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インフルエンサーブログで、
1日5000PV安定からブレイクするために
ネタ選定を強化！



■最近PVは伸びてきたけど、

ネタ選定がワンパターン化してきた人も多いと思います。

■また、だいぶアクセスが安定してきたけど、

もうPV一歩ブレイクしきれない・・・という人も。

■ここでネタ選定強化して、

1記事におけるコスパを上げていきましょう！



ブログの本質

■ブログって突き詰めると基本以下の二つしかない。

・需要：読者が検索しているか、そしてその大小

・供給：シンプルに上位取れているか

※一応、プラスで物が売れるか。



斧を磨くことを忘れずに！

■ここがある程度抑えられているのであれば、

あとは記事をどれだけ素早く入れられるかというゲー
ム！

■間違ったまま記事を量産するとコスパが悪い。

木を切り倒すなら斧を研いで切れ味を上げるべき！

■ネタ選定に苦戦している人は添削を！



■SVSメンバーはyoutuberの需要については、

抑えられていると思います。



一応おさらい！

【基本】

📌人気がこれから上がりそうな（上がっている）人

📌すでに人気がある人



📌人気がこれから上がりそうな（上がっている）人

■過去1か月の検索ボリュームが、1万人以上上がっている人

■急激に上がっている人より、安定的に上がっている人が良い

（もちろん急激な人でも、

短期的にアクセスを集める目的ならOKだし、安定するものも）







📌すでに人気がある人

■ウーバーサジェストで検索ボリューム1000以上、

■関連ワードが10個ある



■余談だが、ここも手順を間違えない

・関連ワードを確認

↓

・軽いライバルチェック

↓

・ウーバーサジェスト

の順番で確認すると良い！

※一気にネタ選定する時は、

ウーバーサジェストを温存



■需要は抑えられているとして、供給は？



■意外とライバルが多いところに

突っ込んでしまっている人は多い。

■いくら需要があっても上位を取れなければ・・・・

■ブログの強さ次第だが、

まだそこまで強くない人はintitle3以下で狙う。



■ただ、ネタ選定のスピードもあると思うので、

以下の順番で基準を考えると良い。

📌理想：狙っている人物の単一KWで、

・個人ブログが0~2（ただし埋もれていないかチェック）

📌ベター：狙っている関連ワードでライバルが3以下

（intitleでOKだが、慣れたら目視で確認できるとなお良い！）

📌最低基準：狙っている関連ワードでライバルが5以下

※ドメインの強さで基準は変わります。



では効率良く、
ライバルの少ないネタを探すには？



■ネタ元を増やす

■狙いどころを増やす



ネタ元を増やす

■yuturaは結構見ているライバルが増えてきた。

今回追加で、いくつか紹介していきます！



playbord

⇒https://playboard.co/en/

■このネタ元は

・ユーチュラのようにチャンネル登録数の増加率が見られる

・各インフルエンサーのジャンルで、それぞれのランキング
を見ることができる・・・

yuturaよりランキングが見やすい

https://playboard.co/en/


playbord
【使い方】

■各カテゴリごとにランキングを見ていく。

■5位の下にある「・・・」をクリックすると、

さらにたくさんチェックすることができる。



playbord

■ランキングの期間を

「デイリー」「ウィークリー」「マンスリー」と選べる。

■ネタのバリエーションが変わるので、

それぞれでライバルの少ないネタを拾っていきましょう！



■ チャンネル登録者数が平均的に上がっているかがわかりや
すい。

playbord



tuber-review

⇒https://tuber-review.com/

■このネタ元は

コメント数や星の数で、

そのyoutuberの注目度が分かるのがポイント。

■非常にネタが探しやすい。お気に入り。

https://tuber-review.com/






【使い方】

■おすすめの探し方は二パターン。

■一つ目はカテゴリ。

tuber-review



【使い方】

■ここがカテゴリ毎のランキングになっているので、チェッ
クしていきます。

tuber-review



【使い方】

■一応コメントのランキングになっているが、

ここにコメントされている時点で注目度が高い。

■比較的ランキング後ろの方からチェックしてみると、

ライバルが少ないネタが見つかったりする。

tuber-review



【使い方】

■二つ目は新着。

「新着レビュー」「コラムの新着コメント」「新着YouTuber
一覧」があり、今注目されている人や、新しく登録された人
が出てくるので、比較的狙いやすい。

tuber-review



■http://ikioi-ranking.com/

とにかくランキングのバリエーションが多いのが面白いです！

使いこなせればかなり穴場なネタ元かと。

TikTok LIVEやYouTube Liveなどさまざまなライブが網羅されている。

配信者勢いランキング



■⇒ https://youtubernext.jp/

チャンネル登録者数が古いのが難点ですが、カテゴリ毎にさ
まざまなyoutuberが紹介されていたり、非常に見やすいのが
ポイント。

youtubernext



https://creators.tubers.app/

こちらもランキングサイト。

カテゴリ＆期間設定ができるので、

こちらをチェックしても良いですね！

Tubers

https://creators.tubers.app/


■ネタ元はあればあるだけ良いです！

今回ご紹介したネタ元も、ぜひ活用してみてください。

■ネタ選定の途中などで気づいたネタ元があれば、

ストックして、オリジナルネタ元として活用するのも良い
ですね！



【前ジャンル共通】
コスパ良く口コミを発注する方法！



■商標ブログだけではなく、

特化ブログに取り組む人も増えてきた。

■今後、商標ブログや特化ブログに取り組む人も増えてくるはず。

■そこで、抑えておきたいのが効率の良い口コミの取り方。



■口コミ募集の面倒なところ・・・

■別々や選択式にすると集まらないところが出たり、

重複したり・・

例：選択式で集めると、特定の口コミだけ埋まってし
まう・・・



■そんな人におすすめの機能があります！

それが口コミの一括募集！



■実はcloudワークスとランサーズは口コミを一括募集できる！

・やり方は少し複雑だが、慣れると早いしコスパが良い！

例：

ジェラートピケの福袋の口コミ⇒募集

カルディの福袋の口コミ⇒募集

コールマンの福袋の口コミ⇒募集

・・・

↓↓↓

ジェラートピケの福袋の口コミ

カルディの福袋の口コミ

コールマンの福袋の口コミ

・・・⇒一括募集



■これをやることで、

大量の口コミを一括発注できるので時間短縮に繋がる。

■先にとりあえず口コミだけ取っておくというのもアリ。

■また、その時の反応で、需要が何となく分かる場合も。



それでは
早速見ていきましょう！



cloudワークス

■まずはいつも通り



cloudワークス

■まずはいつも通り



cloudワークス

■まずはいつも通り



cloudワークス

■まずはいつも通り



cloudワークス
■CSV一括登録にチェックを入れる！



cloudワークス

■「#」が変数になる。



cloudワークス



cloudワークス

■出来たら確認画面へ。



■ここでCSVをアップロードする。



■そもそもCSVって何？エクセルと違うの？

CSVは「,」でデータを並べたファイル

エクセルより軽く、いろんな環境で使える

■CSVの作り方

・ステップ1：エクセルファイルを開く。

・ステップ2：内容を書き込む

・ステップ3：エクセルファイルをCSVに変換する



■ステップ1：エクセルファイルを開く。

■ステップ2：以下のように書き込む



■エクセルファイルをCSVに変換する



■ここでCSVをアップロードする。



■ここでCSVをアップロードする。



活用例

■では、

この口コミをどう活用していくか？



活用例1

■季節ネタ！

口コミを集めるだけで、

ほぼコンテンツができるし差別化になる！

・バーゲンセールの口コミ、戦利品

・福袋の口コミ

・花火ネタなどの混雑情報



活用例2

■商標ネタ！

・「販売店」を狙う場合も、口コミを増やせば増やすほど

記事同士の差別化になる

・「販売店」でアクセスが取れているものは、

口コミ記事を作り回遊させる！

・口コミ記事は、募集した口コミを張るだけなので、

一瞬で作成できるしCVも上がる！



活用例3

■ターミナル記事

・楽天やASPも貼りやすい！

・回遊率を上げて元記事の評価アップも！

・こちらも基本口コミを張るだけで作れる！



■これは話すか迷ったのですが・・・

■まだデータが足りないのですが、

一つ考えていることがある。

それがプロセス的正義VS一般的正義

どっちがユーザーにとって有益なのか？

※データが不確かなので、

まだ口外しないように・・・

余談



プロセス的正義とは？

■名前は勝手につけたので、覚えなくて良いです
（笑）

■問）ケーキを公平になるように二等分してくださ
い？

あなたはできますか？



■実はこんな簡単なことが、この世の中では不可能。

残念ながらどんなにお金をかけて世界最高のナイフを作って
も、ケーキを正確に二等分することはできない。

■ではどうする？

プロセス的正義とは？



■自分が適当に切って相手に選ばせれば、

少なくとも不公平ではない。

プロセス的正義とは？



プロセス型正義VS一般型正義

■ブログには根拠・信憑性が大事、

これは以前からお伝えしていると思う。

例：年齢は○○歳、

その根拠は？

⇒youtuber本人が動画で言っていた。

■では、最も良い根拠、つまり正義って何？



■ネタによって求められている

『権威性・根拠・正義』が異なるのでは？



■例えばランキング記事。

■意外とライバルはランキングの根拠を書いていない。

書いていても根拠として、

「クラウドワークスでタスクアンケート取りました～」

みたいな人が多い。

■でも、自分が読者だったらどう思うか・・・

「どうせアフィリエイターに都合の良いランキングなんで
しょ！」



■ぶっちゃけやろうと思えば、ランキングは不正ができ
る

例：

「料理youtuber人気ランキング！」

好きなyoutuberを1位にすることも可能。

「30代に人気のコスメランキング」

ASPが高い順にランキングすることも可能。



■本当に信ぴょう性があるランキングは、

そのランキングができる“プロセス”に不正が入らないものな
のでは？と思った。

■では、プロセスに不正が入らないランキング付けとは？



■読者に参加させ、その場で数値の増減を見せる

⇒プラグインを使って投票させる

⇒その投票結果をブログに出す。

■実際、

これでビックKWで上位表示できているコンサル生もいる。



■このあたりはもう少しデータを取ってみたいと思います。

■今回言いたかったことは

「固定概念に囚われすぎず、

本当に読者にとって有益なものは？」

これを改めて考えていきましょう！

■思考停止にならず、“考えてみる”ことが大事！



■プラトーを早く抜け出すための

「おでん図」を抑える！



■2022年も入って2か月が過ぎましたが、

調子はどうですか？



■特化ブログに取り組み、100記事ほどで、

デイリー5000PV~6000PVで安定してきたという人も！

■ただ、ネタ選定の話とも繋がりますが、

最近伸び悩んでいる人もいると思います。

・例：

インフルエンサーブログで

4000~6000PVをウロチョロしている



■この「停滞期間」との向き合い方、

抜け出し方を今回はこれをお伝えしていきます！



■まず、タイミングはそれぞれですが

「停滞期間（プラトー）」は

必ずあることを抑えましょう！



■人の実力・収益の伸び方

出展：https://studyhacker.net/plateau-effect



■プラトー

プラトー効果 (プラトーこうか、英語：Plateau 

effect)とは、一時的な停滞状態のことを言う。おも
に筋力トレーニング時の停滞期を指す。学習、作業
の進歩が一時的に停滞する状態を指す場合にも使わ
れる。成長曲線の横ばいとして現れ、心的飽和や疲
労などが原因で起こる。

出展：wiki

■行動しているのに伸び悩むという時期。



■ちなみに進化を退化に感じている場合もある。

例：ネタ選定

「前は記事を書いたらガンガンPVが上がってたのに・・・」

ネタ提供した記事をガンガン入れていた。

しかし、いざ自分でやってみるとなかなか伸びない。

「アクセスが少し落ちた・・・」

でも、アクセスをよく見ると、

以前は特定の記事にアクセスが集まっていたのが、まんべん
なくアクセスが来るようになっている

⇒実際は伸びている



■プラトーと向き合うため／抜け出すために重要なこ
と

📌「プラトー」という存在を知る

📌停滞期間に行動を止めない

📌変化を加える



📌停滞期間に行動を止めない

多くの人がここで歩みを止めてしまう。

正しいノウハウでやっていてもプラトーは存在する

そのノウハウをうまくスキルに落とし込めるか。

■習慣化することで、

「淡々とやること」が大事！



■まずいのが、

伸びない⇒記事を入れるモチベが・・⇒行動が止まる

という流れ。

本当は単にプラトーに入っているだけで、これから伸びる可能性。

■一番はガンガン外注で回すこと

⇒止まりたくても止まれないくらいが良い（笑）

例：Yさん

4000PVからなかなか抜け出せない

⇒ライバルチェックの精度を上げた

⇒一気にデイリー8000~9000PVの安定まで伸びた



📌行動に変化を加える

■変化しなければならないタイミングだと考える

■変化するには？

今の問題を顕在化・整理してみる

意外とブログ経験が長い人が陥りがち。



■とにかく

「今どんな状況なのか・問題・課題（スタート）」

「自分が何をしたいか（ゴール）」

「どんなことをやっているのか、やろうとしているのか
（道順）」

を書き出してみる。



れんのおすすめ！

■慣れていない人は

おでん図を作ってるのがおすすめ（笑）

■もちろん、何となく

「停滞しています・・」

僕に相談してもらっても大丈夫ですが、

解決の仕方を抑えておくとより良い！



れんのおすすめ！

■課題を洗い出しそれを解決することで、

自分のレベル（スキル）が上がる

そしてプラトーから早めに脱出することができる

■おでん図は、

ブログに限らず、どんなことにも活用できる！



おでん図とは？

■自分の現状と、到達したいゴール、そこまで到達す
るために、自分がやろうとしているアイディアを書く

現状

目標

解決策



■例：ライターを募集するも全然集まらない

ライターが
集まらない（0人）

ライター3人確保

解決策

解決策
・2000文字を1000文字に分けてみる
・募集場所を変える
・募集要項を変えてみる
・・・思いつく限り
書き出してみる



おでん図を作る時のポイント！

■固定概念に囚われない。

できるかは置いといて、とりあえず自由に書き出す。

■頭の中で完結させず、紙に書きだす。

⇒おでんは汁まで美味しい！



■それをそのまま音声やチャットで伝えると

さらに効果的です！

例）

れんさん：どうですか？調子の方は？

Aさん：今～～～でライターさんが集まらないという
状況です。

今週までに最低でも3人確保をしたくて、

今とりあえずライターさんの応募の心理ハードルを下
げるために

“2000文字ではなくて、1000文字×2で募集して、

二つ合わせて1記事にする“

ということを考えています。

こうすると効率的！



■ポイント：現状と目的地だけではなく、

自分の考えの範囲で解決策を一応用意しておく

⇒間違っていても良い

⇒むしろここに間違えが一切なければ稼げている
はず！

■積極的に自分のアイディアを

考えてみるのがおすすめです！



■そして、

「問題の顕在化＆整理＋解決！」を繰り返すことで、

プラトー突破後一気に伸びることが多い！

■これを繰り返すことで、

スキルが高まっていく。



■プラトーの存在を知ること、

■問題の顕在化と整理を行い“変化”を起こしてみる
こと。

この二つは非常に重要なので、

抑えておきましょう！



ご清聴ありがとうございました！


