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『情報が無い時』の記事の書き方を学び作業効率を上げる！

【完全保存版】コスパよく中古ドメインを取得する具体的な流れを抑える！

圧倒的に稼ぐ人が意識する時間管理のクワドラント！



今日のテーマ

・『情報が無い時』の記事の書き方を学び作業効率を上げる！

・【完全保存版】コスパよく中古ドメインを取得する具体的な流れ！

・圧倒的に稼ぐ人の共通点！



『情報が無い時』の記事の書き方を
学び作業効率を上げる！



■記事を書いていてどうしてもぶつかる壁が

「調べても情報が無い」という問題。

これはジャンル関係なくブロガーを悩ませるもの。

■例えば・・・

「インフルエンサーの彼女に関する記事を書いて
いるとき、どうしてもない・・・」

「それでも探して探して、、気づいたら2時間も3

時間も立っていた・・」



■これは結構深刻な問題。

1時間半で1記事書ける人と、

3時間かかる人では、同じ作業時間でも2

倍作業量が変わる！



・ではどうすれば解決できるのか？

・記事を書くのが早いブロガーはどのように
しているのか？



■記事を書くのが早い人は10分、15分と時間を区
切り、そこで見つからなければあきらめる。

■その代わりに「潜在ニーズ」や「根拠のある考
察（推測）」を書いていく。

というのも、そもそもいくらネットを探しても情
報自体が存在しないことがざらにあるから。

つまり人によっては、そもそもないものを永遠に
探し続けている



■おすすめは、

『もしある程度情報を探して「もう無い」
と判断した場合、その時何を書くのかをあ
らかじめ用意しておくこと！！』



■そうすれば

・情報が無い時にそこからいちいち考えこまなくても良い

・慌てず質の良い記事を書ける

・用意したものをそのままライターさんに渡せる

今回は人物ネタについて、情報が無い時に書きたい内容を
いくつかお伝えするので記事作成のヒントにしてくださ
い！



情報が無い時の記事の書き方
～本名、年齢、身長編～

■本名

本名は非公開にしているyoutuberが非常に多い。

なのである程度調べて出てこない場合は、推測して書
いていくしかないです。

一番やりやすいのが「チャンネル名やニックネーム」
から推測すること。



■具体例

（たかたかチャンネルというyoutuberを狙うとき）

たかたかチャンネルさんの本名について、

「たかたか⇒たか⇒本名はたか～～」なのかなと思
います。

ちなみに「たか」から始まる名前であれば、

・たか

・たかし

・たかあき

・・・

あたりですね。

情報が無い時の記事の書き方
～本名、年齢、身長編～



■また、チャンネル名やニックネームが完全に本名と関係
ない場合は、その由来を書いていくのがおすすめ。

■具体例2

（雪ん子チャンネルというyoutuberを狙う場合）

実は雪ん子チャンネルさんの本名について、

「雪」とは関係ないみたいです（笑）

というのも雪ん子というのは、彼女の学生時代につけられ
たニックネームが元になっているからです。

小学生の時彼女が雪合戦をしていたら～～～

情報が無い時の記事の書き方
～本名、年齢、身長編～



■年齢の場合、

これは好きな音楽や趣味のキャラクターのエピソードなど
からも推測できる。

例えば該当のyoutuberが動画の中でこんなことを言ってい
たとする。

（もしくこんな内容のツイートがある場合もチャンス）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

北斗の拳を高校生のころ見ていたんです！これって僕の青
春なんですよ！

当時テレビに映ったケンシロウがカッコよくて・・・

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

情報が無い時の記事の書き方
～本名、年齢、身長編～



■北斗の拳であれば、○○年ごろに放送されている、で
あればその時が高校生だから今ってだいたい何歳くらい
かわかる

■これは

・就職した年など過去の人生イベント

・好きなファッションブランドの年齢層

・見た目や身に着けているもの

からおおよその年を探っていく手もある。

情報が無い時の記事の書き方
～本名、年齢、身長編～



■次に身長について、

これは動画や画像で一緒に写っている人物について、

その比率から逆算していく。

■例えばこんな画像。

※流石にヒカキンの身長は検索すればでてきますが、あく
まで今回は具体例として考えていきます。

■これを見てはじめ社長が
身長○○cmだから、ヒカキンは
××cmくらいだよね。とわかる

情報が無い時の記事の書き方
～本名、年齢、身長編～



情報が無い時の記事の書き方
～仕事編～

■仕事について。

Youtuberは副業としてやっていて、別で
本職がある人も多い。

■その場合は「染めているかどうか」
「体格」「金銭感覚」といったことから
推測を始めていく。



■例えばゴリゴリに染めている人がサラリーマンとい
うことはなかなかなかったり、やたらとブランドもの
や高級品を購入している人は経営者や大きな企業の重
役ということもあり得る。

こういった「一般的でない」部分に着目して推測をす
るのがポイント。

情報が無い時の記事の書き方
～仕事編～



情報が無い時の記事の書き方
～素顔編～

■素顔を普段出していないyoutuberでも、動画で一瞬だけ顔の
一部が映ることがある。

もしそのような場合はその動画を紹介し、

映った部分から「芸能人であれば～～系の顔ですよね！」と
持っていくのもアリ。

■全く顔が出ていない場合も、自己紹介などの動画に中に「よ
く～～似といわれます」ということを言っていたり、Twitter
などで「顔が意外と整っている」「イベント行ったらイケメン
だった」といったコメントがある場合がある。

その場合その旨をそのまま書いてあげる。



■ゲーム実況系など完全に顔に関する情報が無い場合、
「声」からどんなタイプの顔なのではないか？という
ことを書いていっても良い。

■顔を何かアイコンや物で隠している場合、

その写真を紹介し、体格などから素顔はどんな人物な
のか推測していくのもアリ。

情報が無い時の記事の書き方
～素顔編～



情報が無い時の記事の書き方
～子供・家族編・兄弟～

■子供がいることがわかっても、

意外と子供に関する情報が無い場合もある。

その場合は「そのyoutber×親戚の子供」、もしくは他の子ども関
係のyoutuberやインフルエンサーとコラボした際の子供の接し方
に着目。

そして「子供に対して～～という行動を見て、すごく優しく接し
ていたから、家庭でも良い旦那さんをしていそう・・」みたいな
感じでもっていくと書きやすい。

※もちろんここでは誹謗中傷はしないように、ポジティブ方向で
書いていきましょう。



■弟、妹など兄弟関係の情報が少なかった場合、

兄弟とのエピソードを書いてくと良い。

■例えばそのyoutuberのツイッターを見て、

「誕生日にこんなものを貰った」

⇒「誕生日はプレゼントを贈りあうほど仲が良いみたいで
す～～」みたいな感じ。

※基本的には情報が無い場合は、その対象人物とのエピソー
ドを書いてくのがおすすめです。

情報が無い時の記事の書き方
～子供・家族編・兄弟～



ワーク1:情報が無い時に何を書く？

■youtuberネタのメインKWで「出身」を狙って
いるが、検索しても情報が出てこない！

■その場合Twitterの高度な検索で

どんなKWで情報を探していく？

■制限時間5分



■というわけで、

人物ネタに関する代表的なパターンに対して

「情報が無い時の書き方」を紹介してきました。

■慣れてきたら自分のオリジナルパターンや、別の
キーワードに対してもあらかじめ「情報が無い時に
何を書くか」を決めてメモしておくのがポイン
ト。



■休憩！



【完全保存版】コスパよく
中古ドメインを取得する具体的な流れを

押さえる！



中古ドメインってそもそも何？

■以前誰かが使っていたドメイン。

■現在失効して誰も使っていないもの
を取得する



■グーグル曰く上位表示の基準とは？？

・良質なコンテンツ

・良質な被リンク

■新規ドメインであれば被リンクは０。

しかし中古ドメインであれば、良いものを取
得するれば初めから良質な被リンクが付いて
いることになる。

⇒圧倒的に時短になる

中古ドメインを使う理由



■実際こうなっている・・・

最近記事を入れ始めた中古ドメインのリアルな順位（3/28日今日の順位）

※ライバルが少なくて明らかに1位取っているのはGRCに登録していない。



中古ドメインを使って何をする？

■Youtuberネタをガンガン攻める！

200~300記事で月収10万円以上の安定収入を目指す！

■商標雑記、商標特化を作る！

こちらは中古ドメインありき

■特化ブログを作る！

今後特化ブログでも中古ドメインが主流になってくる。

備えるためにもまずはyoutuberや商標ネタを通して

中古ドメインを取得するスキルを付けておく。



どんなドメインが上がりやすいのか？

■指標はいろいろあるが、

まずはざっくり説明すると以下の通り

・ドメインの評価（エイチレフスのDR）が高い

（15以上、できれば20以上ほしい）

・被リンクの質が高い

・今まで自然な運営がされていたもの

（ワンオーナーなドメイン）

※のちに具体例付きで詳しく説明！



中古ドメインってどこで探すの？

■安いかつコスパの良いおすすめの場所は3か所！

・お名前ドットコムJPドメインオークション

・オーランの中古ドメイン屋さん

・expireddomains



お名前ドットコムJPドメインオークション
■お名前ドットコムが行っているJPドメインのみを集めたドメイン
オークション。

⇒https://www.onamae.com/campaign/auction/

■うまくいけば安くで良質なドメインをゲットできる。

■DR25くらいでも、2万円以内で購入できる。

■ポイントは映画系のドメイン以外を狙うこと

⇒映画系ドメインは数十万～百万くらいの値段がつくので

なかなか競り勝つのは難しいが、その他のジャンルだと意外と安い。

■ただし月に1回しかないのが難点・・・



オーランの中古ドメイン屋さん
■のちに紹介する「ドメイン転生」を開発したオーランさんが、個人的
に販売している中古ドメイン。

⇒https://orank.jp/shop/

■意外と知られていなくてまだまだライバルが少ないのでおすすめ。

■業者と比較すると破格。DR15以上でも3000円～から購入できる。

■ただしドメインの仕入れが不定期・・・



expireddomains

■世界中で失効（手に入る）した中古ドメインを検索するシステム。
これを使って自分で取得する方法。

■毎日新しく失効したドメインが増える

■自分で取得するので、原価で手に入る。どんな良質なドメインで
も1ドメイン1円～1000円ほど。

■大量に購入してテストを行い、一番上がりやすいものを使うのが
個人的にはベスト！



■今回は圧倒的にコスパが良いエキスパイ
アードドメインでの探し方をお伝えします。

■ここで取れれば他のところでも取れると思
いますが、わからないことがあれば音声や
チャットで聞いてくださいね！



【完全保存版】
エキスパイアードドメインでの探し方！

■まず中古ドメインをゲットするまでに必要な
ツールなど！

・エキスパイアードドメイン：無料

・エイチレフス：1週間の有償トライアル7$

・ドメイン転生： 1週間の無料トライアル

・moz：月10回チェックまで無料



中古ドメイン取得の流れ

エキスパイアードドメイン

↓

エイチレフスのバッチ分析

↓

ドメイン転生

↓

エイチレフスで被リンクなどの目視チェック

↓

モズでスパムスコアをチェック



エキスパイアードドメインの登録方法＆使い方

■エキスパイアードドメインとは？

⇒ https://member.expireddomains.net/

📌ドメインクローラー

世界中で失効した（取得可能な）ドメインを探して
きてくれる検索エンジンのようなもの

📌ここから条件を絞って取得していく

https://member.expireddomains.net/


登録方法

■まずはエキスパイアードドメインのサイトへ

⇒https://www.expireddomains.net/login/

■画像赤矢印の「No account yet? Sign up now!」
をクリック。



■ユーザー名やパスワードを入力
その後登録したアドレス宛にメールが来るので、
メール本文中のリンクをクリックすると登録が完了。



エキスパイアードドメインの初期設定

■ログインするとこんな画面に。



■ここからまずは初期設定を。

初めにここの設定をしていきます。

エキスパイアードドメインの初期設定



エキスパイアードドメインの初期設定

■右上の「Column Manager」をクリック。



エキスパイアードドメインの初期設定



エキスパイアードドメインの初期設定

■ここの値は自分が好きなようにカスタマイズして
大丈夫ですが、慣れるまでは僕と同じあたりにして
みましょう！



■設定ができたら「Save change」をクリック。

エキスパイアードドメインの初期設定



■いったんHPに戻る。

そして右上の「Deleted domains」をクリックするとドメイ
ン一覧を見ることができます。

■普段もこの要領で

ログイン⇒ホームページ⇒DeletedDomainsでドメインを見
ていきます。

エキスパイアードドメインの初期設定



ドメイン転生の登録方法＆使い方

■中古ドメインを素早く精査するために必須
のツール。

■1週間無料トライアルありで、

一番下（シルバー）のプランで月2980円。

このプランで十分です。



ドメイン転生の登録方法

■こちらの登録方法は簡単なので一部省略。



ドメイン転生の登録方法

■あとはここから指示に従って進めていくだ
けです。



mozの登録方法と使い方

■こちらもエイチレフスと同じくSEOのツール。

Mozはドメインのスパムスコアを確認するために使う。

■スパムスコアが高いと、そのドメインがペナルティを受けてい
る可能性があったり、記事を入れてみても上がりにくい可能性が。

■なのでmozでスパムスコアを確認して、

スパムスコアが40以下のドメインを選んでいく。



mozの登録方法と使い方
■まずは「moz」にアクセス。

⇒https://moz.com/

■次に「ログイン」ボタンをクリック。



■「Create an account」をクリック。



■あとは他のものと同じく名前、パス、メールなどを
入力しアカウントを作成。



Mozの使い方！

■それでは実際にmozを使っていきましょう。

まずはログイン後右上の「Moz Pro」をクリック。



■そして「Link Explorer」をクリック。



■赤い囲みのところにドメインを入れて
「analyze」をクリック。



■その後左サイドバーの「SpamScore」をク
リック。



■ここの数字が40%以上だと注意！



■中古ドメイン取得の流れを具体
例で見ていく！



中古ドメイン取得の流れ

エキスパイアードドメイン

↓

エイチレフスのバッチ分析

↓

ドメイン転生

↓

エイチレフスで被リンクなどの目視チェック

↓

モズでスパムスコアをチェック



満たすべき9つのポイント！
１：Googleから警告やペナルティを受けていない

２：ドメイン名が適当すぎる文字列ではない

３：ドメインの運用履歴が3年～10年以内

４：中国語やロシア語、アラビア語の被リンクをもらっていない

５：過去の運用履歴に問題がない（ウェイバックマシンで確認）

６：リダイレクトがかかってない

７：質の高い被リンクが多く、特定のサイトから大量のリンクを
受けていない

８：ドメインパワー（DR）のスコアが20（15)以上ある

９：スパムスコアが1~40%以内である

※これを見ながら実際にドメインを選ぶ流れを見ていきます！



■それでは実際具体例を見ながら、

一つ一つ手順を見ていきます！



満たすべき9つのポイント！
１：Googleから警告やペナルティを受けていない

２：ドメイン名が適当すぎる文字列ではない

３：ドメインの運用履歴が3年～10年以内

４：中国語やロシア語、アラビア語の被リンクをもらっていない

５：過去の運用履歴に問題がない（ウェイバックマシンで確認）

６：リダイレクトがかかってない

７：質の高い被リンクが多く、特定のサイトから大量のリンクを
受けていない

８：ドメインパワー（DR）のスコアが20（15)以上ある

９：スパムスコアが1~40%以内である

※これを見ながら実際にドメインを選ぶ流れを見ていきます！



■「show filter」をクリック。



■するとフィルターがでてくる。まずはここを設定。

「common」「Additional」「Adwords & SEO」「Majestic 」4つのタブが
あるので、順に設定していく。

※設定値は何パターンもあります。正解は無いので、今回は一番無難な
ものをお伝えしますが、慣れたらいろいろいじってみてください。



■まずは「common」のタブから。以下のように設定。



■次に「additional」



■次に「Adwords & SEO」



■最後に「Majestic」。

設定できたら赤枠の「Apply」をクリック。



補足

■フィルターは保存できる。

一覧画面からフロッピーのボタンをクリック。



■こんな感じの画面が出たら成功。

※僕の場合はすでに保存しているフィルターがあるので、

画面が若干違います。

※フィルターは3つまで保存できます。



■フィルターを呼び出すとき。



■これで呼び出せます。



■早速取得していきます。
フィルターで絞ったドメインを一括コピー。



■バッチ分析をクリック。



■ここに先ほどコピーしたドメインを張り付け





■こんな感じにダウンロードされます。



満たすべき9つのポイント！
１：Googleから警告やペナルティを受けていない

２：ドメイン名が適当すぎる文字列ではない

３：ドメインの運用履歴が3年～10年以内

４：中国語やロシア語、アラビア語の被リンクをもらっていない

５：過去の運用履歴に問題がない（ウェイバックマシンで確認）

６：リダイレクトがかかってない

７：質の高い被リンクが多く、特定のサイトから大量のリンクを
受けていない

８：ドメインパワー（DR）のスコアが20（15)以上ある

９：スパムスコアが1~40%以内である

※これを見ながら実際にドメインを選ぶ流れを見ていきます！



■次にドメイン転生を開き、左サイドバーの
ahrefsのバッチ分析をクリック。





■DR>14を設定
その後「ドメインリストにコピペ」をクリック。



■その後左サイドバーの「ドメイン精査」をクリック。

するとすでに先ほどのフィルターを取ったドメインが自動
で入っている。

■あとは実行ボタンを押すだけ。



満たすべき9つのポイント！
１：Googleから警告やペナルティを受けていない

２：ドメイン名が適当すぎる文字列ではない

３：ドメインの運用履歴が3年～10年以内

４：中国語やロシア語、アラビア語の被リンクをもらっていない

５：過去の運用履歴に問題がない（ウェイバックマシンで確認）

６：リダイレクトがかかってない

７：質の高い被リンクが多く、特定のサイトから大量のリンクを
受けていない

８：ドメインパワー（DR）のスコアが20（15)以上ある

９：スパムスコアが1~40%以内である

※これを見ながら実際にドメインを選ぶ流れを見ていきます！



■ワンオーナーになっていなものは取らない

■中国、ロシア、アラビアなどの履歴が残っているものは取らない

■「null」はウェイバック履歴を取得できなかったものなので、一応取得
候補になる

■履歴が緑ではなく赤のものは取らない（不正なリダイレクトなど）

■判断が付きにくいものはウェイバックマシンに直接入れて確認。



■ここまでツールでドメインを絞ってきたので、

ここで良いドメインがあれば、あとは

「エイチレフス×目視」でチェックしていく。

■エイチレフスで見るのは以下の部分。

・DRとURのバランス

・被リンクの質

・dofollowの割合

・被リンクに中国語やロシア語、アラビア語はないか



■URとDRのバランスをチェック！

ここのバランスが良いドメインを取得するの
がおすすめ。

■理想はどちらも15以上！



満たすべき9つのポイント！
１：Googleから警告やペナルティを受けていない

２：ドメイン名が適当すぎる文字列ではない

３：ドメインの運用履歴が3年～10年以内

４：中国語やロシア語、アラビア語の被リンクをもらっていない

５：過去の運用履歴に問題がない（ウェイバックマシンで確認）

６：リダイレクトがかかってない

７：質の高い被リンクが多く、特定のサイトから大量のリンクを
受けていない

８：ドメインパワー（DR）のスコアが20（15)以上ある

９：スパムスコアが1~40%以内である

※これを見ながら実際にドメインを選ぶ流れを見ていきます！



被リンクをざっくりチェック！

■アラビア語、中国語、ロシア語などの被リンクがある場
合ははじく



満たすべき9つのポイント！
１：Googleから警告やペナルティを受けていない

２：ドメイン名が適当すぎる文字列ではない

３：ドメインの運用履歴が3年～10年以内

４：中国語やロシア語、アラビア語の被リンクをもらっていない

５：過去の運用履歴に問題がない（ウェイバックマシンで確認）

６：リダイレクトがかかってない

７：質の高い被リンクが多く、特定のサイトから大量のリンクを
受けていない

８：ドメインパワー（DR）のスコアが20（15)以上ある

９：スパムスコアが1~40%以内である

※これを見ながら実際にドメインを選ぶ流れを見ていきます！



被リンクの質をチェック！

■dofollowが低すぎるものは選ばない

■80％以上がベスト！



■強いドメインから被リンクを受けている

■被リンクに極端な偏りがないのがベスト！

※もちろん偏っていても取ってみるのはアリ。

被リンクの質をチェック！



満たすべき9つのポイント！
１：Googleから警告やペナルティを受けていない

２：ドメイン名が適当すぎる文字列ではない

３：ドメインの運用履歴が3年～10年以内

４：中国語やロシア語、アラビア語の被リンクをもらっていない

５：過去の運用履歴に問題がない（ウェイバックマシンで確認）

６：リダイレクトがかかってない

７：質の高い被リンクが多く、特定のサイトから大量のリンクを
受けていない

８：ドメインパワー（DR）のスコアが20（15)以上ある

９：スパムスコアが1~40%以内である

※これを見ながら実際にドメインを選ぶ流れを見ていきます！



スパムスコアをチェック！



満たすべき9つのポイント！
１：Googleから警告やペナルティを受けていない

２：ドメイン名が適当すぎる文字列ではない

３：ドメインの運用履歴が3年～10年以内

４：中国語やロシア語、アラビア語の被リンクをもらっていない

５：過去の運用履歴に問題がない（ウェイバックマシンで確認）

６：リダイレクトがかかってない

７：質の高い被リンクが多く、特定のサイトから大量のリンクを
受けていない

８：ドメインパワー（DR）のスコアが20（15)以上ある

９：スパムスコアが1~40%以内である

※これを見ながら実際にドメインを選ぶ流れを見ていきます！



中古ドメインのテスト！



取得した中古ドメインでテストをする方法！

■エキスパイアードドメインでドメインがゲットで
きたら5~10個ごとにグルーピングしてテストを行う

■そして順位付きが一番良いものを採用。

■おおよそ10個ドメインでテストすると2個くらい当
たりが引ける



📌テストのポイント1：タイトル

運営する際に狙うKWをタイトルに入れてテスト

・自分が実際どんなブログをその中古ドメインで
運営していくか？

・そのネタであればどんなキーワードを最も多く
狙っていくか。

☆商標ネタなら

「○○ 販売元」「○○実店舗」「○○ 最安値」
「○○ 格安」

☆youtuberネタなら

「○○ 年齢」「○○ 身長」「○○ 大学」・・・



📌テストのポイント2：ネタ選定

本番で狙って行きたい塩梅のネタを選ぶ

SVSのサイトでも紹介した検索ボリュームなど。

例：youtuberネタのブログ

検索ボリューム1000~2000

関連ワード10個

登録者数3万人以上

活動期間半年以上

ライバル数：5~10人ほど

※ライバル数はどのレベルの強さのドメインを取得するか
で変える



📌テストのポイント3：記事作成

■原稿を一つつくり、それをテストする各ドメインに
入れる。

タイトルや見出しのKWは変えずに、言い回しのみを
変更。

■テスト記事の言い回しは、おおよそ1記事30分くら
いで変更できるくらいがちょうどよい。

■記事もネタ選定と同じで、本番と同じ文字数とクオ
リティで原稿を作る。



📌テストのポイント4：最低限のブログ設定

■最低限のブログ設定

・DNS設定

・domain設定

・Wordpressのインストール

・sslの設定

・個別ページへの被リンクのHPへのリダイレクト設定

・サーチコンソールへのドメイン登録

・wordpressテーマのインストール

・パーマリンクの変更

・プラグインの設定

Akismet

All in one seo pack

クラシックエディタ

websub/pubsubhubbub

・グローバルメニュー

ユーザー／検索エンジンへのサイトマップ

プライバシーポリシーの作成

お問い合わせフォームの作成



📌テストのポイント5

テスト記事はほぼ同時公開する

⇒インデックスや順位付きの優劣を判断する
ため。



📌テストのポイント6：順位をチェック

■ものによっては順位変動が大きいものがある

⇒その場合は初動確認＆順位が落ち着くのを待つ

■テストはエクセルなどに各ＫＷの順位を

定期的にメモしておくと良い

■1記事入れてみて優劣が判断できない場合、2記事
目、3記事目（1記事目と同じくテストドメインすべ
て揃える）で試す。

なるべく3記事以内で決めていきたい。



📌テストのポイント6：テストはしっかりする！

■一番重要

■ここでしっかり強いドメインを選んだ方が後々楽。

とりあえず買ってやってみた・・・だと上がらなく
て、後で取りなおさないといけない



ワーク2：どっちの中古ドメインが上がりそう？？

■AとBどちらのドメインが上がりそうか？？

そしてその理由は？

■制限時間10分



【ドメインA】

【ドメインB】



ここで一旦休憩です！



圧倒的に稼ぐ人が意識する

時間管理のクワドラント！



圧倒的に結果を出す人の共通点！

■3か月、半年、1年と同じ時間を過ごしても圧倒的に
結果を出す人と停滞してしまう人がいます。

■そして結果を出す人はいくつもビジネスをこなして
成功させたり、結構趣味に打ち込んだり・・・

まるで「この人の1日は何時間あるんだ？」という人
もいますよね。



■例えば僕の周りでも

・年収5000万だけど休日はガッツリ趣味の車に打ち込む人

・複数の会社を経営しながらも、軌道に乗せている人

・youtuberをしなかがらコンサルティングや地域コミュニ
ティを盛り上げている人

・・・

⇒成功する人はとことん成功するし、

停滞する人は停滞し続ける



■ではこのように多くの結果を出す人、

逆に結果を出せない人の違いは何なのか？

⇒ここ1年でいろんな“成功者”を見てきた

⇒年末くらいから改めて真剣に考えてみました。



■それは「時間管理のクワドラント」を意
識して、

「自分の目標達成に繋がること」にかける
時間を作り出しているかどうかです。



「時間管理のクワドラント」とは？

■自分のタスクを重要度、緊急度を考え4つに分類したもの



■Bの部分が「自分の目標達成に繋がるこ
と」にかける時間で、しっかり結果を出す人
は1日のうちにこのBを作っている。

これらの項目は、その立場や目標で変わって
くる。



■恐らくあなたであれば・・・

ブログ記事を書いたり、ネタ選定や外注さんの
対応をしたり、添削を出してスキルを上げるこ
と

■れんの場合は、

「コンサル生を稼がせて、自分のコミュニティ
をブランド化する」という目標があるので、コ
ンサル生との時間はこのBになる。



有名な例～武井壮～



■彼の場合

・毎日1時間のフィジカルトレーニング

・新しい知識の学びに1時間

・新しい技術を習得する練習に1時間。

を毎日自分に「プレゼント」することをしてきた
そうです。

その結果今では、タレントアスリートとしてだけ
ではなく、情報発信者、資産家としても成功して
いますよね。



■結果を出す人

自分の毎日に一定数の「目標達成に繋がる時間」を

作ったうえで、そこから逆算して普段の生活をする

■一方で停滞する人、結果を残せない人

B以外に時間を使って、残った時間でBをやろうとする。



■「でも忙しい・・・」

これから結果を出すために成長したい
人の中で忙しくない人は稀です。

■時間

×“ある”ものではなく、

〇“作るもの”

です！



■Bの時間を作る

⇒結果が出る

⇒余裕が生まれる

⇒さらにBの時間を作れるようになる

⇒さらに結果が出る・・・

なのでまずは多くなくても良いので、

Bの時間を作るところから初めていきましょう！



■では具体的にはどうすれば良いか？

それは

・C,Dの時間を減らす！

・Bの時間を習慣化すること！



■もちろん適度な休みを取ったりも必要だが、

ブログの場合は短期間でも良いので一気に軌道に乗せた方が楽

■別に一生続くものではない

C、Dの時間を減らす



C、Dの時間を減らす

■まずは自分の一日でやっていることを紙に書いてみる

その中で無駄なもの、やらなくて良いことは無いか考える

■例：

・無駄な（ネタ選定以外）ニュースサイト漁り

・無駄な情報収集

・ブログ以外でのyoutube

・スマホ

⇒スマホの返信などは特に注意、いちいち見ていたら作業が
中断されてしまう！

・デットタイム



れんの場合

■特に残業が多い時期は朝に記事を書いていた。

■普段は快速電車・乗り継ぎの都合上、

そして電車が遅れるリスクを考え早めに出ていたので、

朝8:05くらいに会社につく

（8:45分から朝礼）

なのでここの40分は死んでしまう。

⇒もう少し前の電車に乗って先に最寄り駅につき、

ギリギリまで作業し朝礼時間ぴったりにすべりこんでいた（笑）

※作業の順番、ルーティンを変えることで、

「デットタイム」を無駄にしない！



■厄介なのがBの領域には「緊急性」がないこと。

普通に生活していたら本能的に後回しにしてしまう。

極端なことを言うとブログを書かなくても生きてはいける。

※ただ習慣化するだけではなかなかできないので、

既存の習慣に新しい習慣を結び付けることが重要。

Bの時間を習慣化する！



■あなたが毎日していること（習慣）ってあると思います。

例：会社に行く、歯磨きをする、お風呂に入る・・・

■なのでこれを、そのまま利用。

例：ブログを書く時間を作るなら、

「会社から帰ってきたらそのままＰＣを付ける、

そしてスーツから部屋着に着替えたら、そのまま記事を書く！」

と言う感じ。

こうすることで普段の自分の習慣が「スイッチ」の役割を果たし、

「やろうかな。。。どうしよっかな。。。」と迷う前に行動に移れ
る。



れんの場合
■会社の帰りの電車でスマホを使ってネタ選
定

その時にいくつかめぼしいネタをメモしてお
き、

駅についたら足早に寮に帰り、スーツのまま
で記事を書く。

1記事書き終わったら服を着替える

■ご飯を食べたらすぐ2記事目

※残業が多すぎない一般的な日の場合



■つまり

・家についたら（服を着替えず）記事を書く

・ご飯を食べたら記事を書く

という感じで既存の習慣に行動を結び付けることで、

「面倒だな・・・」「仕事で疲れたな・・・」とい
う感情で止まらないようにする。

⇒行動へのメンタルの関与が小さくて済む！

例：アップデートを受けるも、

その後0からスタートしわずか1年で月収100万達成
したZさん



このように行動力を上げて、

自分に「ブログをする時間」をしっかり
プレゼントしていきましょう！



Bの時間には利子が付く！
■今時間を割いてブログをすることで、

そこからお金だけではなく

・集客の能力

・問題解決能力

・人を雇う能力

・セールスの能力

・中古ドメイン選定の能力

・・・といったスキルが付く。

それが将来あなたに何倍もの価値を作ってくれます。



■今1時間B時間を過ごす

＝将来何倍もの時間とお金となって帰ってきます。

■Bの時間は超高利子の投資のようなもの。

C,Dには利子はなく将来リターンもほぼないです。

・・・

と考えると、

C,Dにかけている時間を1秒でも多く

Bに移したくないですか？？



■もし将来大きなリターンを得たいと
思ったのなら、

ぜひ、まずはできる範囲で良いので、

Bの時間を増やしていきましょう！



SVS3/25
東京勉強会
情報が無い時の記事の書き方

【完全保存版】コスパよく中古ドメインを取得する具体的な流れ！

圧倒的に稼ぐ人の共通点！

～END～


