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●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 無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、及びオークションなどにて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、DVD、ビデオ

及びその他電子メディアなと )゙により複製・流用及び転載することを禁じます。 

●使用許諾書 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 甲が受け取ることにより、甲はこの契約に合意しま

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し、期待通りの効果を得ることができず、万一如何なる損

害が生じたとしても乙は甲に対して責任を負わないものとします。 
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はじめに 

はじめまして！ 小野寺洸哉です。 

この度はザキオさんのメルマガから当レポートプレゼントを受け取っていただきあり 

がとうございます。いつもお世話になっているザキオさんの読者さんとこのように関わ

りを持てて、大変嬉しく思っています。 

 

僕自身もザキオさんのメルマガ読者だったということもあり、たくさん助けられてきまし

た。そして、ザキオさんのメルマガに書いてある通りのことを愚直に実践して、自分なり

にも研究を重ねた結果、ブログ飯を達成するまでになりました。 

 

今回、ザキオさんのメルマガに登場できるなんて夢にも思えなかったですし、感謝して

もしきれません。そこで、私から感謝の意を表して、ザキオさんメルマガの読者さんへ

スペシャルプレゼントを贈りたいと思います。 

 

本来なら僕の直接のコンサル生にしか公開できないような内容を盛り込んでいま

す！！このレポートの内容を忠実に実践すれば、ブログでの実績はすぐに作れます。 

ぜひ参考にしてみてくださいね。 
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さて、 

今回ザキオさんの読者さんにプレゼントする内容は 

アクセスの爆発方法＆爆発後でも稼ぎ続けるブログ運営方法 

です。 

 

「ブログは継続が大切」という話はよく聞きますよね。ただ、戦略がないのに継続して

いてもアクセスはきません。たとえ頑張ってアクセスが来てもせいぜい 1 日 500PV と

か 1,000PV とかその程度ですよね。 

 

でも、このレポートの内容を素直に実践すればたった数ヶ月で 1 日 1 万 PV 超えだっ

て可能です。その方法は、トレンド記事で爆発させる方法です。巷ではトレンドアフィリ

エイトに対して、悪い印象を抱かれている方が多いですが、僕が教えるトレンド記事は

極めてクリーンです。 

 

ですので、もしトレンド記事に対して悪い印象を抱いている人が見たら、「え！？こんな

方法があったの！？」と度肝を抜かれるかもしれません。また、トレンド記事で爆発させ

られるということは、すでに分かっていらっしゃる方もいるでしょう。 
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でもなかなかトレンド記事に挑戦できないでいる大きな理由として、 

「トレンド記事で爆発させた後、どうせまたアクセスが下がるんでしょ。」 

と危惧するからではないでしょうか。 

 

僕はアクセスを爆発させたらはい終わり！と切り捨てるようなことはしたくないので、当

レポートでは、アクセスの爆発後でも収入を下げない方法まで紹介します。てんこ盛り

の内容なので、キャパオーバーにならないように気をつけてください。一つ一つ、着実

にこなしていけばあなたもブログ飯を実現できますので^^ 

 

ブログは一度コツを掴めたら、どんどん稼げるようになってきます。最初のコツを掴め

るようになる前に諦めてしまう人が多い印象を受けます。せっかくザキオさんのメルマ

ガを読んでいるのにブログを諦めてしまうのはもったいないですよね。 

 

ぜひ、ザキオさんのメルマガを読んでいるあなたには、ブログで稼ぐコツをいち早く掴

んでもらいたいと思います。まずは当レポートを実践した時のあなたの未来を見せま

す。 

 

  



6 

 

1 記事で月間 30 万 PV 
数ヶ月、当レポートの方法を実践すれば、月間 50 万 PV だって夢ではありません。 

しっかりとキーワード選定をして記事を作り込めば、1 記事で 30 万 PV を集めること

だって可能です。 

 

実際、僕が 1 記事で月間 30 万 PV を集めた記事はこちら。 

 

画像だと 70 万 PV となっていますが、この記事 1 本で最高月間 PV 数を集めた時

は 30 万 PV でした。また、その月の PV 数は他の記事も跳ね上がり、総計で月間

50 万 PV を越えるようになったのです。 
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トレンド系の記事は、1 本で月間 1 万 PV を越えるものばかりでした。 

 

このような実績を見せても 

「それは小野寺さんだからできたんでしょ」 

と言う人も中にはいます。でも、断言できます。 

 

決して、僕だからできたわけではありません！ 

 

正直、当レポートのやり方を模倣すれば、誰でもチャンスはあると思っています。 

ぜひあなたもたった数ヶ月の努力で、このような未来を手に入れましょう。 

 

僕が実践したアクセス爆発法は、トレンドアフィリエイトです。 

 

トレンドアフィリエイトは話題になっているネタを取り上げて記事を書いていく手法。こ

のやり方を上手く活用すれば、アクセスを集めることはそんなに難しくありません。とは

言っても、トレンドアフィリエイトに取り組むなら、アクセスを集めるためのコツがあるの

でこれから紹介します。  
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トレンドの狙い方 

トレンドと言っても主に 2 種類があります。 

✓ 速報系トレンド 

✓ 未来予測系トレンド 

まずはこの 2 つについて解説します。 

 

速報系トレンドとは 

速報系トレンドとは、ニュースなどで話題になったタイミングで記事を書く方法です。 

例えば、2020 年の 4 月最終週に放送されたサザエさんが炎上したことを記事にす

るのは速報系トレンドです。 

 

簡単にサザエさんが炎上した理由を解説すると、コロナショックで外出自粛ムードな

のに、ゴールデンウィークに外出する内容が放送されたため、不謹慎だと主張する人

がいたためです。 
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この際、Twitter のトレンドにも乗りましたね。 

炎上したタイミングでサザエさんが炎上した理由や不謹慎だとする人の意見をまとめ

て記事にするとアクセスを見込めます。 

 

ただし、トレンドに乗った時にすぐに記事にしないといけないのでスピード感が大切。 

話題に出てから 2 日もすればアクセスは来なくなってしまいます。もし、速報系トレンド

で記事を書くなら、その日のうちに記事を公開する覚悟で取り組んでくださいね。 

 

お察しの通り、速報系トレンドは、先に出来事があって、記事が書けるもの。 

つまり、後出しジャンケン的な要素が強めです。 

 

✓速報系トレンドの特徴 

➢ スピード感が大切 

➢ アクセスが数日しかこない 

➢ 話題のニュースがないとアクセスを集められない 
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未来予測系トレンドとは 

次に未来予測系トレンドについて解説します。未来予測系トレンドは、人々の注目が集

まりそうなイベントに狙いを定めて、事前に記事を仕込んでいくやり方です。 

 

例えば、オリンピック。このイベントならいつ開催されるのかが明確ですよね。 

オリンピックに関連した記事を予め仕込んでおけば、オリンピック開催期間中のアクセ

スは増えるでしょう。オリンピックは 4 年に一度なので、ここだけに力を注ぐのはあまり

推奨できませんが、スポーツに限らず 1 年に 1 度のイベントはたくさんあります。 

 

クリスマスとかハロウィンといったイベントは 1 年に 1 回は必ずやってきますよね。そし

てどちらもビッグイベントなので、関連する記事を書いていけばアクセス爆発を見込め

ます。 

 

さらに言うなら、毎年 1 回のペースで上映される映画も狙いやすいです。ドラえもんや

クレヨンしんちゃん、名探偵コナンは毎年のように映画が公開されていますよね。ネタ

バレは注意しないといけませんが、作品のレビューや小ネタを書いていくとアクセスを

集められます。 
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自分の興味のある分野で、イベントに狙いを定めていくことで、無理なく記事を量産し

ていくことも可能です。 

✓未来予測系トレンドの特徴 

➢ ネタを絞りやすい 

➢ 事前に記事を仕込める 

➢ イベントが来るまでアクセスは期待できない 

 

どっちが良いの？ 

「速報系トレンドと未来予測系トレンドならどっちがいいの？」 

と迷う人もいるでしょう。 

 

 

この疑問に対して、結論から申し上げますと 

未来予測系トレンドを狙うべき 

です。 
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僕は、未来予測系トレンドを狙って記事を書いていった時にアクセスを爆発させること

ができました。一時期、速報系トレンドにも取り組んでいたのですが、せいぜい 1 日数

百 PV とかその程度でした。これは僕のセンスの無さも影響していますが笑 

 

それに速報系トレンドだと、ブログ界隈の猛者たちと戦わないといけないので、非常ぉ

～～～に分の悪い戦いとなります。 

 

でも、未来予測系トレンドなら、 

➢ 入念に準備ができる 

➢ 自分の得意分野で戦える 

➢ 記事の執筆スピードが遅くても問題ない 

このようなメリットがあります。 

そのため、未来予測系トレンドは、いくらセンスがなくても、歴の浅いブログ初心者だっ

たとしても、十分に戦っていける戦法といえるでしょう。 

 

以下、僕が実際に未来予測系トレンドで成功した事例を紹介しながら、ブログで稼ぎ

続ける秘伝を公開します。 
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未来予測系トレンドを書く時のコツ 

未来予測系トレンドを書く際、以下の手順で進行するとスムーズです。 

✓未来予測系トレンドの書き方手順 

1. イベントに狙いを定める 

2. ビッグキーワードで入念に 1 記事を書く。 

3. 関連記事を 30 記事以上書いてビッグキーワード記事に繋げる 

 

この 3 つの手順を着実にこなしていけば、大概はアクセスが集まるようになります。 

特に重要なのは手順 2 です。 

このビッグキーワードで書いた記事はかなり入念に作り込まなければなりません。 

1 記事に対して、1 週間かけてもいいくらい作り込んでも惜しくないです。 

僕の例を挙げますと 

1. 狙ったイベントは選抜高校野球大会（春の甲子園） 

2. ビッグキーワード「選抜高校野球 優勝候補」 

3. 各出場校の特色、注目選手など関連記事を 68 本 

このような手順で未来予測系トレンドを書いていきました。 
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ビッグキーワード記事のアクセス数はこちら。 

 

1 記事だけで月間 30 万 PV くらい集めてくれました。 

この記事は丸二日かけて作り込みましたね。 

文字数にして 1 万字です。 

 

関連する記事にもアクセスが集まり、この月は合計で 50 万 PV を超えました。 

 

関連記事はだいたい 2000 文字前後の記事ばかりです。 

 

ビッグキーワード記事に対して、関連した記事を 68 記事執筆し、内部リンクで繋げま

した。逆に、関連した記事にもビッグキーワード記事のリンクを貼ってページに飛ぶよ

うにもしました。 
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文章だけだと伝わりにくいと思うので、イラストで説明すると以下のようなイメージです。 

 

 

未来予測系トレンドで狙いを定めると、アクセスを爆発させることができます。関連記

事を書く理由としてアクセス数を増やすことも挙げられますが、ビッグキーワード記事

にリンクさせることで上位表示させやすくする効果も狙っています。 

 

サイト内で内部リンクさせることによって、Google からは高品質なサイトだと評価され

やすい傾向があります。当然ですが、ちゃんとした記事を内部リンクさせないと意味が

ありませんので、適当に書かず、関連記事だとしても検索意図を満たした内容を書い

ていきましょう。 
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このように未来予測系トレンドで記事を書いていくと、一気にアクセスを集められるこ

とをお分かりいただけたと思います。 

 

ただ、これだけで終わっては息の長いブログを運営することはできません。 

 

未来予測系トレンドだけでは足りない！ 

未来予測系のトレンド記事に加えて、もう一つやるべき作業があります。 

それは、ASP 案件とのハイブリッドです！ 
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未来予測系×ASP 案件 

ハイブリッド戦略 

トレンド記事は確かに爆発力があって、ドメインパワーを強くする上では有効な手段で

す。ですが、イベントが終わったらそれっきり。アクセスゼロとまでは言いませんが、旬

が過ぎるとかなりアクセスは激減します。爆発した日は 1 日 1 万 PV 集められたのに

翌日以降は 1 日 1,000PV に落ち込むことだってざらにあります。 

 

そこでオススメするのが、 

ASP 案件とのハイブリッド戦略 

未来予測系のトレンドネタと ASP 案件の相性はバツグンです。 

なぜなら、未来予測系トレンドだと、イベントまでに記事を書き終えたら、時間に余裕

ができるからです。その余白期間に ASP 案件の記事を書いていくことができます。 

➢ 先に未来予測系トレンドの記事を書く 

➢ 次に ASP 案件の記事を書く 

これをひたすら繰り返していくだけ。 



18 

 

 

この戦略だったら、アクセスが下がったとしても ASP 案件からの収入源を確保できる

ので収益が格段と下がることはありません。 

 

これが、僕がトレンドの中でも未来予測系を推奨している理由なのです。もし、速報系

のトレンドだと ASP 案件とのハイブリッドで記事を書いていくのは時間的にも難しい

ですよね。 

 

1 日に 10 記事も書けるような人だったらできるかもしれませんが、初心者でいきなり

この本数を書くのは至難の業。中上級者でもこの記事数を書くのは難しいです。 
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一方、未来予測系トレンドなら無理なく記事数を量産し、アクセスの爆発を狙い撃ち

できるのが最大のポイント。未来予測系の記事を一通り書き終えたら、ASP 案件の

記事を書いて、別の収入源を確保することができます。 

 

以降、僕が実際にやった方法をチラ見せしながら、ハイブリッド戦略を紹介します。大

まかな流れはこちら。 

✓ ビッグキーワードの 1 記事を書く 

✓ 関連記事を 30 記事以上書く 

✓ 記事を書ききったら ASP 案件に着手 

一つずつ解説します。 

 

ビッグキーワードの 1 記事を書く 

ビッグキーワード記事はかなり気合いを入れて書いていきましょう。1 万文字程度の文

字数を目指してください。他のサイトを見ながら、「こういう内容があったら良いのにな」

と思った内容を盛り込むことで、クオリティの高い記事を書くことができます。 
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そして、この記事は見やすさも大切なので、冗長な文章にならないように気をつけたり、

画像を挿入したり、見た目にもこだわるようにしましょう。僕が実際に書いた記事は、

「選抜高校野球 優勝候補 注目選手」というビッグキーワードで、選抜高校野球の

優勝候補や注目選手をまとめた内容でした。 

記事構成は下記の通り。 

➢ 出場高校の戦力を分析 

➢ 注目選手を 5 人紹介 

➢ 優勝候補を根拠に基づいて 3 校紹介 

➢ まとめ 

そんなに難しいことは書いていませんが、リサーチはかなり徹底しました。 

ちなみに記事を書く際の情報収集の方法はこちら。 

✓ Twitter 

✓ 他の人のブログ 

✓ 大手ニュースサイトの特集記事 

✓ 高校野球雑誌 

素人の口コミとかは除外し、信ぴょう性の高い情報から調べました。 
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ビッグキーワード記事だとライバルが強くて上位表示できないと心配するかもしれま

せんが、挑戦していくべきです。実際、僕が書いたビッグキーワード記事は良くても２位

でしか表示されませんでしたが、これだけアクセスを集めることができました。 

 

ビッグキーワード記事だったらたとえ１位表示できなくてもアクセスを爆発させること

が可能なので積極的にチャレンジしていきましょう。 

そして、記事にたくさんの関連記事リンクを貼るためにも一工夫を施します。関連記事

をたくさん貼っても不自然にならないように表を活用しました。 

 

画像のように出場校を列挙し、学校名をクリックすると関連記事に飛ぶようにしました。
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このように表を使えば、内部リンクをたくさん置いても自然ですよね。 

 

✓ビッグキーワード記事を書くポイント 

➢ 既存の上位表示に負けないくらいの内容を盛り込む 

➢ 見やすさやデザインにもこだわる 

➢ 多くの関連記事のリンクを貼っても自然な構成にする 

 

関連記事を 30 記事以上書く 

ビッグキーワード記事に関連する記事を最低でも 30 記事は書きましょう。 

イベントが近づくと、ビッグキーワード記事へのアクセスが増え、そこから関連記事に

アクセスされるのでページビュー数を稼ぎやすくなります。 

 

また、直帰率も下がるのでサイトの品質が上がり、Google からの評価も高くなります。 

Google からの評価が高くなれば、今後書いた記事が上位表示されやすくなるので、

良いこと尽くしです。 

 



23 

 

関連記事からビッグキーワード記事へリンクが飛ぶようにもしましょう。僕の場合、すべ

ての関連記事の下に、ビッグキーワード記事のリンクを載せました。 

 

内部リンクは、ビッグキーワード記事だけでなく、他の関連記事も一緒に内部リンクを

貼りました。これで、 

◆ ビッグキーワード記事から関連記事へのアクセス経路 

◆ 関連記事からビッグキーワード記事へのアクセス経路 

◆ 関連記事から他の関連記事へのアクセス経路 
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といった相乗効果のアクセス上昇を狙えます。 

また、関連記事は似たような記事を書いていけばいいので、記事内の構造はほとんど

一緒となります。そのため、記事を書くのに慣れて、量産しやすくなります。関連記事の

場合、そこまで完璧さを求めなくてもいいので 6 割できたら公開するといった気構え

を持つとちょうどいいです。 

 

早く記事を書き終えて次のステップに進みましょう。 

✓関連記事を書くポイント 

➢ ビッグキーワード記事と相互に内部リンクさせる 

➢ 記事の型を決める 

➢ 完全を目指さないで 6 割できたら公開する 

 

記事を書ききったら ASP 案件に着手 

イベントまでに記事を書き終えたら、一息ついてもいいですが、できればイベントまで

の間に次の一手を打っておきたいところ。1 日ぐらいは休んでもいいと思いますが、休

んだ分は巻き返す気構えを持ってくださいね。 
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未来予測系のトレンド記事を書き終えたら、ASP 案件の記事を書き足していきましょ

う。ここで収益の安定化を図ります。イベントのために書いていた記事は、イベントが終

わってしまえばそれ以降のアクセスはあまり期待できません。 

 

ですので、この間に ASP 案件のアフィリエイト記事を量産していくのです。そうすれば、

たとえイベントが終わったとしても、アクセスは下がっても収益はあまり減りません。 

僕の例で言いますと、選抜高校野球の記事を一通り書き終えたら、次にプロ野球観

戦ができる VOD サービスを訴求する記事を量産していきました。 

 

広告案件を選ぶ時にはなるべく高単価を選ぶようにしましょう。そして、詳しくは後述し

ますが、ASP 案件に取り組む際には、収益記事と集客記事に分けて記事を書くように

してください。 

✓ASP 案件の記事作成ポイント 

➢ 未来予測系トレンドを書き終えたら着手 

➢ なるべく高単価案件を扱う 

➢ 収益記事と集客記事に分ける 

下記で ASP 案件の具体的な作成方法を紹介します。 
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ASP 案件の書き方を伝授します 

ASP 案件で稼ぐなら、2 つのフェーズに分けて記事を書いていきましょう。 

✓ 収益記事を書く 

✓ 集客記事を書く 

先に収益記事を書いて、後から集客記事を量産していきます。 

 

収益記事を書く 

まずは収益記事を書きます。収益記事とは広告リンクを貼って、直接商品を購入させ

るための記事です。収益記事には、商品のメリットやおすすめする理由を盛り込んでく

ださい。 

 

なので、商品のことをよく調べないといけませんし、記事を見た人が買いたくなるよう

な書き方もしていかなければなりません。セールスライティングの知識をふんだんに使

っていきましょう。 
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僕の場合、野球の特化サイトだったので訴求できる商品が限られていましたが、プロ

野球観戦ができる方法や野球アニメが視聴できる VOD サービスを調べて、記事に

しました。具体的には下記のような内容で収益記事を書いていきました。 

 

✓実際に取り組んだ収益記事の例 

➢ 野球観戦ができる VOD サービスまとめ一覧 

➢ DAZN のメリットやデメリット、口コミ、評判 

➢ DAZN の登録方法や解約方法、無料お試し期間 

➢ （野球アニメの作品名）を無料視聴する方法 

 

特に力を入れたのはスポーツ観戦に特化した DAZN という動画配信サービスです。

DAZN 以外のサービスの特徴も調べた上で、DAZN にしかない特徴を解説しまし

た。読者が「利用したい！」と思えるような紹介をしないといけないので、他のサイトを

参考にしながら丁寧に書いていきました。 
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収益記事は、商品の下調べを入念にしないといけませんし、セールスライティングの技

術も使っていかなければならないので時間がかかります。だからこそ、未来予測系トレ

ンド記事を書き終えて、余裕ができた時に着手すべきなのです。 

 

ちなみに今売れ行きが上がっている ASP 案件は VOD サービスなので「アニメ作品

名 無料視聴 見逃し」といったキーワードで VOD サービスを訴求していくのは狙い

目ですね。 

 

集客記事を書く 

収益記事を書いたら、集客記事を書いていきます。集客記事は 1 つの収益記事に対

して 30 記事程度は書いてください。集客記事で一番力を入れるところはキーワード

選定。 

 

キーワード選定をしっかりやらないと集客することができません。記事のデザインや文

字数は二の次で良いので、1 位表示できそうなキーワードで検索意図を満たした記

事を量産していってください。 
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僕の場合、収益記事が DAZN の訴求だったので、集客記事はプロ野球選手につい

て記事を書いていきました。プロ野球選手について調べる読者は少なからずプロ野

球に興味のある読者だと想定し、全ての集客記事を収益記事（DAZN を訴求した記

事）に繋げました。 

 

他にも集客記事として、野球アニメのキャラクターについて書き、全て VOD サービス

を訴求する記事に繋げました。 
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集客記事は 6 割程度の完成度でいいので、数をこなすところに集中しましょう。（完

璧にできるならそれにこしたことはありませんが。） 

 

僕が実際に取り組んだ集客記事の一例を紹介します。 

✓実際に取り組んだ集客記事の例 

➢ プロ野球選手の生い立ち 

➢ プロ野球選手のトレーニング方法 

➢ プロ野球選手のメンタル管理法 

➢ 野球アニメのキャラ設定を深堀り 

集客記事を書く時のポイントは、なるべく検索ボリュームが多くてライバルに勝てるキ

ーワードを選定することです。 

 

未来予測系トレンドと ASP 案件は酷似 

感の鋭い方はお気づきかもしれませんが、未来予測系記事を書く流れと ASP 案件の

記事を書く流れは似ていますよね。先に主たる記事を書いて、それに関連する記事を
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量産していくという構造はまさに一緒です。 

 

 
未来予測系トレンド ASP 案件 

メイン記事 ビッグキーワード記事 収益記事 

量産記事 関連記事 集客記事 

目的は違えど、構造はかなり似ています。初心者にとっては、収益記事を書くよりビッ

グキーワード記事を書くほうが遥かに簡単です。ですので、未来予測系トレンドで記

事を書くコツを掴んでから ASP 案件に取り組むとかなり書きやすくなりますよ。 

 

トレンド記事を収益記事へ繋ぐことも可能 

もし、トレンド記事と収益記事に関連性があるのならば、内部リンクで飛ばすことも可

能です。せっかくアクセスを爆発させたのなら、報酬に結び付けないともったいないで

すからね。 

 

例えば、未来予測系トレンドで「選抜高校野球 優勝候補 注目選手」というビッグキ

ーワード記事でアクセスが爆発したとします。別途、「高校野球を観戦できる動画配

信サービスまとめ」という記事を書いて、VOD サービスを訴求するのも一つの手法で

す。 
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一通り、トレンド記事を書いて、ASP 案件の収益記事まで書けたら、内部リンクで飛ば

すようにしましょう。稼げそうな方法が見つかればどんどん使っていくのもブログで稼

いでいくためには重要なマインドです。 

（違法なやり方はダメですよ。） 
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未来予測系トレンドに使える 

イベントまとめ 

イベントが終わったら、すぐに次のトレンドを狙いましょう。２ヶ月先のイベントを狙うと

いいです。これぐらいの期間があれば、サクッとトレンド系の記事を書き終えて、ASP

案件の記事に着手することができます。 

 

イベントを狙う時は以下の特徴を満たしたものを選ぶようにしてください。 

➢ 開催期間が数日にわたって行われる 

➢ 関連記事を 30 記事以上書ける 

➢ 2 ヶ月前からある程度の情報が分かる 

 

僕の例の一つで選抜高校野球を挙げましたが、夏の甲子園でも同じようなことをしま

した。 

 

確かにアクセスは爆発したのですが、選抜高校野球に比べるとあまり期待した結果

は得られませんでした。 
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というのも、選抜高校野球は出場校が 2 ヶ月前から分かりますが、夏の甲子園だと

開催の 1 週間前ぐらいにならないと分からないといった特徴があるからです。 

 

しかも夏の甲子園のほうが出場校が多いため、急ピッチで記事を仕上げなければな

らなく、記事のクオリティもイマイチでした。上記で提示した選ぶべきイベントの条件

は、僕自身が体験した成功と失敗から得た教訓だと思ってください。 

 

この条件を満たしたイベントをあぶり出してみました。 
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✓未来予測系トレンドに使えるイベント 

➢ 駅伝 

➢ 全国高校サッカー選手権大会 

➢ 選抜高校野球 

➢ J リーグ 

➢ プロ野球 

➢ コミックマーケット 

➢ オリンピック 

➢ ワールドカップ 

➢ 世界陸上 

➢ 24 時間テレビ 

➢ 27 時間テレビ 

➢ 国際博覧会 

➢ 夏フェス 
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他にもまだまだたくさんあるはずです。あなたの興味分野で探すと、すぐに見つかりや

すいです。もし、「このイベントはどうだろう？」と迷うことがあれば、一度僕に相談しに

きてください。 

 

メルマガに返信するのでもいいですし、音声相談も受け付けているので希望する方は

フォームから申請してみてください。 

 

さらに無料音声相談に来られた方限定で豪華プレゼントも用意しています！ 

僕が魂を込めて書いた有料 note を無料で差し上げます^^ 

ザキオさんを経由して知り合った縁ですので、ぜひ、この機会に僕ともお話しましょう！ 

 

◆小野寺 無料音声相談 30 分申し込みフォーム◆ 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

https://onodera58.jp/p/r/yMJrtVGp 

 

  

https://onodera58.jp/p/r/yMJrtVGp
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最後に 

最後まで読んでくださりありがとうございました。 僕自身ザキオさんと知り合ってから

長くなりますが、 たくさんのアドバイスをいただいてきました。 

 

こうやってザキオさんのメルマガ読者さんに 僕から何かをお伝えできることがとても

嬉しく感慨深いものがあります。このレポートが、 これからネットビジネスで飛躍する

きっかけになれば嬉しいです。 

 

これからも一緒にネットビジネスをがんばっていきましょう！ そしていつか、あなたと素

晴らしい形でお会いできることを楽しみにしています^^ 

 

小野寺洸哉 
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今過ごしている現状は、過去の自分が選んできた道の結果です。 

もし、現状が辛いという方にとっては厳しい言葉に聞こえるかもしれませんが、これは

真理です。 

 

「人生は選択の連続」という使い古された言葉がありますが、長い歳月にわたってこ

の言葉が使われているということは、揺るぎない真実だからだと言えるでしょう。 

紛れもなく、今の自分を作り出しているのは過去の自分の行動です。 

 

もし、あなたが今の状況に満足していないのであれば、今この瞬間から行動を変える

べきです。 

目の前にある選択によって、1 ヶ月後、1 年後、10 年後の未来が変わります。 

仮に、この世界にタイムマシンがあって、10 年後の自分と会った時、胸を張って 

https://onodera58.com/
https://lin.ee/9EM573r
https://www.youtube.com/channel/UCf9du6PB0g6OutGccQ0eP0g?view_as=subscriber
https://onodera58.jp/p/r/GTW2cbNN
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「今ものすごく頑張ったから君は幸せなんだよ」 

このように言えますか？ 

ほとんどの方は瞬時に「イエス！」と答えられないでしょう。 

 

以前の僕はそうでした。振り返ってみると会社に務めながら、 

「給料が少ない」 

「このプロジェクトは微妙だな」 

不満を漏らしているばかり。 

でも、不満が漏れているうちは「努力不足」であることに気づいたんです。 

 

例えば、テレビ番組でホームレスの人の話を聞いていると分かりやすいと思いますが、

自分たちの不遇を政治のせいにしたりしますよね。 

あれを聞いて、どう思いますか？ 僕は、 

「あなたの今の生活と政治は関係なくない？」 

って思ってしまいます。 

 

だって、五体満足にも関わらず働いてこなくて住む場所を失ったんじゃないんですか。 

全員がそうとは限りませんが“過去の選択”が“今の結果”を作っているということ。 
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仮にいくら貧乏だとしても、バイトさえしていれば、最低限の生活はできるはずです。 

バイトで稼ぎながら、ビジネスを展開していけば、いくらでも再起可能ですからね。 

 

極端な例でしたが、僕が何を言いたかったかと言いますと、 

少しでも不満があるなら、行動に移そうぜ！ 

ってことです。 

 

目的に向かって行動している人は不満を漏らす暇なんてありません。 

不満のない人生を送れるようになったら、今よりももっと幸せになると思いませんか。 

 

「お金がない」 

「全然贅沢ができない」 

といった不満が少しでもよぎっているなら、勇気を振り絞って一歩踏み出しましょう。 

その一歩が 10 年後の自分に大きな恩恵をもたらしますので。 
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◆小野寺 無料音声相談 30 分申し込みフォーム◆ 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

https://onodera58.jp/p/r/yMJrtVGp 
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