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こんにちは！れんです。 

 

この度は僕の無料レポート 

「“一石二鳥”な『爆発×安定ネタ』で、 

半年以内に月収 30万稼ぐ 

資産ブログを構築するノウハウ！」 

をお手に取っていただきありがとうございます。 

 

 

このレポートでは僕だけではなく、多くのコンサル生を

半年以内に月収 10万～60万を達成させてきた

データで作ったものです。 

 

 

実際に現在進行形で稼ぎ続けている内容なので、 
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もしあなたが 

“アクセスも集めやすく安定もする” 

一石二鳥な『爆発×安定ネタ』で、 

今年中に月収 30万以上稼ぐ資産ブログを構築し

たいとお考えであれば、ぜひ参考にしてください。 

 

 

■さて、このマニュアルをお手に取っている方の中には

「お久しぶりです！」という方もいらっしゃると思いま

す。 

 

 

メールでもお伝えしましたが、 
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実はこの 1年「自分の人生を生きる」をモットーに、

影では目標達成のためにかなり動いていて、2020

年～2021年は僕にとって飛躍の年となりました。 

 

 

最も大きな変化としては、 

2020年 11月にはついに念願だった自分の「年間

コミュニティ」を持ち、 

ありがたいことにすでに月収 10万～60万達成者を

11人出すことができました。 
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ただ、コンサル生が安定的に稼ぐのは当然で、 

僕と同じように彼らの稼ぐスキルを高めて「自分の人

生を生きる」ことに導くのが僕の本当の使命だと考

えています。 
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そして少しずつですが実際に 

・月収 20万以上を安定的に稼ぎ複数の人が脱サ

ラしたり 

・月収 10万～40万稼ぎついに自分のコミュニテ

ィを持った人が出たり 

・ブログで稼ぐスキルを利用して、事業を始める人

がいたり 

・年収が数百万上がり、夢だった日本一周の準備

をする人がいたり・・・ 

といったようなメンバーも増えてきました。 
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※脱サラしたコンサル生と一緒にカフェで作業時の一

コマ。東京に行ったときは必ず一緒に作業していま

す。 
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■ただ彼らも 9割以上が元々月収 2万円以下で

したし、 

サラリーマン、経営者、主婦と現在もほとんどが限られ

た時間で作業をしています。 

 

 

それではなぜ、 

こうやって短期間で月収 10万円を達成するだけで

はなく、その後も安定的に稼ぎ続けることができるの

か？  

 

 

それは「コスパを意識したブログ運営」を意識しても

らっているからです。 
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『”行動”に対して、どれだけ 

 ”多くの結果”を得られるか？』 

これが非常に重要となります。 

 

 

そしてこのコスパを最大化する戦略が 

「アクセスを集めやすく安定もしやすい」 

『爆発×安定ネタ』です。 

 

 

このネタに取り組むことで、 

以下のように効率よく資産ブログを構築することも可

能です。 
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■現在ほとんどの方が 

速報ネタ、もしくは安定ネタに取り組んでいらっしゃると

思います。 

 

 

ただ、速報ネタだけだと瞬間的なアクセスを集めること

ができてもネタの性質上安定はしないので、いつまで

も記事を書き続けなければいけません。 

 

 

一方安定ネタだけだと結果が出るまでに時間がかか

るので、自分のノウハウの間違いや行動のズレに気

づかないまま記事を仕込み続けてしまいます。 
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そのため残念なことに、結局稼げずに挫折してしま

う・・・といったブロガーが多いです。 

 

 

そのため、今回このレポートでお伝えしていく 

爆発ネタ、安定ネタ二つの良いとこ取りをした『爆発

×安定』ネタに取り組むことで、 

稼ぐスキルを高めながら、最短で資産ブログを構築し

ていくのがおすすめの稼ぎ方となります。 

 

 

■それでは 

『爆発×安定ネタ』とは具体的にどんなものなの

か？ 

 



15                       Copyright(C) れん All Right Reserved.） 

僕のコミュニティで、 

現在進行形で取り組んでもらっているネタは 

『インフルエンサー×トレンドネタ』です。 

 

 

■まずインフルエンサーとは、 

【注目を集める人物】 

と考えてもらうとわかりやすいかと思います。 

 

 

例えば youtuber はもちろんですが、それに限らず、 

 

・インスタグラマー 

・TikTok 

・ニコニコ動画などの歌い手・踊り手 
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・配信者 

・・・など、芸能人以外でもたくさんいます。 

 

 

特に今は 

個人が発信力を持つ時代です。 

 

 

たくさんのインフルエンサーが増えていき、 

それに合わせて彼らのことをもっと知りたいという欲

求もどんどん増えていっています。 
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出典：https://find-model.jp/insta-lab/influencer-marketing-

market-growth/ 

 

 

■そして「インフルエンサーのトレンドネタ」とは、 

さまざまなインフルエンサーに関するニュースや動画の

内容対して 

“多くの人が気になって検索するようなネタを狙う” 

稼ぎ方となります。 

https://find-model.jp/insta-lab/influencer-marketing-market-growth/
https://find-model.jp/insta-lab/influencer-marketing-market-growth/
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例えばこんなネタです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

有名 youtuber佐藤あきらが、複数のファンと関係

を持ったことを「暴露チャンネル○○」で暴露され炎上

している。 

 

またその中には人気 TickToker もいたとされ、ネット

では「さわやかイメージで売っていたのに裏ではファンと

遊んでいたのか」「これ、今からどんどん関係持ったって

人増えてきそう」といった声が上がっている 

※（人物名などは変更しています。） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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これは 

「佐藤あきらが交際した人気 TickTokerは誰？

～～～」 

という感じで狙えますね！ 

 

 

芸能人などを狙う一般的なトレンドネタは書いた経

験がある方も多いのではないでしょうか？ 

 

 

ただ、近年スマホの普及で“ちょっとしたこと”を検索

する機会や、芸能人以外にも注目を集める人物

（インフルエンサー）が急激に増えてきました。 

 

つまりここ数年で一気に 
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「検索需要」が多様化し始めているんです。 

 

 

僕らブロガーの視点で考えると、 

今までに無かったネタやキーワードがたくさん生まれ

ているということです。 

 

 

例えば、ついにスキャンダル情報メディア 

「文春」が youtuber を大々的に取り上げ話題にな

っていましたね。 
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上記のネタであれば 

・「youtuberA チャンネル登録者数 推移」 

・この会場となった飲食店 X 

・この不祥事を起こしたインフルエンサーはそれぞれ

どんな人物か 

・・・ 
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といったたくさんの狙いどころがありました。 

 

 

このように 

美味しいネタやキーワードが増えてきている一方で 

まだ狙われていないところがたくさんあるんです。 

 

つまり 

需要と供給が大きく崩れている状態なので、 

1 か月目から爆発的なアクセスも狙うことができます。 

 

 

もちろん爆発力は芸能人の 

テレビネタやニュースネタほどではないですが、 

その後アクセスが安定しやすいのが特徴です。 
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例えばコンサル生が爆発したとあるネタであれば、記

事投稿後 2000PV の爆発を起こし、それからも

100~500PV を集め続け、今日までで合計 3万

PV を集めています。（もちろん記録更新中で

す。） 
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また別のネタであれば 

9000PV爆発した記事が、 

毎日 100~1000PV安定することで、 

合計 10万 PV以上を集め続けています。 

（記録更新中） 
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それからまた別のこちらのネタであれば、 

まだ 1 か月も経っていませんが、その後書いた関連

記事 5記事と合わせて合計 3万 PV以上集めて

います。（記録更新中） 

 

 

 

 

■このように一つ一つ紹介するとキリがないですが、 

インフルエンサートレンドネタとは、 
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爆発力があり、安定もしやすいので、 

コスパ良く資産ブログを構築するのに、おすすめのネタ

となっています。 

 

 

■そして今回のマニュアルでは 

「インフルエンサー×トレンドネタ」の 

・豊富なネタの具体例 

・ネタ元とその使い方 

・ネタ選定の感覚を最短で付ける練習問題 

といったことをお伝えしていきますので、 

ぜひこのネタに取り組んでみてください！ 
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「インフルエンサー×トレンドネタ」のパターン 

 

まず、「インフルエンサー×トレンドネタ」の狙いどころ

について、今回は代表的な 4 つのパターンを紹介し

ていきます。 

 

・5W１H キーワード 

・ネガティブキーワード 

・無名⇒有名の人物キーワード 

・グッズ・口コミ系キーワード 

 

 

一つずつ具体例付きで紹介していきますね。 

なお、ここでの具体例は実際あったネタですが、人物

名等や文章を変更しています。 
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これは速報ネタをしたことがある方は 

なじみ深いのではないでしょうか。 

 

 

5W1H キーワードとは、 

・WHO：「～～は誰？」 

・WHERE：「～～の場所はどこ？」 

・WHEN：「～～はいつ？」 

・WHY：「～～はなぜ？（理由は？）」 

・WHICH：「～～どっち？」 

・HOW：「～～の方法」 
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これらの KW で狙えるネタです。 

これらはそのまま「インフルエンサー×トレンド」ネタに当

てはまります。 

 

 

例えばこのようなネタです。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

チャンネル登録数 100万人越えの人気 youtuber

「つきお」が引っ越しをしたことを自身の youtube動

画で報告した。 

 

本人は「最近ちょっと不安なことが起きたため、万が

一を考え引っ越しすることにしました」とコメントしてい

る。 
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ちなみに「つきお」にはしばらく前に動画のパクり疑惑

が出ていた。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

こちらをタイトル付けまで順を追って解説していきます

ね。 

 

     狙う KW 

「つきお 炎上」 

「つきお 引っ越し 理由」 

 

     タイトル例 

「つきおが炎上？引っ越しの理由や詳細を詳しくまと

めました！」 
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これはコンサル生が「炎上」で狙いました。 

ただ実際はこの問題からすれば「引っ越し 理由」も

狙えましたね。 

 

 

「引っ越しの理由＝5W1HのWHY」となります。 

 

 

実際こちらの KW ものちに yahoo の関連ワードがで

ていたので、書いておけば結構アクセスを集められたと

思います。 

 

 

炎上でかなりアクセスを集められたのは、 
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「引っ越し⇒何かやらかしたのか？⇒過去の炎上な

どを検索」 

という流れだったのかと。 

 

この「炎上」という KW も実は結構アクセスを集めや

すいですがライバルが少ない傾向にあります。 

 

 

ただしアクセスが長続きするものと、一時的しか来な

いものと分かれる性質があります。 

 

 

また書く場合は誹謗中傷にならないように書かないよ

うにしたり、最終的にはポジティブになるようにフォロー

を入れることが重要です。 
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「炎上」「逮捕」「好き嫌い」「やらせ」といったスキャン

ダルに絡むようなキーワードです。 

例えばこのようなネタです。 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

〇月×日、チャンネル登録数 100万人越えの人気

youtuber田中あずさの youtube での意味深な

投稿が話題になっている。 

 

動画ではいきなりスタッフが出てきて、神妙な趣で「田

中は逮捕されました」と伝えた。 
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その後 Twitter は「あずさちゃんが逮捕されたって本

当？」「いやこれ嘘でしょ」といったコメントであふれかえ

った。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

こちらも順に解説していきます。 

 

     狙うキーワード 

「田中あずさ 逮捕」 

 

     タイトル例 

「田中あずさが逮捕されたって本当？真相や理由を

時系列付で詳しく解説！」 
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まず、今回の動画は人気 youtuber が自身の動画

の中でエンタメとして「自分が逮捕された」という動画

を作ったという内容でした。 

 

あまりにも動画のクオリティが高かったため、 

動画を最後までしっかり見ていない人にとっては 

「え、田中あずさ逮捕されたの？」と気になって検索し

ていきます。 

 

 

その結果 

「田中あずさ 逮捕」とシンプルに検索してくるので、 

「田中あずさが逮捕されたって本当？真相や理由

を時系列付で詳しく解説！」 

とシンプルに狙うのが正解です！ 
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これが一番狙いやすいネタかもしれません。 

 

例えばこんなネタです。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

人気グループ youtuber テンドットが成人式に出席

した様子を動画で公開した。動画ではメンバー“たか

と”の妹、せりかも登場し話題になっている。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

     狙うキーワード 

「テンドット たかと 妹 年齢、身長」 

「せりか 年齢、身長」 
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     タイトル例 

「テンドットたかとの妹の年齢や身長は？大学や高校

など学歴も詳しく！」 

「せりかの年齢や身長などプロフィール！大学や高校

など学歴も詳しく！」 

 

 

こういった今まで無名だったけど、 

何かがきっかけで急に有名になった人は検索需要

が高まる傾向になります。 

 

 

今回の場合では今まで一般人として無名だった「せり

か」という人物が、その後人気グループ youtuber の

テンドットの妹ということでいきなり注目を集めました。 
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こういった、 

無名な人が急に有名になって検索されるパターンは

よく「無名⇒有名の法則」と言われるので、 

一つのパターンとして覚えておきましょう。 

 

 

その他有名 youtuber の動画に出てきた 

・無名のインフルエンサー 

・コラボ相手 

なども検索されやすいです。 
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有名 youtuber が出した商品、 

紹介された商品などを狙うネタです。 

 

 

例えばこんなネタですね。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

チャンネル登録数 100万人を誇る youtuber あり

さが、相方のたかおにサプライズプレゼントとしてダイヤ

付きの高級ブレスレッドを贈った動画が話題になって

いる。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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     狙うキーワード 

「ありさ たかお ブレスレッド 値段」 

 

     タイトル例 

「ありさがたかおに送ったブレスレッドの値段は？ブラン

ドについても！」 

 

 

これは 

ファンの中には「同じものが欲しい」「どこのブランドのど

んな値段のブレスレッド何だろう」と気になる人が一定

数います。 

 

なのでこの youtuber の人気度に比例して、 

検索需要も高まります。 
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また、動画の中で「高級」といったように 

「高そうなブレスレッド」といった見せ方をしていればし

ているほど値段が気になってきますね！ 

 

そのため 

・値段 

・ブランド 

といったあたりが気になり 

「ありさがたかおに送ったブレスレッドのブランドや値

段は？～～～」といった感じで狙えました。 

 

 

こういったネタもアクセスを集めやすいですし、 

グッズ系は楽天や ASP を絡めることで収益を上げや

すいです。 
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ちなみにインフルエンサーが紹介したサービス、商品の

「口コミ」といった KW も、爆発とまではいきませんが、

地味にアクセスを集めやすいので覚えておきましょう！ 

 

 

というわけで、ここまでは 

「インフルエンサー×トレンドネタ」の 

代表的なパターンを 4 つ紹介してきました。 

 

 

それでは、どんなネタ元からこれらのネタを見つけるの

かを具体的に説明していきますね。 
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「インフルエンサー×トレンドネタ」のネタ元と探し方！ 

 

それでは、早速ネタ元とネタ選定の仕方を見ていきま

す。 

 

 

まず、おすすめのネタ元は以下の通りです。 

 

・ユーチュラ 

・知恵袋 

・動画 

・その他ニュースサイト（ビックトレンド） 

 

こちらも人ずつ見ていきますね。 
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ユーチュラは youtuber関連のニュースや登録者数

の増加率など、youtuber に関してさまざまな分析

ができるサイトとなります。 

 

⇒ユーチュラ 

 

開いてすぐのトップページにニュースが載っています。 

シンプルにここのニュースを見ていくと良いです。 

 

 

例えば今回であればこんなニュースがありました。 

https://ytranking.net/
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開いてみると、 
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ちょっと見えにくいですが、 

とある youtuber がコラボ相手の大物 youtuber

に失礼な態度を取られたというものです。 
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これは先ほどの５W１H に当てはまりますね。 

 

 

ここでは、 

“失礼な態度を取った、 

この大物 youtuber って誰なのか“ 

が気になりますね！ 

 

 

なので、 

「たっくーTV をブチギレさせた大物 youtuberは

誰？～～」といったタイトルで狙えました。 

 

 

実際知恵袋を見てみると・・・ 
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ちなみに知恵袋は少なくアクセスを見積もってあるの

で、上位を取れていればかなりのアクセスが来ていた

はずです。 

 

このようにユーチュラのトップページは、かなり美味しい

ネタが眠っていたりするので、ぜひチェックしてみてくださ

い。 
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知恵袋はインフルエンサーネタとかなり相性が良くて、 

ここはネタの宝庫といっても過言ではないと思います。 

 

 

閲覧数も見られるのがポイントで、 

一般的な速報ネタと比べてインフルエンサートレンドは

アクセスが続きやすいので、需要を見てから書いても

間に合うことが多いです。 

 

 

■知恵袋はランキングを確認すると良いです。 
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Youtuber のニュースが全体ランキングに上がってくる

こともありますが、「動画」や「youtube」といったカテ

ゴリーランキングを見ても良いですね。 

まずは知恵袋を開きます。 

 

⇒知恵袋 

 

 

知恵袋を開いたら、まず全体ランキングにインフルエ

ンサー名前がないかをチェックです。 

 

 

今回は「ちえさこ」という人が取り上げられています。 

 

https://chiebukuro.yahoo.co.jp/
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見てみると日付が最近出たばかりなのに 

まさかの 1万閲覧数がありますね(笑) 
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このまま「人気の理由」で狙っても良いですし、 
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あえて「ちえさこ」ってどんな人ということで狙ってみても

面白いかと思います。 

 

 

ライバルチェックすると 

今のところどちらも全然いないですね(笑) 
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■また、ここをチェックしたら、次は 

「youtube ランキング」「動画ランキング」を確認する

と良いです。 
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そして「youtube」や「動画サービス」などさまざまなイ

ンフルエンサーが絡むカテゴリを狙ってみるのがおすす

めです。 
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■そしてカテゴリを選んだら、 

同じようにサイドバーのランキングをチェックしていくと良

いです！ 

 

 

 

 

こう見るとインフルエンサー関連でみんなが「気になる

こと」は、たくさんあることが分かりますね！ 
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普段見ている youtuber等あれば、 

その動画の中で気になることがあれば記事にしても大

丈夫です。 

 

 

ただ、普段 youtubeは見ていない！という方は 

動画再生数の急上昇ランキングをうまく使うことで見

つけられます。 

 

 

ランキングはおなじみの youtube急上昇を見ても良

いのですが、僕のおすすめは NoxInfluencer で

す。 
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■NoxInfluencer は世界中の youtuber やイン

スタグラマー、Tik Toker を分析することができるサー

ビスです。 

 

 

 

⇒NoxInfluencer 

 

各ジャンルの人気ランキングはもちろんのこと、チャンネ

ル登録数増加ランキングや各インフルエンサーのフォ

https://jp.noxinfluencer.com/
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ロワー伸び率まで細かく見られるかなり優秀なネタ元

です。 

 

 

今回はこのネタ元の「急上昇動画」を利用します。 

 

 

Youtube の急上昇でも良いですが、 

NoxInfluencer であれば、 

手軽に急上昇ランキングをジャンルで絞れるので、 

「エンタメ」などに設定することで、映画の予告や音楽

の PV等を除けるので、非常に見やすいです。 

 

 

■まずはノックスインフルエンサーにアクセス 
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⇒NoxInfluencer 

 

 

■そして、「急上昇」をクリック。 

 

https://jp.noxinfluencer.com/
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■そしてここから動画を見ていきます。 
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■この動画は 

「【大食い】ラーメンすら出てくる自販機スポット端か

ら全部食べきれるのか！？」 

という動画で、 

人気グループ系 youtuber フィッシャーズが、 

ラーメンやアイス、トースト、、と面白いものを販売して

いる自販機が一挙集合している場所へ行って、各自

動販売機をレビューするというものでした。 

 

 

フィッシャーズが訪れたロケ地なら一定数気になる人

がいそうですし、何より、 

かなり珍しい自動販売機がたくさん紹介されていたの

で、ファンでなくても場所が気になりました（笑） 
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なので 

「この自販機の場所はどこだろう？」というのが気にな

りますね！ 

 

 

実際「フィッシャーズ 自動」と入れるとサジェストが出

てきます。 

 

 

 

そして恐らくこのサジェストは、 

内容から考えると、 
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前回別の動画で自動販売機の場所が検索されたも

のも混じっていると思いますが、彼らの紹介した自販

機は検索される傾向にあるのがわかります。 

 

 

しかも今回は、 

特に動画の内容的に場所が気になるものなので、狙

えそう・・・となりますね。 

 

（今後も彼らは別の自販機を紹介しそうなので、書

いておいて、彼らが紹介した自販機を網羅していくと

より安定的なアクセスを集められそうです。） 

 

 

試しに検索してみると・・ 
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ライバルが全くいませんね(笑) 

 

 

こんな感じで急上昇からもネタ選定ができます。 
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このレポートの冒頭でもお伝えしましたが、 

最近は芸能人だけではなく 

インフルエンサーも yahooなどのニュースサイトに取り

上げられる機会が増えています。 

 

 

この傾向は今後さらに増えてくることが予想されます。 

 

 

そして先ほどのこのネタ、 
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ここからすでに 

・経営・会場となっていたお店 

・各 youtuberのプロフィール 

・各メンバーのチャンネル登録者数の推移 

といったものが狙えたとお伝えしましたが、 
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その後騒ぎが大きくなり、他にも関連ニュースが沢山

でました。 

 

 

例えば騒動を受けて 

このパーティーに参加していた 

「ヘラヘラ三銃士」がその後不謹慎な謝罪動画をアッ

プし話題になりました。 

 

 

その後の騒動の中で、「ヘラヘラ三銃士」のメンバーま

りなさんが運営していたバーも取り上げられたので、こ

ういったネタも狙うことができましたね！ 
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こんな感じで、一般的なトレンドネタと同様、「インフ

ルエンサー×トレンドネタ」も、注目度が高ければ高い

ほど、関連ニュースが沢山出るので、狙いどころも増え

ます。 

 

 

このように、ユーチュラ以外の 

一般のニュースサイトもネタ元となります。 

 

 

■それでは、ここまで見てきた内容について、 

速報トレンドネタの練習問題を見ていきましょう！ 
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「インフルエンサー×トレンドネタ」の練習問題！ 

 

 

今回は練習問題とその回答・解説を、 

良問に絞って 5 つ用意しました。 

 

 

ここまで見てきた具体例を踏まえて、 

実際に練習問題を解くことで、 

自分のスキルに落とし込んでいきましょう！ 

（各問題は元々あったニュースですが、各内容や人

物名は変えています。） 
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【問 1】============＝＝＝＝＝＝＝ 

人気グループ youtuber「48 モーニング」がチャンネ

ル登録数 100万人越えを祝して新企画を立ち上

げると発表しました。 

 

その名は“コラボマンス”。 

1 カ月間、毎日コラボ動画を投稿するそうです。 

 

コラボマンスは、4月 9日～5月 8日まで実施。 

 

動画は毎日 19:00～プレミア公開され、 

誰もが聞いたことがあるような YouTuber とコラボし

ていくとのこと。 
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どんな YouTuber が登場するのかは、動画を見ての

お楽しみのようです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

     狙うキーワード 

48 モーニング コラボ相手 予想 

48 モーニング コラボ相手 まとめ 

 

     タイトル例 

「48 モーニングのコラボ相手まとめ！ネットの事前

予想も詳しく検討！」 

 

これはトレンドネタを書いていた方はなじみのあるパタ

ーンではないでしょうか？ 
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いわゆる「5WIH のWHO」、「誰ネタ」で、最もアク

セスを集めやすいパターンですね！ 

 

今回は超人気 youtuber の 100万人越えセレモ

ニー企画なので、相当注目度も高いです。 

 

 

またこういったネタはファンの目線で見てみると、 

「一体誰が出るんだろう・・・」と気になるので、まだ発

表されていなくても事前予想を知りたくて検索してき

ます。 

 

 

これは芸能人が不祥事を起こしたり病気になった時

の代役が検索されるのと同じイメージですね！ 
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そして 1 か月間新たなコラボ相手が出続けるので、1

か月以上は安定して大きなアクセスを狙えるネタにも

かかわらず、実際このネタ（元のネタ）を見つけたと

きにライバルチェックをすると、ライバル 0 でした。 

 

 

 

【問 2】＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

人気 YouTuber ラミエルの動画が炎上している。 

動画は、彼が道路わきで女性をナンパし、相手にし

なかった女性に対して、 

後から高級車フェラーリに乗り込む様子をわざと見

せ、女性がどう反応するか伺うもの。 
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ネットでは「女性の気持ちをもて遊んでいる」という声

がある一方、 

「人間の本性が出た」、「これはヤバすぎる・・・」、「こ

れって本当なのか？」という意見も出ていた。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

     狙うキーワード 

「ラミエル フェラーリ やらせ」 

 

     タイトル例 

「ラミエルのフェラーリの動画はやらせなの？嘘か本当

か判明！」 
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「やらせ」という KWはこのように「いかにも作った話」

「それって本当にあり得る？？」といった企画の場合に

検索されます。 

 

そして元ネタの話題性が高いと、「やらせ」という KW

も結構検索されます。 

 

このネタに限らず結構本当かどうか怪しい企画をして

いる youtuber は多くアクセスも集めやすいです。 

 

有名 youtuber かつ、いかにも怪しい企画をしてい

た場合は狙ってみても良いですね。 

 

ただし「やらせ」という KW を狙うので誹謗中傷は無

しにするのと、最終的に「やらせではない」としましょう。 
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【問 3】＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

人気カップル youtuber ドンユンが 3月 12日から

企画「マニーor ラブ」を開始することを発表した。同

企画は youtube での恋愛リアリティショーとなってお

り、テレビでは放送できないディープな内容になってい

るようだ。企画は美女 6人が 1人のイケメンを奪い

合う内容となっている。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 

     狙うキーワード 

「マニーor ラブ メンバー」 

もしくは書く人物のプロフィールなど 
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恋愛リアリティショーネタはトレンドネタでも鉄板です。 

各登場人物で記事を書くこともできるので、狙いどこ

ろがたくさんあります。 

 

 

テレビはもちろんアベマ TV などでも企画が行われ需

要も高いですが、テレビの方は最近だと流石にライバ

ルが多いのが難点。 

 

 

しかし youtube版の恋愛リアリティショーだと今のとこ

ろライバル皆無です。 
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実際上記ネタ（元ネタ）はチャンネル登録数 200

万人越えの超人気 youtuber の企画で、なおかつ

この企画の名前で検索すると関連ワードが大量にで

てきましたが、ライバルは当時 1人しかいませんでし

た。 

 

 

ましてはテレビではコンプラの問題でできなかったディー

プな内容が youtube だと可能だったりするので、本

来であれば恋愛リアリティショーは youtube の方が

相性が良いです。 

 

 

今後さらに盛り上がるネタだと思うのでチェックしておき

ましょう。 

 



82                       Copyright(C) れん All Right Reserved.） 

 

【問 4】＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

人気 youtuber松下えり（200万人）が自身の

youtube で離婚したことを発表した。 

松下は去年 5月、同じ youtuber の畑中敦（同

10万人）と結婚したことを発表していた。 

その後コラボ動画も多数出しており、ファンから驚きの

声が上がっている。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 

     狙うキーワード 

「松下えり 畑中敦 離婚理由」 
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     タイトル 

「松下えりと畑中敦の離婚理由は？真相は～～」 

 

こちらもトレンドネタを書いたことがある方は、狙ったこ

とがあるかもしれませんね。 

 

また今もインフルエンサーの安定ネタを狙っている人の

中には「離婚理由」という関連ワードがあるのを見たこ

とがある方もいらっしゃるかもしれません。 

 

こういった「離婚ネタ」は、基本的にはファンがターゲッ

トになるので、「人気 youtuber」というのがポイント

です。 

 

ただし注目度が低いと需要も低いので、見極めも

重要ですね！  
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【問 5】＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

海外から入国後の待機期間中に義務である健康状

態の報告などを一度も行わなかったとして、3名の人

物名を厚生労働省が発表しました。 

その中の 1人が YouTuber の「田川さとり」ではな

いかとする声があがっています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

     狙うキーワード 

「田川さとり 年齢、身長など」 

その他関連ワードなど 

 

 



85                       Copyright(C) れん All Right Reserved.） 

     タイトル 

「田川さとりの年齢や身長などプロフィール！学歴や

経歴についても詳しく！」 

 

 

これは「無名⇒有名の法則」のパターンが当てはまり

ますね！ 

 

 

今回の場合、ファン以外の人がこの記事を見た時に 

「許せない！」「どういう人間なのか？」ということで検

索してきます。 
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そのため、関連ワードもしくは人物ネタで検索されや

すい「年齢」「身長」といったプロフィール系のキーワー

ドを狙うと良いですね！ 

 

 

今回例題を 5 つ紹介しましたが、 

基本的にはトレンドネタで検索されるものを、そのま

まインフルエンサーで使えないか？という発想が重要

です。 

 

また、 

「インフルエンサー×トレンドネタ」は狙いどころが豊富

でライバルも少なめなので、 

これまで芸能人のトレンドネタを書いた経験がある

方は、非常に狙いやすいかと思います。 
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ただ中には少しトレンドネタが苦手な方もいるかも

しれません。 

 

 

そういった方には 

「人気上昇インフルエンサーネタ」をおすすめしていま

す。 

 

 

今回はこちらのネタについても、 

少し触れていきますね！ 
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人気上昇インフルエンサーネタについて！ 

 

 

■人気上昇インフルエンサーネタとは、その名の通り

ここ最近人気（チャンネル登録数など）や知名度

が上昇しているインフルエンサーのプロフィールなど

を狙うネタです。 

 

 

需要が大きく上がっているにもかかわらず、まだライバ

ルが少ないことが多いため、1日 50PV~数百 PV を

毎日集めるネタがゴロゴロしています。 
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※人気上昇インフルエンサーネタを中心に狙うコンサ

ル生のアクセス解析。 

 

1日 50PV アクセスを集める youtuber ネタが

200記事あるだけでも、それだけで毎日 1万ＰＶ

安定して稼げるので非常にお得です。 
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また数百ＰＶに留まらず 1記事で、毎日

1000PV~2000PV を安定して集め続ける記事

を複数持っているコンサル生も多いです。 

 

 

このネタだけを中心的に狙って行っても 

3~4 か月で月収 10万以上稼ぐ資産ブログを構築

することも可能ですし、「インフルエンサー×トレンドネ

タ」と組み合わせることで、より素早くブログを安定化

することができます。 

 

 

また、こちらは安定ネタの要素が強く、 

すぐに書く必要もないので、外注とも非常に相性が

良いです。 
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そのため、 

「なかなか記事を書く時間が無い・・・」 

「どうしてもトレンドネタが苦手・・・」 

と言う方はぜひ取り組んでもらいたいネタとなっていま

す。 

 

 

■そしてこの人気上昇インフルエンサーネタのノウハ

ウについて、アンケートに答えていただいた方には、

PDF の形で個別メールにて追加プレゼントさせていた

だきますね。 

 

 

こちらのマニュアルでは、 

人気上昇インフルエンサーネタについて 
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「穴場なネタ元の紹介」はもちろんのこと、 

「ネタ選定の具体的な手順」、 

「狙うべきインフルエンサーの特徴や基準」まで、 

暴露しています。 

 

 

また、それに加えて、 

資産ブログを構築するために欠かせない 

・濃い情報を 2倍のスピードで集める情報収集テ

クニック！ 

・安定的に稼ぎ続けるための「情報が無い」時の書

き方！ 

・「コスパ良い中古ドメインを手に入れる方法とドメ

インテストの仕方」 
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といった、ノウハウも一緒にプレゼントしようと思います

ので、ぜひ受け取ってくださいね！ 

 

⇒アンケートはこちらから！ 

 

 

それから、ここでいただいた質問やお悩みなどは、 

今後のメルマガに反映していきたいと考えているので、 

ぜひよろしくお願いいたします！ 

 

 

■そして、今後メルマガでは 

・このマニュアルで紹介しきれなかった 

「インフルエンサー×トレンドネタ」の追加パターン！ 

・その他のジャンルの『爆発×安定ネタ』について！ 

https://rena7.com/fx/EmotMu
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・意外な方法で検索順位 1位を狙うずる賢いテク

ニック！ 

・1日 2時間の作業でも、継続的に 3記事以上

記事を入れる“外注の仕組化”！ 

・DRでも被リンクでもない意外すぎる良質な中古

ドメインの指標！ 

といったこともお伝えしていこうと思うのでお楽しみに！ 

 

それでは最後まで読んでいただき、 

ありがとうございました！ 

 

れん 


