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現在月収 3万円以下の方にはまずは一つの目標と

してもらいたのが、月収 10万円稼ぐ資産ブログの

構築です。 

 

 

月収 10万円稼ぐ資産ブログを構築できれば、 

そのスキルを使って情報発信をしても良いですし、複

数ブログを作って収益を上げたり、他のビジネスにチャ

レンジしたりなど、人生における選択肢が一気に増

えます。 

 

 

ただし何事もですが、結果を出すためにはそれなりの

戦略があり、闇雲に記事を書いても時間を無駄に

するだけで月収 10万円を突破することは難しいで

す。 



5                       Copyright(C) れん All Right Reserved.） 

また、月収 5万円を超えると月収 10万円まで収

益を上げるのはさほど難しくないので、ここまでいかにし

っかり進んでいけるかがカギとなります。 

 

その中でも特に初めの 1か月目のスタートダッシュ

が、その後の収益の伸びに大きく影響を与えます。 

 

 

ここでは 1 か月目にするべきこと、優先すべきことをお

伝えし、最も重要なネタ選定とライティングの基礎に

ついてレクチャーしていきます。 

 

 

しっかり自分のスキルに落とし込んで最高のスタートダ

ッシュを決めてください！ 
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1 か月目にすべきこと 

 

まずは資産ブログを構築するまでの各ステップを抑え

ましょう！ 

 

 

   資産ブログ構築までのステップアップ 

１：ブログの基礎を固める 

２：ブログ運営の効率化 

３：ブログ収益の加速化 

 

この順番にステップアップしていくことで、 

無理なく無駄なくゴールに向かって進むことができま

す。 
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そして 1 か月目は特に、ブログの基礎作りを優先し

ていきます。 

 

 

ブログの基礎的なスキルをしっかりつける、 

そして記事の更新のペースを作る 

これからあなたが稼ぐための「土台」となる部分なの

で、気合を入れて取り組みましょう！ 
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1 か月目でつけるべき基礎とは？ 

 

■ブログの基礎として、最低限つけるべきスキルは以

下の通りです。 

 

   ブログの基礎 

・ネタ選定のスキル 

・記事作成のスキル 

・タイトル付けのスキル 

・情報収集のスキル 

 

そしてこの中でも最も重要なのが 

ネタ選定のスキルです。 
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ネタ選定が上手く行かないと、いかに良い記事を書い

てもなかなかアクセスを集めることができませんし、 

そもそもある程度アクセスを集められなければ、アドセ

ンスでも ASP でも稼ぐことは不可能です。 

 

 

そのためいかに「ネタ選定力」を素早く上げていける

かが最重要課題です。 

 

 

■ネタ選定は 

 

【やり方を覚える】 

↓ 

【自分でネタ選定をして記事を書いてみる】 
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↓ 

【添削で思考をすり合わせることで、間違いを修正し

ていく】 

↓ 

【また自分でネタ選定をして記事を書いてみる】 

・・・ 

のサイクルをどんどん回していくことで、スキルアップして

いきます。 

 

 

このマニュアルや特典を参考にしつつ、音声や添削で

思考のすり合わせを行うことで、正しいネタ選定のス

キルを素早くつけていきましょう！ 
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ネタをざくざく見つけるコツは？ 

 

突然ですが、あなたは 

ネタ選定が得意な人とそうではない人の違いは何

だと思いますか？ 

 

僕は、もっとも大きな違いは、 

その「応用力」だと考えています。 

 

 

どういうことかというと、ネタ選定が得意な人は過去に

アクセスが来たネタを経験上覚えていて、頭の中でそ

れを別のネタに応用しているんです。 

 

 



12                       Copyright(C) れん All Right Reserved.） 

例えば速報ネタだとわかりやすいです。 

具体例 1＝＝＝＝＝ 

1月 10日に放送された「じっくり読んダロウ」に女

優、南川景子が登場。 

番組では過去に「女優 S と楽屋で口論になったこと

がある」ことを暴露。 

当時相当に組んでいたこともあり、それ以降マネージ

ャーに「あの子とは共演したくない」と頼み込んだとのこ

と。 

=========== 

この場合、「南川景子と口論になった女優 Sは

誰？～」という狙い方をするとアクセスを集められま

す。 

 

 

そしてその後こんなネタがあったとします。 
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具体例 2＝＝＝＝＝ 

田中れいやが不祥事を起こし炎上している。 

彼女はその後更新した SNS で、大物俳優 T もその

場にいたと語った。 

=========== 

この場合、先ほどの南川景子でアクセスを集めた経

験から、「田中れいや 大物俳優 T 誰」というキーワ

ードが思いつくかどうかです。 

 

 

このように、ネタ元を見たときに 

「これってあのキーワードが応用できる！」と気づける

かどうか。自分の中に「ネタ選定のレーダー」を持って

いるイメージですね。 
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■ネタ選定に苦戦する人はこの「レーダー」の感度が

低いため、気づけるネタ・キーワードが限られてしまっ

ている状態になっています。 

 

 

そのため、少ない選択肢から仕方なく記事を書いて、

そこにライバルが一極集中してしまった結果稼げな

い・・・なんてことになります。 

 

 

しかし逆に言うと、ネタ選定に慣れていない人でも狙

うキーワードが単純であり、狙いどころがたくさんあ

るネタから始めると、比較的苦戦しにくいです。 
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そしてその“狙うキーワードが単純であり、狙いどころ

がたくさんある”という条件を満たす、おすすめなネタ

がインフルエンサーネタです。 

 

 

インフルエンサーネタとは 

Youtuber やモデル、ニコニコ動画の踊り手など、 

主に“興味を持たれる人物”を扱うネタとなります。 

長い間安定的に検索されますし、かなりの数の人

物がいるので、ネタが尽きないのがポイントです。 

 

 

それでは早速インフルエンサーネタの中でも基礎的

な、youtuber ネタの探し方を今回はお伝えしてい

きますね。 
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youtuber のネタ選定方法！ 

 

 

■youtuber・インフルエンサーネタのネタ選定の基

本手順は以下の通りです。 

 

【各ネタ元を使って人物を探す】 

↓ 

【基準に当てはまっているかチェック】 

↓ 

【狙う KWでライバルチェック】 

↓ 

【狙えるものを狙って行く】 

という流れです。 
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復習になりますが、 

【基準に当てはまっているかチェック】は、 

以下のどちらかに当てはまっているかをチェックしましょ

う！（両方満たしている必要はりません。） 

 

 

📌これから需要が伸びそうな人 

・ここ 1か月で、チャンネル登録者数が 1万人以

上アップしている 

 

📌安定需要が見込める人 

・ウーバーサジェストで月間検索数が 1000以上 

・yahooの関連ワードが 10個ある 
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■それでは具体的に探していきましょう。 

今回使うネタ元は『youtube の検索窓』です。 

 

 

ここに youtuber のジャンルをキーワードとして入れて

いきます。 

 

例えば今回は、「お弁当」と検索してみました。 
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■すると「お弁当」に関するいろんな動画がでてきま

す。 

 

 

■次は各動画をアップしている youtuber は誰なの

か？を確認します。 

 

 

 

※画像、ライバル数、検索ボリュームなどはスクショ当

時のものです。 



20                       Copyright(C) れん All Right Reserved.） 

■例えば今回は 

上から 2番目の「チロちゃん」という youtuber を確

認してみましょう。 

 

 

■確認するとチャンネル登録者数が 7万人もいます

し、月間検索ボリュームが 1000以上あります。 

 

 

 

 

■次にこのチロちゃんを yahoo に入れてみて、 

関連ワードがあるかチェックします。 



21                       Copyright(C) れん All Right Reserved.） 

今回は大量にありますね！ 

 

 

 

■この関連ワードからライバルが少ないものを狙って

記事にしていきます。 
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■もし、「   安定需要が見込める人」に当てはまら

ない場合は、yutura の月間チャンネル登録数を確

認し、1万人以上上がっていれば狙っていきましょ

う！ 

 

 

 

そして、どちらにも当てはまっていなければ、別のネタを

探していきます。 
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■まだインフルエンサーネタに慣れていない人は、まず

はここまでの基準を満たした人物をガンガン書いてい

きましょう。 

 

 

そして慣れてきたら、より効率的にアクセスを積み重

ねていくために、「狙うインフルエンサーネタ」の基準を

厳しくしていきます。 

 

 

 

 

■慣れてきたら上記の基準に合わせて、以下のもの

を取り入れてみてください。 
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もちろん最低基準でもアクセスを伸ばしていけます

が、基準を厳しくするとより少ない記事で PV を増や

して行けます。 

 

 

おすすめは、ある程度ネタをストックし、最低基準を

満たすもの、より厳しい基準を満たすものというように

優先順位をつけることです。 

 

 

📌これから需要が伸びそうな人 

・活動歴が半年以内 

・チャンネル登録数が 10万人以下 

「これから伸びていく新人」なので、活動期間がまだ

短い人＆チャンネル登録者数がまだ多すぎない人。 
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・急激ではなく安定的に登録者が伸びている 

Yutura のチャンネル登録者数増加のグラフがなるべ

く均等にアップしているか？一時的な上昇ではない

か。 

 

 

📌安定需要が見込める人 

・活動期間が半年以上 

・登録者数 3万人以上 

より安定的で大きな需要を狙うため。 

 

・関連ワードでウーバーサジェストの検索ボリューム

が 0ではない 

関連ワードでもボリュームがあるものの方がより良い。 
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0 でなければ少なくても OK（もちろん大きい方が良

い） 

例：「○○ 正体」⇒ウーバーサジェストが 110 

 

 

   共通 

・フックがあるか？ 

面白い人、インパクトがある人、美人・イケメンなど。 

当たり障りの無い発信をしている人より、何かしらイン

パクトがある人物の方が伸びやすい。 

 

 

・単一 KWで狙えるか 

上記の“厳しい基準”を満たさず、基礎基準を満たし

た状態だけでも、「田中アキラ」といったインフルエンサ
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ーの単一 KW で 1 ページ目に乗ると大きなアクセス

が取れます。 

 

目安として、インフルエンサーの単一 KW で検索した

時に 1~2 ページ目を確認し、ライバルが 0~2 であ

れば、乗る可能性が高くなります。 

 

 

他と比べて難易度は高いですが、コスパが非常に良

いので、単一 KW が狙えそうなネタがあったら迷わず

トライしましょう！ 
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youtuber ネタのネタ元！ 

 

ネタ選定では、とにかくネタ元をたくさん知っている方が

有利です。 

 

 

少ないとライバルと被ってしまいますが、 

 

たくさん知っていれば、ライバル皆無のネタをどんど

ん見つけていくことが可能です。 

 

ここではおすすめの youtuber ネタのネタ元をいくつ

か紹介します。 
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Yuturaやノックスインフルエンサーと合わせて使ってい

くのがおすすめです！ 

 

 

【サイトコマンド】 

■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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   使い方 

 

■まずは logtube にアクセス。 

 

⇒logtube 

 

 

https://logtube.jp/
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■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。 

 

⇒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。 

 

 

 

 

https://www.google.com/
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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。 

今回は試しに「アウトドア」と入れてみましょう！ 
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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。 

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。 
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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・・・ 
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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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【youtuber 世論調査】 

 

 

 

こちらはネタが非常に探しやすいネタ元です！ 

 

⇒youtuber 世論調査 

 

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で

す。 

 

https://tuber-review.com/
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   使い方 

 

おすすめの探し方は二パターンです。 

 

・カテゴリを活用する 

・新着情報を活用する 

 

 

■一つ目はカテゴリ。 
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youtuber世論調査は、 

登録されている人物が、カテゴリに分けられているの

で、どんなジャンルにどんな人物がいるかチェックしやす

いのがポイントです。 

 

 

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。 
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一応コメントのランキングになっていますが、 

ここにコメントされている時点で注目度が高いです。 

 

 

なので、あえて、 

比較的ランキング後ろの方や真ん中あたりからチェック

してみると、 

ライバルが少ないネタが見つかったりします。 

 

 

 

 

 

■二つ目は新着です。 
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ここを定期的に確認しておくと、 

「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、狙いやすいです。 

 

 

■ちなみにこういったニュース記事や、 

ランキング等もネタ選定の参考になるので、 
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余裕があればチェックしてみてください！ 
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【インフルエンサーのコラボ相手】 

 

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 

ライバルが気づきにくく、 
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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 

 

■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」 
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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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記事を 1 時間~1 時間半で書く方法 

 

目安としてインフルエンサーネタなら「2000文字を 1

時間～1時間半で書く！」というのをまずは目指しま

しょう。（慣れてきたら 30分くらいで書く人も・・・） 

※余談ですが速報ネタは 30分、 

外注は 15分～30分を目指しましょう！  

 

ただいきなり 3時間記事作成にかかっている人が、

「1時間で記事を書いてください」と言っても厳しいの

で、 

まずは 2時間半で書けるようにする、 

そしてそれができたら 2時間で・・・ 
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という感じで少しずつ記事を書くスピードを速めていき

ましょう！ 

 

 

重要なのは 

「時間を切って、その時間内で書けるようにする」と

いうことです。 

 

 

「質の良い記事を書きたい」 

これは大切なことですが、 

やはり「優先順位」というものがあります。 
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1 か月目は特にネタ選定スキルを上げるために、ある

程度記事数を重ねていくことが大事です。 

 

 

となれば、心構えとしては 7、8割くらいの質の記事

でも良いので、 

「決めた時間内に終わらせる」ということが大切になっ

てきます。 

 

そしてアクセスが集まってきたらその記事を追記し、 

120%のクオリティに持ち上げる・・・くらいのスタンスで

行きましょう！ 

 

繰り返しになりますが、ブログは「優先順位を考え

る」これが重要事項であることを忘れないでください

ね！ 
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それでは実際に、素早く記事を書く方法をお伝えしま

す。 

 

 

ここで紹介する方法は、あくまでまだ素早く記事を書

けない人が、 

記事作成時間を減らせるようにするための方法で

す。 

 

 

記事の作成の仕方は人それぞれですので、すでに 1

時間から 1時間半で 2000文字かけるという方は、

自分のやり方を続けて貰って大丈夫です。 
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僕は次のステップで記事を書いて行きます。 

 

 

1：タイトルの答えを見出しとして作る 

（年齢や身長は？⇒プロフィール情報など） 

2：見出しができたらその見出しの内容を埋める 

3：文字数が足らなかったら、各見出しの内容を

膨らませていく 

4：「これも書いて行くと良さそうだ」という部分を付

け足す。 

 

 

どういうことなのか、一つずつ説明していきますね！ 
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【1：タイトルの答えを見出しとして作る】 

まず最低限記事の中に含めてあげるべきなのが、 

「タイトルに入っているキーワードについて」です。 

例えば次の記事を書くとします。 

 

 

「田中秋絵と南坂尚人の結婚の馴れ初めは？交

際はいつから始まったの？」 

 

 

このタイトルを見てアクセスしてきた人は最低限 

・結婚の馴れ初め 

・交際はいつから始まったのか 

この二つを知りたい人ですよね？ 

 



55                       Copyright(C) れん All Right Reserved.） 

なので、まずはこの二つの事を満たす記事を作成する

必要があります。 

 

 

そのためまずは、この情報を満たすための見出しを作

ります。 

 

 

「見出し 1：田中秋絵と南坂尚人の結婚の馴れ

初めは？」 

「見出し 2：田中秋絵と南坂尚人の交際はいつか

ら始まったの？」 

（二つを一緒の見出し内で書きたいときは、一緒の

見出しにしてもらっても大丈夫です。） 
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【2：見出しができたら、見出しをすべて埋める】 

見出しができたら、まずはその見出しの中に文章を書

いて行きましょう！ 

 

 

見出しが 3 つあれば 3 つ、2 つあれば 2 つ、それぞ

れ埋めて行きます。 

 

例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

見出し：田中秋絵と南坂尚人の結婚の馴れ初め

は？ 

お二人の馴れ初めは友人の紹介と言われています。 

実はお二人には××という友人がいて、・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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【3：文字数が埋まらなかったら、各見出しの中の

内容を膨らませていく】 

見出しを一通り埋めても文字数が埋まらない場合が

ありますよね？ 

ここで初めて今まで書いてきた各見出しの内容を膨ら

ませて、文字数を増やして行きます。 

 

 

例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

見出し：田中秋絵と南坂尚人の結婚の馴れ初め

は？ 

お二人の馴れ初めは友人の紹介と言われています。 

実はお二人には××という友人がいて、・・・ 

この××さんについてご存じない方も多いのではな

いでしょうか？ 
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この方は△△、○○などのドラマに出ている若手

NO１人気俳優で～ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

【4：記事を書いている途中で、「これも書いて行く

と良さそうだ」という部分を付け足す。】 

ある程度各見出しの内容を膨らませて、それでも文

字数が埋まらない場合は、 

「これも書いて行くと良さそうだ」と思った内容を追加

するために、新たに見出しを追加し、内容を埋めて行

きます。 

 

 

いわゆる「潜在ニーズ」です。 
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ちなみに、ここは好みですが、先に 

「タイトルの答え＋潜在ニーズ」の見出しを作ってし

まってから内容を書き込み始めても OK です！ 

 

 

それではこの「プラス＠の部分」とはどんなものなのか、

いくつか例を書いて行きますね！ 

 

 

 

（次のページへ） 
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【恋愛系】 

例）インフルエンサーの彼氏、彼女など 

・恋愛関係のエピソード 

・交際していた人物がわかっているのであれば、その人

のプロフィール情報など 

・好きなタイプ、髪型 

・二人が交際するきっかけ 

・仲の良い人物 

 

【場所系】 

例：××のホテルの場所は？、ロケ地は？など 



61                       Copyright(C) れん All Right Reserved.） 

・ロケ地の場合は周辺の別ドラマで使われた場所など 

・その場所への詳しいアクセスの仕方など 

・その場所の詳しい概要など 

 

【画像、素顔など】 

・顔の一部が映っている画像があれば、それを紹介 

・「誰似」という情報など 

・好きな髪型、いつもの髪型など 

・声や性格、職業などから、どんなタイプの顔なのか？

といった意見・・・ 

 

その他にも“こんな KW の時はどうしたらいいの？”と

思った時は、 

音声やチャットで聞いてくださいね！ 
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1 か月目で注意しなければならないこと 

 

ブログは月収 3万円、5万円くらいまでは泥臭い作

業も多いので、途中で苦戦して焦る気持ちが出て来

ることもあるかもしれません。 

 

 

しかしそんな時こそ「スキルを付けることにフォーカス」

して行動することが重要です。 

 

 

つまり自分が成長すればするほど、お金が付いてくると

いうことです。 
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実は、結果を出す人ほど「目先のお金」ではなく「ス

キルを付けること」を大切にしています。 

 

 

大事なのは１日のアクセス数や収益ではなく、 

・「昨日よりタイトルの付け方が上達してるか？」 

・「ライバルが少ないネタを選べたか？」 

・「自分が決めたペースで記事更新をしているか？」 

・「１日１回は添削を出し復習できたか？」 

ということです。 

 

 

くどいようですが、スキルが付くので、成長すればする

ほど、結果は自然についてきます。 
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特に１ヶ月目は、 

・初心者だったら０から新しいことを吸収すること、 

・すでに実践している人は、今までの間違いを徹底的

に見直すことになるので、苦しい作業もあるかもしれま

せん。 

 

 

でも一番大変なのは１ヶ月目なので、 

頑張って乗り切っていきましょう！  
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ブログで稼げるようになるために、一番重要になってく

るのが、「思考のすり合わせ」です。 

 

 

極論、僕と同じ考え方でしっかり行動ができれば、 

3 か月以内に月収 10万円達成は固いですよね？ 

 

 

なので、いかにあなたの思考を僕の思考に近づける、 

そのためには・・・と考えると重要なのは 

やっぱり「添削」と「音声」です。 
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そして添削は正しい答えを知ることが大事なのではな

く 

・なぜ、れんはこのようなネタ選定（指摘）をしたの

か？ 

・なぜ、れんならこのようなタイトルを付けるのか？ 

ということ、つまり考え方の根本的な部分を知って理

解することが１番大切です。  

 

 

繰り返しお伝えしていますが、 

とにかく「思考部分をすり合わせて行く」これが、稼ぐこ

とへの近道となります！ 
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■以上が 1 か月目のマニュアルになります。 

 

 

今回は 1 か月目に持っておく心構えと、ネタ選定、ラ

イティングのノウハウを説明してきました。 

 

 

非常に重要なことばかりをお話したので、 

何度も読み込んで、実際記事を書く時に取り入れ

て、最短でブログで稼ぐスキルを付けて行きましょう！ 

 

 


