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ある程度 PV がアップしてきたら意識したいのが広告

単価です。 

 

 

インフルエンサーネタは楽天や ASP を絡めることで広

告単価を上げることができますし、 

ここで練習しておくことで、 

今後特化ブログや商標ブログを作る際にも役立っ

てきます。 

 

 

このレポートでは 

・楽天や ASP と相性の良いインフルエンサーネタの

ジャンル 

・それぞれどんな広告がマッチしているのか 
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・成約率を上げる広告の置き方や訴求の仕方 

 

などをお伝えしていきます。 

 

 

「まだ、自分には少し早いかも・・・」という方も、ぜひ

確認してください！ 
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3 つのクエリと作戦を抑える！ 

 

初めに、効率よく広告単価を上げるために、 

ブログの基礎となる 3 つのクエリを抑えていきます。 

 

 

検索者には大きく分けると以下の 3 つの検索意図が

あります。 

 

   KNOW クエリ 

情報を知りたいという検索意図 

例：年齢、wiki、彼女、引退理由、～～は誰？ 

 

   DO クエリ 
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何か行動を起こしたい（買いたい）という検索意図 

例：予約、口コミ、おすすめ 

 

   GO クエリ 

公式サイトなどへ移動したいという検索意図 

例：楽天、公式、お問い合わせ 

 

 

「GO クエリ」は個人ブログで上位表示が厳しいので、 

基本的には狙いません。 

 

 

ネタにもよりますが、 
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・KNOW クエリはアクセスを集めやすく上位表示

難易度が低いが、広告単価が低め 

・DO クエリは広告単価が高いが、上位表示難易

度が高くアクセスも取りにくい 

 

という特徴があります。 

 

そのため、 

「3 つのクエリの特徴を抑えた狙い方や訴求」が必

要になります。 

 

ちなみに、これはインフルエンサーネタに限ったことでは

なく、 

速報ネタ、特化ブログネタ、商標ネタすべてに通じま

す。 
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雑記ブログでの狙い方 

 

インフルエンサーネタなど、雑記ブログに広告を絡める

パターンは以下の 3 つです。 

 

・プロフィールなど、一般的な記事に入れる

（Know クエリ） 

・商品が売れやすい記事を作る（DO クエリ） 

・複数のネタを組み合わせる（KNOW クエリ×

DO クエリ） 

 

 

それでは一つずつ説明していきますね！ 
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プロフィールなど、一般的な記事に入れ

る（Know クエリ） 

 

こちらは、インフルエンサーのプロフィールなど一般的な

記事に楽天や ASP を絡めるパターンです。 

 

 

ジャンルによって絡めやすい or絡めにくいがあるの

で、まずは絡めやすいジャンルとそれぞれにマッチした

広告を抑えておきましょう！ 
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   広告：本 

・料理系 youtuber 

・人気系（ファッションも）youtuber 

・大人系 youtuber 

 

例：エッセイ、写真集、料理本など 

コムドットや水溜りボンド・・・ 

人気 youtuber は、結構いろんな人が本を出して

います。 
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■例えば今回は、「うちら三姉妹」という youtuber

をチェックしていきましょう！ 

 

 

 

 

注意したいのが、いきなり楽天等の通販サイトで 

「うちら三姉妹」と検索しても出てこない場合があるこ

とです。 
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なので、まずは「本の題名」を探します。 

 

 

グーグルで 

「うちら三姉妹 本」と検索します。 

 

 

 

■すると 
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『生まれ変わっても自分でいたいって思うために生き

てる』 

という題名ということがわかります。 
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■これを楽天で検索すると出てきます。 

 

 

 

 

こんな感じで商品を探し貼っていきます。 
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   広告：サプリ、健康系 

・筋肉、筋トレ系 youtuber 

・ダイエット系、エキササイズ系 youtuber 

例：プロテイン、健康食品、ダイエットグッズなど 

 

 

■例えば竹脇まりなというダイエット（エキササイズ

系）youtuber がいます。 

 

 

「竹脇まりな プロデュース グッズ」と検索してみる

と・・・ 
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■「マリネスプロテイン」というプロテインを販売している

ことが分かりました。 
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■これを楽天で検索してみると・・・ 

 

 

ありますね！ 

 

 

   広告：グッズ系 

・コスメ系 youtuber 

・ファッション系 youtuber 

・ゲーム配信系 youtuber 
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例：ゲーム配信者のキーボード、メイク系

youtuber のメイク道具、アクセサリーなど 

 

 

■例えば「ゆうこす」という youtuber がいます。 

 

 

 

この方をラッコキーワードに入れてみると・・・ 
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カラコンからアイシャドウまでいろんなものが検索されて

いますね！ 

 

 

■検索してみると「チューズミー」という名前で彼女自

身がプロデュースしたカラコンがあります。 
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■楽天で検索してみると・・・ 

 

 

出てきますね！ 
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   ターミナル 

ターミナル記事とは、各ジャンルの youtuber をまと

めて、内部リンクで回遊してもらうような記事です。 

 

 

■例えば 

・料理系 youtuber人気ランキング！おすすめな

人物も～～ 

・福岡出身の youtuber まとめ！～～ 

・アイドル系 youtuberのおすすめランキング！～

～ 

 

みたいな感じですね！ 
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こういったまとめ記事は、回遊率を上げてブログの評

価を高められるだけではなく、楽天や ASP を置きや

すいです。 

 

 

どういうことかというと・・・・ 

料理系 youtuber で考えてみましょう！ 

 

 

■例えば料理系 youtuberA さんの記事には、基

本的には A さんが出版している本しか置けないで

す。 

（もちろん無理矢理置くことはできますが。。。） 
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一方で 

「料理系 youtuber人気ランキング！おすすめな

人物も～～」 

といったターミナル記事であれば、ターゲットは「料理

系 youtuber が好きな人」なので、A さん以外の本

も訴求できるからです。 

 

 

ターミナル記事は作るとメリットが多いので、 

ある程度インフルエンサー記事が入ってきたらガンガン

作っていきましょう！ 

 

 

ちなみにターミナル記事は回遊させること前提なの

で、ライバルが多くて SEOで取れそうになくても積

極的に作って OKです！ 



25                       Copyright(C) れん All Right Reserved.） 

 

訴求する際、とりあえず置く・・・というよりは、しっかり

相手に認識してもらうために見出しを一つ作るのが

重要です。 

 

（場所は記事ごとに変わりますが、基本はまとめの上

が良いです。） 

 

 

何となくクリックしてくれる・・・と言うのは難しいので、読

者にしっかり興味を持ってもらえるように訴求していき

ます。 
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そして訴求の際のポイントは以下の 3 つです。 

 

・本の軽い紹介（商品の特徴） 

・本を購入するメリット 

・口コミ 

 

これは ASP ブログでもほぼ同じなので、しっかり押さ

えておきましょう。 

 

■例えば 

先ほどのうちら三姉妹の本を訴求するとします。 

その場合の訴求例が以下の通りです。 
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

〇見出し：とうあの本は抑えるべし！ 

実はうちら三姉妹のとうあさんは本を出しています。 

 

 

内容は恋愛やファッションから、仕事観まで、オールジ

ャンルのエッセイとなっています。 

ちなみに内容を一部紹介すると以下の通りです。 

 

第 1章［男って何?女って何?あたしはあたしを一生

貫く］ 

第 2章［恋でブレたくないのに... ］ 

第 3章［初対面から好きベースの人間大好き人

間］ 
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第 4章［自分だけの、それぞれの「美しさ」］ 

第 5章［夢は想像できたらもう自分のもの］ 

 

ご覧の通り普段 youtubeなどではなかなか伝えにく

い、彼女の素顔や本音部分が暴露されている本とな

っています。 

 

実際読んだ方の口コミも、評価は高いです！ 

 

・口コミ 1 

・口コミ 2 

・口コミ 3 
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ファンはもちろん、これから youtubeやビジネスで成

功したいという方も、 

彼女の「考え方」を覗いてみてはいかがでしょうか？ 

 

⇒アフィリエイトリンク 

 

==================== 

 

ざっくり書きましたが、こんなイメージですね！ 

 

 

このように、商品の紹介、メリット、口コミをコンパクト

に入れていきます。 
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商品が売れやすい記事に入れる（DO

クエリ） 

 

これは 

「○○ プロテイン 評価」 

「○○ パーカー ブランド」 

「○○ メイク」 

といった KW になります。 

 

 

これらは購買意欲が高めの読者が検索してくるの

で、この DO クエリの記事でアクセスを取れると、比較

的楽天や ASP が売れやすいので、広告単価を非

常に上げやすいです。 
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また、同じ理由で例え楽天や ASP が無くても、アド

センスの広告単価が高くなる傾向にあります。 

 

 

ただ、 

速報ネタもインフルエンサーネタもですが、一般的なネ

タより上位表示難易度が高いです。 

 

 

そのため 3000PVほど集められるようになってか

ら、入れていくのがおすすめです。 

（もちろん狙えるところがあれば狙って OK です！） 

 

 

 



32                       Copyright(C) れん All Right Reserved.） 

 

ここでは最も一般的な 

「○○ パーカー ブランド」 

という記事を狙うパターンを見ていきます。 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

■狙う KW 

「A 服 ブランド」 

「A パーカー ブランド」 

「A ブレスレッド ブランド」 
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■タイトル 

「Aの私服まとめ！パーカーやブレスレッドの値段や

ブランドは？」 

 

 

〇見出し：A のパーカーの値段やブランドは？ 

パーカーのブランドを紹介。Youtube や Twitter か

ら情報を探します。 

紹介と一緒に楽天や ASP を張ります。 

 

内容は以下の通りにするのがおすすめです。 

 

 

▼▼ここから 
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・商品 A の紹介（主張） 

⇒商品 A の特徴を紹介(メリットなど) 

⇒商品 A の口コミ 

⇒アフィリエイトリンク 

 

・商品 B の紹介（主張） 

⇒商品 B の特徴を紹介(メリットなど) 

⇒商品 B の口コミ 

 

・商品 C の紹介（主張） 

⇒商品 C の特徴を紹介(メリットなど) 

⇒商品 C の口コミ 

・・・ 

という順番に書いて行くと良いですね！ 
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▲▲ここまで 

 

 

〇見出し：A のブレスレッドの値段やブランドは？ 

パーカーと同じく、ブレスレッドを紹介していきます。 

 

〇見出し：A のファッションについて！ 

ここは潜在ニーズ部分です。記事によって変わります

が、 

該当の youtuber のファッションセンスなどの口コミを

入れても良いですね！ 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

こんな感じでシンプルに書いていきます！ 
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そして理想はその youtuber の KW を網羅的に書

き読者を回遊させることです。 

 

 

そうすることで、ブログの評価も上がりますし、DO クエ

リの記事も評価が上がり上位表示されやすくなってき

ます。 

 

 

■例えばコムドットのやまとについて狙う場合 

 

 

・コムドットやまとのプロフィール＆学歴記事 
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・コムドットやまとの彼女記事 

・コムドットやまとの私服記事 

・・・ 

 

という感じで書いていきましょう！ 

 

（もちろん需要があるのが前提です。） 

 

 

（次のページへ） 
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複数のネタを組み合わせる 

 

初めにお伝えしましたが、速報ネタやインフルエンサー

ネタは 

「know クエリ」が多いのでアクセスを集めやすいで

すが、広告単価が低め。 

 

 

一方で 

「DO クエリ」は、広告単価は高めですが、アクセス

を集めにくいです。 

 

 

なので、両方を組み合わせると効率が良かったりしま

す。 
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そして、インフルエンサーネタと組み合わせる際おすす

めなのは「季節ネタ」です！ 

 

 

■季節ネタは福袋やクリスマスコフレなど購買意欲の

高いネタが多いので、 

広告単価が上がりやすいです。 

 

 

一方で、その季節が終わってしまうとアクセスが無くな

りますし、 

そのネタによって検索ボリュームが大きく変わるので、

アクセスと収益がバラバラになり安定しません。 
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つまり、季節ネタだけでブログを作ろうとすると、収益が

安定しにくいですし、 

ブログが成長せず、結果記事の上位表示が難しい

です。 

 

 

そこでインフルエンサーネタです！ 

 

 

というのも、インフルエンサーネタはアクセスが安定しや

すいので、 

ブログの評価を上げやすいですし、該当の季節ネタ

の需要が無くなっても、安定力が落ちにくいからで

す。 
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季節ネタはさまざまな種類がありますが、先ほどお伝

えしたように需要のバラツキが大きいです。 

 

 

なので、ずっと季節ネタを狙うよりは、美味しいものだ

けをピックアップした方が効率的です。 

 

 

需要が大きく稼ぎやすい季節ネタは以下の通りで

す。 
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冬：初売り、福袋、ふるさと納税 

春：GW 

夏：花火、バーゲンセール 

秋：クリスマスコフレ 

 

 

この中で、特に福袋ネタは非常に稼ぎやすいネタとな

っています。 

 

 

ここは人それぞれですが、目安としてインフルエンサー

ネタで最低 3000PV の安定は欲しいところです。 
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というのもデイリー3000PV の安定を超えてくると、ブ

ログの評価も高くなってきて、順位が付きやすくなる

からです。 

 

 

もしくは 5000PV、1万 PV行ってから季節ネタを絡

める、もちろんインフルエンサーネタオンリーで資産ブロ

グを構築し、別で ASP ブログを作るのも OK です。 

 

 

また、 

今年はコロナの影響で、GW ネタ、花火ネタの検索

需要が予想しにくいので、 

インフルエンサーネタオンリーで資産ブログを構築し、コ

ロナの影響を受けにくい福袋ネタやクリスマスコフレだ

け狙うというのもアリです！ 
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まとめ 

 

今回はインフルエンサーネタで広告単価をアップさせる

ために 

・プロフィールなど、一般的な記事に入れる

（Know クエリ） 

・商品が売れやすい記事を作る（DO クエリ） 

・複数のネタを組み合わせる（KNOW クエリ×

DO クエリ）・・ 

という 3 つのパターンを紹介しました。 

 

 

いずれも少しレベルの高い内容でもあるので、 

デイリー3000PV の安定化まではネタ選定に集中す

るのもＯＫです。 
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そして 

インフルエンサーネタに慣れてきた人は広告単価を上

げる施策をしていきましょう！ 


