まずプライベートウィンドウ（シークレットウィンドウ）

とは、自分の検索履歴が反映されていない（完全

ではない）状態でネットを見られる仕組みです。 

 

 

つまりプライベートウィンドウで youtubeのホームペー

ジを見ると、自分の好みとは関係なく、ある程度ラン

ダムにおすすめ動画がでてきます。 
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そしてここの「動画を出している」人物をネタとして書い

ていきます。 

 

 

例えば二つ目のところの 

「katchan33」という人物を見てみます。 
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するとチャンネル登録数が 23万人もいるのに、今の

ところ意外にもライバルは一人しかいないです。 

 

 

 

このように、こういったある程度ランダム性があるネタ元

は、同じやり方でネタ選定をしても結果が同じになり

にくいので、穴場ネタを見つけられますよ！ 
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そしてプライベートウィンドウを使わずに、 

普通のウィンドウで youube のホームページを見る

と、出てくる動画のパターンが違います。 

 

 

先ほどもお伝えしましたが、プライベートウィンドウを使

わない場合、Youtubeはおすすめ動画を選ぶときに

あなたの検索履歴などを利用するので、あなたが普

段記事を書くような youtuber と関連性が高い動

画が出やすくなります。 

 

 

そのため用途に合わせて「プライベートウィンドウ」

「いつものウィンドウ」を切り替えることで、いろんなネ

タが探せますよ！ 
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月収１万円以下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 

 

ここでは、youtuber に限らず、いろんなインフルエン

サーを探すネタ選定の方法をお伝えしていきます。 

 

 

使うのはずばり「ツイッター」です！ 

 

 

Twitter で、自分が探したいタイプインフルエンサーの

条件をキーワードで打ち込むことで、その人物につい

てのツイートを見つけることができます。 
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■どういうことなのか、実際の例を見ながら抑えていき

ましょう。 

 

 

今回はダンス動画で注目を集めるインフルエンサーで

ある、「踊り手」を探していくとします。 

さらにその中でも「かわいい」人物を探していきましょ

う。 

 

■まずはツイッターを開いてください。 

 

⇒https://twitter.com/ 

 

 

 

https://twitter.com/
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■そしたら、ツイッターの検索窓に今回は例として 

「かわいい 踊り手」と入れてみましょう。 

 

 

ちなみにここは 

・面白い 踊り手 

・イケメン 踊り手 

・面白い 踊り手 

・・・ 
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と横展開させながら検索したり、 

それを縦展開して、 

・面白い 歌い手 

・イケメン 歌い手 

・面白い 歌い手 

・・・ 

としていけば、いくらでもパターンが作れますよ！ 

 

 

■それでは引き続き今回は 

「かわいい 踊り手」を見ていきます。 

 

 

するとこんなツイートがでてきて、 

「あーずー」というインフルエンサーを見つけました。 
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■そしたら yahoo に入れて関連ワードがあるかチェッ

クしていきます。 

 

すると以外にもたくさん関連ワードがあり、 

その中の例えば「あーずー 本名 ゆきの」という KW が

今のところガラ空きです。 
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■このようにうまくツイッターを使っていけば、 

美味しいネタをたくさん見つけられます。 

 

 

■この探し方をすると、youtuber に限らずいろんな

インフルエンサーを探せるということと、そもそも興味を
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持たれているので、需要の高いネタを見つけやすいこ

とがメリットです。 

 

 

そしてこのネタ選定方法は、実は基本的には安定ネ

タならなんでも使えます。 

 

 

例えば CMネタを狙おうと考えれば「面白い CM」と

いったように検索して、そこからネタ選定をしていくのも

良いですね！ 
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応用が利かせやすいネタ元！ 

 

ライバルが気づきにくく、需要の高いネタを見つけやす

いネタ元を紹介します。 

 

それがコラボしたインフルエンサー狙いです！ 

 

 

人気 youtuber とコラボした人物、紹介した人物、

関係性が深い人物（友達など）は、注目が集まり

やすいです。 

 

 

これは無名だった人物が有名になり検索される 

「無名⇒有名の法則」にもあてはまりますね！ 
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ではどうやってその人物を探すかというと、 

初めはラッコキーワードを使うと探しやすいです。 

 

⇒https://related-keywords.com/ 

 

 

ラッコキーワードとは、 

ワードを入れることで、そのワードに対するグーグルの

サジェストを出してくれるツールです。 

 

 

https://related-keywords.com/
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今回は例として人気 youtuber の「ヒカル」を入れて

みます。 

 

 

するとサジェストの中に人物名があることがあります。 

 

 

この人物はインフルエンサーであることが多いので、 

この人物を書けないかライバルチェックをしていきます。 

 

 

今回であれば、「ちゅーにー」という人物がいますね！ 
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試しに見てみると、「結婚」という KWがライバルが少

ないです。 
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いろんな大物 youtuber を入れてみて、 

狙えそうな人物はガンガン狙っていきましょう！ 
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これだけで完全網羅？季節ネタ最強の

ネタ元！ 

 

季節ネタは基本的にまとめサイトを利用して、 

一覧を抑えてしまうのが手っ取り早かったりします。 

 

 

その中でもおすすめのサイトを今回紹介しますね！ 

 

 

まずは見やすい・わかりやすいものからです。 
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【世界の民謡・童話】 

 

⇒

http://www.worldfolksong.com/calendar/

index.html 

 

年中の行事がわかりやすくまとめられているので、 

ざっくり見つけたい時はこれで十分かと。 

http://www.worldfolksong.com/calendar/index.html
http://www.worldfolksong.com/calendar/index.html
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ちなみに各月の一覧リンクを押すと、その月の季節イ

ベントについて詳しく紹介されているページに飛ぶこと

ができます。 
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【ウォーカープラス】 

こちらは日本最大規模のお出かけ情報メディアです。 

 

 

⇒

https://www.walkerplus.com/event_list/ 

https://www.walkerplus.com/event_list/
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かなり細かく全国のイベントがまとめられ地方や日程

などで検索を利用できるので、非常に使い勝手が良

いです。 

 

 

より細かいネタのヒントが欲しい場合は、こちらのウォー

カープラスを見るのも良いですね！ 

 

 

 

そして、季節ネタで重要なのは狙う KWを見つける

ことです。 
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そして今回ご紹介するのは、グーグルの検索窓を利

用したネタの探し方です。 

 

 

■まずはグーグルの検索ページに行きます。 

 

⇒google 

 

■そして検索窓に注目します。 

 

ここに横展開したいネタを入れます。 

今回はわかりやすいので「福袋」を利用してみましょ

う。 

 

 

https://www.google.com/?hl=ja
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■グーグルの検索窓に 

「福袋」というキーワードを打ち込みます。 

 

 

 

■そしたら、カーソルを今打ち込んだ「福袋」の前に持

って行きます。 
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■そしてここに試しに平仮名の「あ」を入れてみてくだ

さい。 

 

 

するといろんな候補がでてきますよね。 
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ここに出て来る候補は「あ」から始まって「福袋」という

キーワードが入っている、検索数が多いものです。 

 

 

「あ からはじまる福袋」だけでも、まずはこれで 7個

ネタが見つかりました。 

 

■次に「い」を入れてみます。 
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同じように「い」から始まる福袋がでてきます。 

 

 

ここで勘の良いあなたならお気づきになられたかもし

れません。 
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では「う」では？「え」では？ 

 

当然同じようにいろんなメーカーの福袋がでてきます。 

 

 

となれば最大で 7×ひらがなの数のネタが見つかりま

すよね！ 

 

■そしてこの方法はこれで終わらないのが

良いところです。 
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今度は「あ福袋」の「あ」の後ろに「い」を入れてみてく

ださい。 

 

 

 

今度は「あい」から始まる福袋が出てきますよね。 

では「あう」は？、「あえ」は？？？・・・ 

 

となれば書ききれないほどネタが見つかると思いません

か？？ 
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■そしてまだまだキーワードはたくさん探せます。 

例えば検索窓にもう一度「あ福袋」と入れてみましょ

う。 

 

 

 

とりあえず今回は一番上の「アディダス」を選びます。 

 

 

 



37                       Copyright(C) れん All Right Reserved.） 

■今度はラッコキーワードを使って狙えるキーワードの

範囲をさらに増やして行きましょう！ 

 

⇒ラッコキーワード 

 

 

■この検索窓に先ほど選んだ 

「アディダス 福袋」を入力します。 

 

 

https://www.related-keywords.com/
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■そして「取得開始」をクリック。 

するとひらがな順、英語、数字など別に、検索されて

いるＫＷが出てきます。 

 

 

※ラッコキーワードは現在デザインが変わりました。 
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■このツールを使って、3語、4後のキーワードを狙っ

ていけば、さらにいろんな記事が書けますよね！ 

 

アディダスは人気福袋なので直球では勝てなくても、 

「アディダス 福袋 キッズ」や「アディダス 福袋 レ

ディース」、「アディダス 福袋 アウトレット」あたり

は、比較的狙いやすいです。 

 

 

同じように、 

1:今回紹介したようにグーグルの検索窓で「あ×

×」という感じでいろんなネタを見つける 

2:1 を利用して見つけたものを、ラッコキーワードを

利用して、さらにキーワードのバリエーションを増や

す 

 



40                       Copyright(C) れん All Right Reserved.） 

ということをしていけば、安定ネタを書ききれないほどた

くさん見つけることができます。 

 

 

今回は福袋で紹介しましたが、 

・バレンタインだったら？ 

・セールだったら？ 

・ＧＷだったら？ 

・花火大会だったら？ 

・クリスマスコフレだったら？ 

・・・ 

 

と、あとは「福袋」の部分を別のキーワードにするだけ

ですね！ 
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季節ネタを攻略する手っ取り早いネタ選

定方法！ 

 

季節ネタを手っ取り早く見つけるには、 

実はライバルサイトからヒントを得るのが手っ取り早

かったりします。 

 

 

というのも季節ネタは、一つのネタに対して、たくさんの

キーワードのバリエーションがあるので、ネタを参考にし

ても狙いどころかかぶりにくいからです。 

 

 

例えばライバルがひな祭りケーキを狙っていたとしましょ

う。 



42                       Copyright(C) れん All Right Reserved.） 

その場合自分がひな祭りネタを狙うとしても、 

実際は、 

ローソン ひな祭りケーキ 2021 

セブン ひな祭りケーキ 2021 

・ 

・ 

・ 

というように狙いどころがたくさんあるからです。 

 

 

■また、季節ネタを中心的に狙っている人は、 

そこに特化していることが多いので、自分が知らなかっ

たようなおいしい穴場ネタが見つかったりもします。 
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■というわけで、ライバルを参考にするのが 

一番効率が良いわけですが、次はどうやってそのライ

バルを探すか、というところです。 

 

 

■これは、実際に 

「イオン バレンタイン 2021 いつから」 

といった季節ネタの KWで検索してみて、ライバルサ

イトを見ていくのが一番手っ取り早いです。 

 

 

例えば「イオン バレンタイン 2021 いつから」 

と検索してみつけた、このサイトは結構季節ネタを書

いていますね！ 

⇒https://zundamap.net/ion-valentaine/ 

https://zundamap.net/ion-valentaine/
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他にもこんなサイトも見つけました。 

⇒https://hiromasat.com/ion-choko/ 

⇒https://yulilog.com/ 

 

こんな感じで季節ネタを狙っているライバルをメモって

おくと良いですね！ 

 

 

 

 

 

 

https://hiromasat.com/ion-choko/
https://yulilog.com/
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ビックトレンドの記事をガンガン狙うため

のネタ元！ 

 

【知恵袋】 

 

 

⇒知恵袋 

 

https://chiebukuro.yahoo.co.jp/
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ここでは速報ネタを絡めたインフルエンサーネタの狙い

方を紹介していきます。 

 

 

インフルエンサーは、最近だと芸能人との差別が付き

にくくなっており、彼らも炎上や不祥事を起こすと大き

くニュースサイトに取り入れられるようになってきました。 

 

 

ブログが毎日安定的に 3000PVほど集まるようにな

ったりインデックススピードが速くなってきた人は、こうい

った速報ネタを絡めることでスピーディーに収益を上げ

ることができるので、 

ちょっとまだ内容が難しい・・・という方も、のちに参考

にしてみてください。 
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■そして今回利用するのは知恵袋です。 

一般的にお役立ちネタを見つけるために知恵袋を利

用しているブロガーは多いです。 

 

 

しかし速報ネタでも使用できるのが知恵袋の良い

ところです。 

 

 

一般的には 

ニュースなどが話題になる⇒質問される 

までは少し時間の空きがあり、知恵袋は速報ネタに

は不向きと考えられがちだからです。 
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しかし速報ネタにも短命のネタと長期間話題になる

ネタがあります。 

 

 

僕は後者を「ビックトレンド」と呼んでいます。 

 

 

最近だとに 

・ワタナベマホトさんの不祥事 

・モデル、ラブリさんのニュース 

・・・など、連日テレビなどに取れ挙げられるようなネタ

です。 

 

 



49                       Copyright(C) れん All Right Reserved.） 

こういったネタは、次から次へと新しい狙いどころが出

ますし、長期間検索されやすいので、 

一般的なニュースサイト以外にも、知恵袋からネタ選

定をするとおいしいネタを見つけられたりします。 

 

 

 

知恵袋はランキングを見ても良いのですが、素直に検

索窓を利用するのもおすすめです。 

例えば去年渡部建さんの不倫のニュースが大きく話

題になりましたね。 

 

 

今回は検索窓に「渡部建」と打ち込んでみます。 
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■このまま知恵袋の質問を見て行っても良いのです

が、さらにキーワードを追加して、細かく見ていくとい

ろんなネタをピンポイントで見つけやすいです。 

 

 

今回は渡部建と不倫の噂になった 

「女優」というキーワードも追加して検索してみます。 

 



51                       Copyright(C) れん All Right Reserved.） 

 

 

 

「ここの質問＝気になること」になることも多いので、 

長期間検索されるようなビックトレンドネタがある時

は、知恵袋を積極的に利用してみましょう！ 
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補足：またビックトレンドが出ると、 

そのネタが知恵袋の総合 Q＆A ランキングの上位を

占めることも多いので、ここをチェックするのもおすすめ

です！ 

 

 

（次のページへ） 
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どんなネタにも使える？ちょっとずる賢い

ネタ元！ 

 

【Tuber Town】 

 

 

 

 

Youtuber記事を書いたことがある方はご存じかもし

れませんが、 
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有名な大手サイトに Tuber Town というものがあ

ります。 

 

 

これは Youtber のチャンネル登録者数の情報や、

年収などをまとめているサイトです。 

 

⇒Tuber Town 

 

 

こういった大手 YouTuber サイトを利用した 

効率の良いネタ選定の方法があります。 

 

 

http://www.tuber-town.com/
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■まずは Tuber Town にアクセス。 

 

⇒Tuber Town 

 

 

■ここから各ジャンルのランキングなどを見ても良いの

ですが、 

今回はこのサイトの「インデックス」を利用します。 

 

 

■今度はグーグルを開いてください。 

 

⇒グーグル 

http://www.tuber-town.com/
https://www.google.com/
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そしてサイトコマンドを利用して、Tuber town のイン

デックスを見ます。 

 

 

補足：サイトコマンド。 

指定したサイトで、グーグルにインデックスされている記

事をすべて（おおよそ）表示させるコマンドです。使

い方は「site:サイトの URL」 

 

 

■そして先ほどの youtubeからネタ選定をしたのと

同じ要領で自分が探したいジャンルなどの KW を入

れます。 
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今回は試しに「車」と入れてみましょう！ 

 

 

 

そして検索結果から 

「youtuberを見つける⇒yahoo に入れてみる」

を繰り返して、 

・チャンネル登録者数が 1万人以上 

・yahooの関連ワードがある 

・ライバルが少ない 

この 3 つを満たす youtuber を狙っていきます。 
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例えば今回は検索結果に出てきた「まさる tv」を検

索してみます。 

 

 

 

すると関連ワードがでてきますね！ 

 

 

一応チャンネル登録数を確認すると・・・ 
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チャンネル登録数は 1万人を超えていますね！ 

こんな感じでガンガン youtuber を見つけていきまし

ょう。 

 

 

そして勘が鋭い方は気づいたかもしれませんが、 

この探し方は Tuber Town以外のサイトでも同

じやり方ができます。 
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youtuber記事を書く中で、いつも上位にいるような

大手ブログはブックマークしておいて、 

 

 

今回紹介したのと同じサイトコマンドを使って、穴場

の Youtuber を探すのもおすすめです。 

 

 

使い方次第でいろんなネタ選定ができるので、 

慣れた方は、このサイトコマンドを応用して自分だけ

のネタ選定の手法を確立し、アクセスを独占しましょ

う！ 
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まとめ 

 

今回はさまざまなタイプのネタ元を 7 つ紹介してきま

した。 

 

単に多くのネタ元を覚えるのではなく、 

自分で実際手を動かしネタを繰り返し探すことでネ

タ選定のコツが掴めてきます。 

 

そして一つのネタ元で見つけ方のコツがわかると、その

他のネタ元も、使いこなせるまでにかかる時間が早く

なります。これが「成長」です。 

 

何度もトライして自分のスキルに落とし込んでいきまし

ょう！ 


