
SVS第四回
オンライン勉強会



今回の内容

■「爆発×安定」の

youtubeトレンドネタを深堀！

■1日500PVで月収10万安定が作れる

商標雑記ブログのノウハウ！

■始める前から抑えておくべき

“情報発信”の重要なポイント！



■「爆発×安定」の
youtubeトレンドネタを深堀！



Youtuber×トレンドネタ

■以前の勉強会で

「視点を増やすためにyoutuber×トレンドネタ」を
おすすめした。

■そこから取り入れて爆発を起こす人も。



Youtuber×トレンドネタの強み！

・普通に安定ネタになる

⇒ここは以前説明した。

・爆発力もあるので新しいブログを立てたと気に初め
に火つけ役に！

・これから検索ボリュームが増えるのでは？

・新しいネタなのでライバルが皆無



爆発力もあるので新しいブログを立てたと気
に初めに火つけ役に！

コンサル生がついこの前起こしたとあるyoutuberのアクセス爆発



■他にもインフルエンサートレンドネタで

繰り返し爆発を起こしながら

安定ネタも入れて、

短期間で1万PV以上でブログが安定した人もいる。

インフルエンサー×トレンドネタは

初速を伸ばしやすい！



■これから検索ボリュームが増えるのでは？

インフルエンサーの注目度はどんどん増えていく！



■ついにインフルエンサーのニュースが文春にも

取り上げられ始めた。

■ちなみにこのX書いていた人、初日で8000PV以上来ていた



新しいネタなのでライバルが皆無

■そもそもまだノウハウを体系化しているのが

僕くらいしかいないと思う。

■でも「好き嫌い」「人気の理由」「チャンネル登録
数推移」といった今までになかった検索KWが生まれ
てきている！

■これって速報ネタとyoutuberネタの両方を

ガッツリやっているSVSだからの強み。

そしてだからこそ生まれたでネタ簡単に真似できない



具体的なネタ探しの手順！

■急上昇

ノックスインフルエンサーを利用するとやりやすい





■この前こんなネタ見つけました。

【夏休みSP】日本の夏、ジャにのちゃんねるの夏~4/10~

10回放送の超おいしいネタ

https://youtu.be/oLbXr-k61cA

このレベル普通のトレンドネタなら

ライバルで溢れかけるはずなのに・・・





■人気動画の張り込み

ちなみに一次ネタ元が動画であることが多いので、

“張っておく”という戦い方もできる。



■yutura



ニュースサイト
■過去に別のyoutuberの不祥事で「チャンネル登録数 推移」でアクセ
スの爆発×しはらく安定を起こしたコンサル生もいる

■daigoで書いておいたらヤバかったはず。



■コレコレ砲

実はさっきのyuturaのネタ、先にコレコレで取り上げられて
いた。

これからの時代は文春砲ではなく

コレコレ砲（笑）



■youtuber×トレンドネタで

爆発した時のポイント！

追記だけではなく、

その人物の関連記事を入れておく

⇒よりアクセスが安定する



■1日500PVで月収10万安定が
作れる商標雑記ブログのノウハウ！



■資産ブログを作っていくのに

youtuberネタと共におすすめなのが

商標ネタ！

■雑記 or youtuberで

月5万～10万稼ぐスキルがあれば

チャレンジするべき！



その理由は？

・ASPブログの中で最も難易度が低い

・狙いどころが無数にある

・外注と相性が良くてコツコツ積み上げていける

・結果が出るまでが早い

・リスクヘッジしやすい

・時代に合っている

一つずつ説明していきますね！



ASPブログの中で最も難易度が低い

【ASPの難易度】

特化ブログ、商標特化ブログ

＞＞＞商標雑記ブログ＞＞＞トレンドブログ



狙いどころが無数にある

■狙いどころが多く商品が無数にあるためネタに困ら
ない

■まだまだライバルが少なく

VODのようにパイの取り合いになりづらい

⇒ほとんどのライバルがまだ「口コミ」を狙っている



外注と相性が良くてコツコツ積み上げていける

■安定的に収益が発生し、

トレンドのように一気に記事を書かなくて良い

⇒外注かと相性が良い

⇒隙間時間で少しずつ

記事を作っていくことも可能。



結果がでるまでが早い

■結果が出るまでが早く、少ないPVでも大きく稼げる

⇒中には1日180PVで月収10万稼ぐ人もいる

■1ヶ月目から収益が出て、

3か月、200~250記事ほどで

月収10万円の安定収益を作ることも可能

■しかも月収100万も可能

■例：月収100万：



リスクヘッジしやすい

■ドメインが強いと上位取れるので、

商標雑記を複数作れる

仮にアップデートを受けても、

強いドメインに記事を載せ替えられる

⇒アドセンスを取る必要もなければ、

アクセスの爆発を起こしてドメインの評価を上げる手間
もない

結果的にリスクヘッジしやすい



時代に合っている

■ショッピング・ネット通販需要が上がっているだけ
ではなく、

今後、今までより多くの企業が広告を出すことで、

商品のバリエーションも増えていく。

広告のバリエーションが増えれば増えるほど

狙いどころも増えていく！



商標雑記で月収10万以上の安定収益を作るため
抑えるべき三つのポイント！

■中古ドメインのスキル

■CTRとCVを理解

■ネタ選定



①商標用の中古ドメインの取得

■商標雑記はしっかり上位表示ができる中古ドメインで実践する！

■商標雑記で稼ぐ3つのポイントの中で

一番大事！ここだけは妥協しないこと！

■逆に強いドメインでやればやるほど効率的に稼ぐことができる。

■中古ドメインを取るスキルは必須！

ただ練習として、今雑記ブログで5000PV以上集めているのであれば、

試しに入れてみても良い。



商標に必要な中古ドメインの目安

■最低条件

UR15以上、DR15以上（DAが高い、ただし被リンクが良い場合は別）

■このランクのドメインを集め5~10記事でパッキングしてテスト。

■商標雑記におけるテストの基準

最低条件：

・のちに紹介するライバルチェックと同じレベルではしっかり上位取れ
ること

・検索ボリューム500以上で取れるとなお良い。

・ライバルは3~5人

・もちろんより強いドメインでやりたい場合は基準を上げる



②CTRとCV

■CTR

PVにおけるクリック回数の割合

100PVで10クリック⇒CTR10%

ASPはこのCTRが少し変わるだけで大きく収益が変わっ
てしまう。

CTR5%とCTR10％では、同じPVでも収益が2倍変わる



②CTRとCV

■CVはクリックされた回数と実際に商品が売れた割合

100クリックで3個商品が売れたらCVは3%

広告主のLPや商品によってCVは左右する

このCVは基本ブロガー側はコントロールできない。

※ただKNOｗクエリを増やすとＣＶは上がる傾向にある！



CTRとCVってどれくらい？

■商標雑記ブログで狙うのはBUYクエリ！

BUYクエリ＝商品を欲しい人が検索してくるキーワード

BUYクエリの場合の平均値

CTR＝10%

CV＝5%

なので10%を目安に考えると良い

※商品によって微妙に変わる



ということは・・。

■ASP

1000PVの場合、商品単価1500円で

1000PV×10%(CTR)×5%(CV)×1500円（商品単価）

＝7500円！

■アドセンスなら・・・

1000PV×（CTR×CV⇒RPM：250円）

=250円

PVだけで比べると圧倒的に収益効率が高い！



つまり・・・

■1日100PVのブログであれば、

100PV×30日×10%(CTR)×5%(CV)×1500円（商品単価）

=22500円！

実際はASPの商品の単価は

700~5000円が多いので、

1日100PVほどあれば月収3万くらい稼げたりする。

ちなみに僕のコミュニティ仲間には

1日180PVで月収10万円安定的に稼いでいる人もいます。



■逆にCTRが低いようであれば訴求等が間違っている。

※まだPVが50PVも無いなどあまりにも少ない場合は別。

■そのまま記事を増やしても時間を無駄にするだけなので

添削に出しましょう。



③ネタ選定！

■当然だがネタ選定は大事。

50記事投入するまでは

「ネタ選定と記事作成の練習」

くらいのスタンスでやっていくと良い。

そこから商品が売れ始め、

100記事投入するころには月3万ほど収益が出るイメージ

（ただししっかりと思考のすり合わせは重要！）

■ここでネタ選定さえ極めておけば、

2個目、3個目の商標雑記を作る時に速攻結果が出せる！

■具体的な方法は後ほど！



では商標雑記ブログとは
具体的にどんなもの？

■商標雑記は

いろんな商品の購買意欲の高いBUYクエリを狙っていく戦略

狙うKWは「販売店」！

そもそも買いたい人が検索してくるので、

商品が売れやすい！



現状：みんな口コミ(レビュー記事)に群がっている

■『商品名＋効果、口コミ、評判』

⇒アクセス大/ライバル大/購買意欲小～中

■『商品名＋楽天、Amazon』

⇒アクセス中/ライバル強/購買意欲大

■『商品名＋販売店、市販、最安値』

⇒アクセス小/ライバル小/購買意欲大

少ないPVで稼げるので、アクセスは少なくてOK！



ではどんな記事？
■タイトル：

「○○の販売店や実店舗は？最安値や格安で手に入れる方法！」

■見出し、内容

見出し:○○の販売店は？

＝○○は市販で買える？

＝○○は通販で買える？

見出し：○○の最安値はどこ？

見出し：○○の口コミ！

見出し：○○の特徴について！

見出し：まとめ！



見出し:○○の販売店は？

■市販情報

⇒その商品は市販や実店舗販売をしているか？

例：ロフト、ドン・キホーテ、ドラッグストアなどを確認

■探し方

・商品検索を使う

https://www.loft.co.jp/item_search/

「ロフト 商品検索」という感じで検索すると出て来る

・「～～ 販売店」と検索しチェック

https://www.loft.co.jp/item_search/




見出し:○○の販売店は？

■楽天、yahooショッピング、アマゾンなどの

大手通販サイトで、売っているかを紹介

■調べ方

・各サイトで商品名で検索

・無い場合は販売無し、

複数ある場合は最安値の値段を記入していく。





見出し：○○の最安値はどこ？

■調べた市販～通販でどこが最安値なのかを書いていく

基本的に公式が最安値であることが多い

そして「最安値は公式サイト。

なおかつ公式サイトで購入すると～～というメリットがある」

と伝える。

例：初回50%off、2回目以降も20%offが続く、

定期縛り無し、返金保証がついているなど。

公式が最安値出ない場合は、

公式サイトで購入するメリットをしっかり示せるか



見出し：○○の口コミ！

■商品の口コミを書いていく！

やはり口コミはある方が成約率はあがる。

また、悪い口コミも入れた方が信憑性が増す

（※最終的にプラスに見える記事の書き方にする）

例：

1ヶ月使ったけど効果ない

→そもそも間違った使い方をしてる

定期購読なのがネック・・・

→最低でも3ヶ月継続することで意味が出て来る

こうやって反論の理解でフォローしていく。



見出し：○○の特徴について！

■ここはとにかく差別化が大事！

BUYクエリは記事が似かよりガチなので、

商品の特徴と口コミでどれだけ差別化できるか。

逆に訴求部分（導入部分、最安値部分など）で

ごちゃごちゃ書かない！



見出し：○○の特徴について！

■健康食品、化粧品は薬機法があるので、

基本的に「効果がある」といった内容は書かない。

LPを参考に記事を書いていくと良い。

（LPは基本的にOKな表現だから使っているはず！）

あとは、使用感やどんな賞を取っているのか、、

効果以外の事にフォーカスすると記事を書きやすい

ここは訴求部分ではないので、そこまで内容にこだわらなくて良い

⇒BUYクエリを狙う僕らの特権！



商標雑記のネタ選定！

■ポイントはyoutuberブログとほぼ一緒！

①需要を見極める！

②ライバルチェック！



①需要を見極める！

■商標は需要にかなりの差がある。

「商品名 販売店」1ページ目に載っただけで

大きなアクセスがあるものもあれば、

「商品名」で単一で1ページ目に載ってもアクセス0のものもある。

初めの50記事までは、

記事作成と需要のあるネタを見つけることに注力していく！

ここまでで1つでも売れはじめれば、

あとは売れる商品を増やすだけなので、

100記事ほどで月収3万円稼ぐことも可能！



ネタ選定の方法は
大きく分けると2パターン！

■ネイティブ広告が打たれている商品

■ASPから選ぶ商品



ネイティブ広告が打たれている

■爆発力がある、トレンドネタ的感覚

上位取ると1日20~数百PVのアクセスがある。

■ASPからネタ選定したものでも、

「なんかめちゃくちゃアクセス来るな」と思ったら

実はネイティブ広告が打たれていた・・ということも。



ネイティブ広告からのネタ選定

■ウェブサイト

■SNS（インスタ）



ウェブサイトのネイティブ広告

■ありとあらゆるサイトでついているので、チェック。

見つけやすいが結構被るので、

ニュース記事を読んだ次いでに見てみても良い。

⇒たまたま見つけたyoutuberの方がライバル少ないの
と同じ！



■例えばyuturaにもある。



■ネタ元は人それぞれなので

「女性 人気 メディア」

などで検索して、でてきたものを

ブックマークしてオリジナルネタ元にすると良い。



■ちなみに一部例を出すとこんなのもアリ。

・サイゾーウーマン

https://www.cyzowoman.com/

・5ch系の芸能まとめ

https://hayabusa9.5ch.net/mnewsplus/?v=pc

・4yuuu 

https://4yuuu.com/

基本的に20代～40代4yuuuくらいで、

多くの人が見ているようなメディアが良い

・女性ファッション情報メディア

・芸能系メディア



SNS（インスタ）からみつける！

■ネイティブ広告のネタ選定はインスタから行うと比較的やりやすい。

ステップ①： アカウント作成する。

ステップ②： 興味あるアカウントを適当にフォローする。

50~100アカウントほど適当にフォローすると良い。



SNS（インスタ）からみつける！
ステップ③：

ストーリーを見る（高速でスワイプ！）

ステップ④：

３アカウントに1回広告が入ってくるのでチェック。



ステップ⑤：

美容系・健康系などが出てきたらスワイプして商品を見る。

ちなみに美容系を見ていると、美容系が出やすくなる！



■ステップ⑥：

商品のページのリンクをチャットワークの

マイチャットにいれておく！

（商標ネタストックなど自分だけの

グループを作るのもアリ）

■ステップ⑦：後からまとめてライバルチェック！



ASPから商品を選ぶ

■より安定的なアクセスを集める

ネイティブ広告ほどではないが

小粒が揃って毎日何かしら売れ始める

■需要ある商品で上位取ると1日2PV~20PVほど来る

（ネイティブを打たれるとはねる）

■淡々と機械的なネタ選定ができる



ASPから見つける

■汗、口臭、白髪染め・・・などいろんなKWで検索してみる。

■ライバルがいなくて需要があれば新商品でなくてもOK

■当然だが、いろんなASPを登録していた方が有利。





おすすめのASP

■A8.net、 af-b ：

案件が多い大手ASP「得意ジャンル：ほぼ全て」

無難だがライバル多め

■felmat：スタッフ対応の良い人気クローズドASP

■ザックス：こちらもfelmatと同じく案件が豊富、

ただネガティブクエリが狙いにくい。

クローズドだったが最近オープンになってる？

■Link-A：高単価アプリ・VOD案件に強い半クローズドASP。

実際はバストアップ系が多い気がする

■レントラックス：クローズドASPで報酬が高い

案件は若干少な目



ASPから見つける
■こちらの場合は、しっかり需要を見極める

初心者は以下のどっちかでやると良い。

Aパターン：検索ボリュームがあって、関連ワードがあるか？

Bパターン：検索ボリュームがあって、グーグルトレンドにグラフが出てくるか？

本質は「今も需要があるか？」



Aパターン：検索ボリュームが
あって、関連ワードがあるか？

■ウーバーサジェストで検索ボリュームが0ではない

50とかでもOK。500くらいでも大きい部類。



Aパターン：検索ボリュームが
あって、関連ワードがあるか？
■yahooもしくはグーグルで販売店関係の関連ワードがある

例：販売店、市販、店舗、薬局、ロフト

※どれであっても基本は「販売店」で狙う



Bパターン：検索ボリュームがあって、
グーグルトレンドにグラフが出てくる
か？
■検索ボリュームはさっきと一緒。

■ラッコ（グーグルトレンド）を使って、検索ボリュームを確認

※商品名でグラフがなくても、

口コミなどの関連ワードであることも多いので注意。



ライバルチェック！
■インタイトルでライバルが5件（できれば3件）以内。

（ここは自分のブログの強さでも変わる）

■ただし普通に検索して販売店以外にも「売っているお店」等で

書いているライバルが多い場合も避ける



■補足：

以下の場合は上位表示難易度が高いとして諦める

（ブログが強い場合は叩いてみてもOK）

・ライバルの個人ブログが1ページ目に全く上がってい
ない

（※ただしライバルがどれもしょぼい場合は別）

・公式の販売情報がガッツリある



例外！

■また逆に以下の場合は例外と考え狙ってみる

・ライバルブログがテスト記事

・ペラサイトばかり

・記事が古い（2016年の記事など）

・無料ブログばかり（ただし美容家のアメブロなどは
結構強い）



商標雑記ブログの始め方まとめ！

■商標雑記で重要なこと！

・中古ドメイン選定

・CTRとCV

・ネタ選定



そして商標もしっかり目標を立てて
やりましょう！

目標から逆算して考える！

■長期目標：（1年）

『1年後に月収50万の安定化！』

■中期目標：（4ヶ月目）

・商標で月収10万達成させる！

・毎日のPV数を500PV以上にする！

・外注化で1日3記事入れ合計200記事超え！



■短期目標

（1ヶ月目）

・DR15以上の中古ドメインを

エキスパイアードドメインで10個取得！

・中古ドメインのテストをしながら、

必要であれば新しいドメインを取得！

（2か月目）

・商標で月収1万達成させる！

（単価1000円なら10件、2000円なら5件、3000円なら4件）

・1日30PV~50PV越えを目指す！

・外注化に向けて1日最低1記事ネタ選定して自分で書く！

(1ヶ月で30記事)

(3か月目）

～～～

～～～



始める前から抑えておくべき
“情報発信”の重要なポイント！



■SVSも安定的に稼ぐメンバーが増えてきました。

また、情報発信に興味を持っているメンバーもいます。

■情報発信は、

お金だけではなくスキル、

人脈、情報、達成感・・・と

たくさんのメリットがありますが、

ポイントがずれていたり間違ったやり方をすると

結果が出ないので要注意。



■なので、

今回はこれから情報発信をしたい人に向けて、

・情報発信とはどんなものなのか？

・早めに持っておくべき視点や考え方

などをお伝えしていきます。

■情報発信やらない人も、

ASPや商品を売るために必要な

“考え方”をお伝えしていくので参考にしてください。



まず情報発信とは？

■自分のコミュニティを持つ

コンサル企画、コミュニティのみ

■商品を販売する

教材販売、ツールやサービスなど自分の商品販売



自分のコミュニティを持つ

■メリット

・仲間を作れる。昔じゃ考えれなかった。

・個の時代は既に終わっていて、今は集落の時代。

→Twitter民はupdateしない。

→一方で稼いでいる人は横で繋がってたりする

・ある種今は鎖国的な場所でしか、

人の考え、ノウハウ、能力はアップデートされない。



自分のコミュニティを持つ

■デメリット

・1年間コンサル生に大きな時間を投下する。

・コンサル企画が売れれば売れるほどお金は増
えるかもしれないが、自分の時間は減る。



商品を販売する

■メリット

・競争がいらない

（その人が作ったノウハウだから欲しい）

・価格を自分で決められる

⇒好きなアイドルと1時間カラオケする権利なら

10万円でも買う！という人もいるはず。

・ほぼ自動化できるので時間に縛られない



■デメリット

・仲間ができづらい

⇒充実感は低め？

・潜在的な顧客の悩みがキャッチしづらい

⇒メールやLP見たらその人が

コミュニティ持っているかがわかる

・人間性を失う人がいる(汗) 

⇒自分をコントロールしてくれる人が必要

商品を販売する



■はじめは人数は少なくても良いから

コミュニティを持つか個別コンサル、

その後でステップメールでの商品販売自動化を目指
すのがおすすめ！

■例えば、5~10人のコミュニティで、

土日をメインの活動にするのもアリ！

■もちろん初めから商品を売るのも良いが、

コミュニティを持ったり、

人に教える機会を持つのは自己成長ができる



コミュニティの例

■仮に読者が200人いたとする。

4か月で8万円のコンサル企画を行った場合。

・人数

200×10%=20人のコミュニティ

・金額

200×10%×8万円=160万円



商品販売の例

■Oさん

中古ドメイン取得をサポートしてくれるツールを作っている。



※ミニじゃ足りない（笑）

恐らく最低でもスタンダードを契約する



例えば・・・

■5000円のユーザーが100にいるとする。それだけ
で・・・

5000円×100人＝月50万円！

あと、商品を買ってくれた人に

興味がある人だけに中古ドメインを使った

ブログコンサルをするのもアリ！



情報発信の流れとは？

■プロモーションの流れ

①メルマガ登録

ー無料プレゼント

②興味付け

ーメルマガ1通目～3通目（ここでほぼ決まる）

③教育のメール

④無料企画

⑤企画の告知

⑥募集



ではどんな準備をしていくか？
（コミュニティ版）

①コンセプトを決める

②情報発信用のブログを作る

③無料プレゼントを作成

④1通目～3通目のメルマガを作成

⑤読者を増やす（集客）

⑤メルマガを増やす

⑥読者とやり取り

⑦レター＆企画の準備

※商品販売でもほぼ変わらない



今のうちから抑えておくべきポイント！

■じゃあ情報発信で上手く行く人と行かない人は何
か？

・わずか3か月で月収100万達成する人もいれば、

・読者がたくさんいるのに鬼のように勧誘メールを
送ってくる発信者もいる（汗）

例：メルゾウに号外売ってもらった話。

例えライバルがどれだけたくさんいようが

勝ち抜く方法とは？



とにかくストーリーを意識すること！

メルマガ、レポート、レター・・・

すべて。



■言葉にするとシンプル。

だがストーリーで大きく変わってしまう。

ストーリーがあることで

・他の人と差別化になる

・話に引き込まれる

・商品の価値を上げられる

逆にここがわかっていれば、

実績はさほど重要でないことに気づく。



■自己啓発本

ほとんどストーリーでできている

⇒読んでいるうちに自分を重ねて夢中になる



■ライブグッズ

発売前に自分のアメブロとかでそのグッズの誕生秘話を語る



■食材

～～の～～さんが育てました。



■このストーリーを上手く表現できるかが

情報発信のスキル

■まずいのは・・

・実績を作ればメルマガで稼げるという思い込み

・同じような内容の文章しか作れない



■コンテンツ内容、実績だけを追い求めるとどうなるか？

セブン、ファミマ、ローソン・・・さあ、あなたはどれ？



■逆に情報発信をするのに

大きな実績は必要ない。

例えば月収10万円も稼いでいれば、

教えてもらいたい人はたくさんいるし、

重要なのはあなたがそこに到達するまでの

ストーリーです。

どんな壁にぶつかって、どう乗り越えてきたか



■商品A

ブログ立ち上げわずか半年で

月収30万円達成したHです。

この最短で月収10万円達成するための

年間コンサル企画を30万円で販売します。



■商品B

こんにちはブログで月収10万円を稼ぐ現役サラリーマンJです。

～～（中略）

今までのブログノウハウは

・VOD記事を1日10記事入れ続けたり

・トレンド記事を1日3記事書き続けたり・・・

といっったように、大きな金額を稼げてもその分たくさんの時間が必要でした。

実際僕も実践していたのですが、なかなか結果を出すことができませんでした。

そもそも僕らサラリーマンは作業できる時間が限られています。

なので、いかに効率的に結果を出すか？に視点を置いて1年間ノウハウを研究しました。

そしてとあることに気づき試した結果、

1日2時間の作業でも月収10万ブログで稼ぐことがでました。

今回はその”効率“を追求し尽くしたブログノウハウをすべてあなたに伝授する

年間コンサル企画を30万円で販売します！



■勿論、商品のクオリティも大事です。

だけど、モノがありふれている今の時代は、

”ストーリー”が売れるか売れないかを決める。

■日頃から身の回りのストーリに目を向け面白いもの
があったらメモとしておきましょう。

※以前もお伝えしたかもしれませんが、

壁にぶつかっていた時のことって、

成果が出てからはなかなか思い出せないです。



■例：

初めての恋人との

デート前夜の気持ちについて、

その時の気持ちを鮮明に文章化できますか？

・ドキドキした、

・眠れなかった

・・・

事実は残っても、その時の気持ちは思い出せないはず。

なので今のうちからメモを取っておくのがおすすめ！



■というわけで情報発信について

概要部分に触れてきましたが、

興味がある人は、ぜひ取り組んでほしいです。

チャットまたは音声で

早速「コンセプト」から一緒に考えていきましょう！

どんなことを目指して、

これまでどんなことがあって、

これからどこへ向かうのが（これもストーリー）



■おまけ

大事なのは、高い質ではなく○○！



 https://youtu.be/k_5h3S2Zdhg



■ブログでも、大きな実績があっても、

発信しなければ勿体ない。

■小さな実績でも、発信して求められる人の方
が資本主義社会の中では有利。



さらにおまけ

れんが今現在も

“メルマガなどでは一切伝えていない”

情報発信をしたかった理由

もちろん理由は複数あるが、

よりその気持ちを強くしたとある出来事



 大学時代の話



■世の中の人に求められる、

世の中（業界）に影響を与える人材を作る

この1年でスキルが上がって

「ブログ」という業界に

新しい視点・KWを生み出したメンバーもいる

■引き続き

高スキル集団SVSのブランド化を目指します！



ご清聴ありがとうございました！


