
1                       Copyright(C) れん All Right Reserved.） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【推奨環境】 このレポート上に書かれている URL はクリックできます。 できない場合は最新の

AdobeReader をダウンロードしてください。 

 



2                       Copyright(C) れん All Right Reserved.） 

【推奨環境】  

このレポート上に書かれている URL はクリックできます。  

できない場合は最新の AdobeReader をダウンロードしてください。 

(無料) https://get.adobe.com/jp/reader/ 

◆著作権について 

当レポートは、著作権法で保護されている著作物です。 使用に関しましては、以下の点にご注

意ください。 

◇レポートの著作権は、作者にあります。作者の書面による事前許可なく、本レポートの一部、ま

たは全部をインターネット上に公開すること、およびオークションサイトなどで転売することを禁じま

す。 

◇本レポートの一部、または全部をあらゆるデータ蓄積手段(印刷物、電子ファイル、ビデオ、 

DVD、およびその他電子メディアなど)により複製、流用および転載することを禁じます。 

◆使用許諾契約書 

本契約は、レポートダウンロードした法人・個人(以下、甲とする)と作者(以下、乙とする)との間 

で合意した契約です。本レポートを甲が受けとることで、甲はこの契約は成立します。  

第 1条(目的)本契約は、本レポートに含まれる情報を、本契約に基づき、甲が非独占的に使

用する権利を承諾するものです。  

第 2条(第三者への公開の禁止)本レポートに含まれる情報は、著作権法によって保護されてい

ます。また、本レポートの内容は、秘匿性の高い内容であり、甲はその情報を乙との書面による事

前許可を得ずにいかなる第三者にも公開することを禁じます。 

第 3条(損害賠償)甲が本契約の第 2条の規定に違反した場合、本契約の解除に関わらず、

甲は乙に対し、違約金として、違反件数と金壱萬円を乗じた価格の 10倍の金額を支払うもの

とします。 

第 4条(その他) 当レポートに沿って実行、期待通りの効果を得ることができず、万一如何なる

損益が生じた場合でも、乙は甲に対して責任を負わないものとする。 

 

 

https://get.adobe.com/jp/reader/


3                       Copyright(C) れん All Right Reserved.） 

もくじ 

月収 1万円以下のブログでも 50PV~数百 PV の

安定を積み上げていくネタ元！ ...................... 5 

使い方 ............................................... 7 

需要の高いインフルエンサーを客観的に判断できるネ

タ元！ .............................................. 13 

使い方 ............................................. 15 

応用が利かせやすく、さまざまな探し方ができるネタ

元！ ................................................ 21 

使い方 ............................................. 23 

これだけで完全網羅？季節ネタ最強のネタ元！ 26 

キーワードの見つけ方 ............................. 32 

トレンドネタで爆発をコンスタントに起こすネタ元！ 45 

使い方 ............................................. 49 

まとめ ................................................ 53 

 



4                       Copyright(C) れん All Right Reserved.） 

ここでは僕とコンサル生でこっそり使っていた 

5 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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月収 1 万円以下のブログでも 50PV~数百 PV の安定を

積み上げていくネタ元！ 

 

 

ここでは、インフルエンサーのまとめサイト、 

ライバルブログはもちろん、 

さまざまなものに応用できるネタ元・ネタ選定法をお

伝えします。 

 

 

それが「site コマンド」です！ 
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■site コマンドは本来ライバルのインデックスを確認

するものなのですが、少し工夫するとネタ元として使え

たり、いろんな情報を収集することができます。 

 

 

今回は例として、「logtube」というインフルエンサーの

情報サイトを活用したネタ選定の仕方をお伝えしてい

きますね！ 
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■まずは logtube にアクセス。 

 

⇒logtube 

 

 

■ここから記事を辿ってインフルエンサーを見つけても

良いですが、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。 

 

https://logtube.jp/
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⇒グーグル 

 

そしてサイトコマンドを利用して、logtube 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 

「site:URL ジャンル」という感じで 

後半に自分が探したいジャンルなどの KW を入れま

す。 

https://www.google.com/
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今回は試しに「アウトドア」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、 

基準を満たす 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「内山ミエ」を検

索してみます。 

 

 

 

すると関連ワードがでてきますね！ 

 

 

一応検索ボリュームを確認すると・・・ 



11                       Copyright(C) れん All Right Reserved.） 

 

 

 

検索ボリュームは 1000 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。 
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■そして 

この探し方は logtube以外のサイトでも同じやり

方ができます。 

 

 

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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需要の高いインフルエンサーを客観的に判断で

きるネタ元！ 

 

 

世の中にはさまざまなインフルエンサーがいますが、 

基本的に当たり障り無いような人物より、 

フックがあったり、掲示板などで議論されるような人

物の方がアクセスを集めやすいです。 

 

 

そして、「議論されやすい」という人物を 

ダイレクトに見つけられるのが 

今回ご紹介する「好き嫌い.com」です！ 

 

 



14                       Copyright(C) れん All Right Reserved.） 

 

 

⇒好き嫌い.com 

 

■非常にストレートなネーミングですが、 

読者が「好き／嫌い」を投票できて、 

その結果が表示されるという非常にシュールなサイト

です。 

 

 

■ブロガーにとっては、ネタ元として活用しやすいです

よね！ 

https://suki-kira.com/
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このサイトは、普通に使う場合、 

自分が投票しないと結果が見られないようになってい

ます。 
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いちいち確認するのは面倒ですよね・・・ 

 

■しかし、このサイトの得票数を、 

投票無しで確認しながら、なおかつネタ選定ができる

裏技があります。 

 

 

それが、先ほども使った「site コマンド」です！ 
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■実はこのサイト、検索結果から得票数や☆の数が

見えてしまいます。 
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■実際確認してみると・・・ 

 

 

 

およそ 7000票なので、合ってますよね！ 

 

 

■試しに検索ボリュームを見てみると・・・ 
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検索ボリュームはあるので、次に関連ワードを見てみ

る・・・ 
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という感じでシンプルにネタを探していきます。 

 

 

■ここもピアノに限らずいろんなジャンルや KW を入

れることで、出てくる人物が変わるので、試してみまし

ょう！ 
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応用が利かせやすく、さまざまな探し方ができ

るネタ元！ 

 

 

インフルエンサーの中でも、 

人気インフルエンサーの影響力は凄まじいです。 

 

 

そのため 

彼らが紹介した人や、コラボした人、 

ほんの少しだけ動画に出演した人なども 

大きな需要を生みます。 

 

 

特にコラボしたインフルエンサーは 
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ライバルが気づきにくく、 

需要の高いネタとなりやすいです。 

 

 

また、インフルエンサー側もコラボすることで、 

お互いのファン層にアプローチできるため、 

積極的にコラボが行われています。 

 

 

今回はその中でも youtube を活用した 

「コラボインフルエンサー」を狙うネタ選定方法をお伝

えしていきます。 
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■使い方は非常にシンプルで、 

「○○ コラボ」 

と検索したり、実際検索してみて、動画に出てきた人

物や、動画を出している人物を狙ってみても OK で

す！ 
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■例えば 

「スカイピース コラボ」で出てきた 

「じゅきぱっぱ」を見てみると・・・ 

 

 

ボリュームもあって・・・ 
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■関連ワードもたくさんある・・・という感じで探してい

きます！ 

 

 

■他にも 

「○○ コラボ 女性」 

「○○ コラボ 面白い」 

といったいろんな KW を入れると、別の動画が出てく

るので活用してみてください！ 

 

 

■そして、人物自体も、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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【定番サイトジャパン】 

 

 

⇒定番サイトジャパン 

 

 

これは、季節ネタに限らず、いろんな情報を収集でき

るうえ、関連サイトがまとめられているという非常に使

い勝手の良いサイトとなっています。 

 

 

https://teibansite.jp/
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■一応今回は季節ネタなので、 

そこを中心に見ていきますね！ 

 

■まずは上のタブの「行事特集」をクリック。 

 

 

 

■ここにさまざまな季節の行事が書いてあります。 
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■そして、各特集をクリックすると、 

そのネタに対するまとめサイトや情報サイトが紹介され

ています。 
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■こういったものをネタ元や情報源にすると、 

使いやすいです！ 
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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。 

 

 

 

季節ネタで重要なのは狙う KW を見つけることで

す。 

 

 

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。 
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■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。 

 

 

■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。 

 

https://www.google.com/?hl=ja
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■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。 

 

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。 
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「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。 

 

 

同じように「い」から始まる福袋がでてきます。 
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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。 

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。 
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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。 

 

 

今度は「あ福袋」の「あ」の後ろに「い」を入れてみてく

ださい。 
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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？？ 

 

■そしてまだまだキーワードはたくさん探せます。 
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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。 

 

 

■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！ 
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⇒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。 

 

 

■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。 

https://www.related-keywords.com/
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※ラッコキーワードは現在デザインが変わりました。 

 

■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！ 
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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 

 

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。 
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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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トレンドネタで爆発をコンスタントに起こ

すネタ元！ 

 

速報ネタでアクセスのヒット率を極限まで上げて、 

コンスタントに爆発を起こすなら、一番良いのは 

「ビックトレンド」を狙うことです。 

 

 

■はじめに速報ネタには 

短命のネタと長期間話題になるネタがあります。 

 

 

後者のものを「ビックトレンド」と呼んでいます。 
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例として過去にあった大きなビックトレンドであれば 

・櫻井翔さんと相葉雅紀さんの結婚 

・神田沙也加さんの訃報 

・・・など、連日テレビなどに取れ挙げられるようなネタ

のことです。 

 

 

こういったネタは、多くの人が注目しているため、 

普段そこまで検索需要が無い KWでも、 

大きなアクセスを集めます。 

（ターゲットの母数が大きいため） 

 

 

そのため、ビックトレンドに関連する狙いどころを攻めて

いけば、空振りをグッと減らすことができます。 
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■また、次から次へと新しい狙いどころが出るので、ラ

イバルの少ない KWがどんどん生まれていくという

メリットもあります。 

 

 

■そして、yahoo ニュースなどで該当のネタをマークし

ておいても良いのですが、今回紹介するのは知恵袋

を使ったネタ選定です！ 

【知恵袋】 
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⇒知恵袋 

 

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。 

 

 

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。 

 

 

しかし本当は、 

速報ネタでも使用できるのが知恵袋の良いところ

です。 

https://chiebukuro.yahoo.co.jp/
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というのも、先ほどもお伝えしたように 

ビックトレンドであれば、話題が長続きするため、 

速報ネタのネタ元としても狙えるネタがたくさん出てくる

からです。 

 

 

 

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、 

過去にかなりボリュームが多かったビックトレンド、 

渡部建さんの不倫のニュースで考えていきましょう！ 
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今回は検索窓に「渡部建」と打ち込んでみます。 

 

 

 

 

■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。 
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「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！ 

 

 

■今回は知恵袋を紹介しましたが、 

その他ビックトレンドが出た場合は 

ガールズチャンネルやまとめダネといった 

掲示板やまとめサイトを活用しても良いですね！ 

【ガールズチャンネル】 

⇒ガールズチャンネル 

 

【まとめダネ】 

⇒まとめダネ 

https://girlschannel.net/
https://matomedane.jp/


53                       Copyright(C) れん All Right Reserved.） 

まとめ 

 

今回はさまざまなタイプのネタ元を 5 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！ 


