
ワードプレス集客ブログ 
１DAYワークショップ



本日のタイムテーブル

1.学科編ーキーワード選定・記事作成

2.実技編ーワードプレスで実装

3.質問座談会



ワークショップのルール

1.説明を聞く

2.4分間でワークを行って骨子を作る

3.後日、自宅で復習＆肉付けを行う

瞬時に考える力を身につける



“ここに引用を入力してください。”はじめに



 Googleウェブマスター向け公式ブログ



 Googleウェブマスター向け公式ブログ

専門性と独自性



“ここに引用を入力してください。”なぜブログをやるべきか？



ブログをやるべき５つの理由

1.SEOに強い

2.コンテンツが蓄積される

3.不特定多数の人に届けられる

4.価値観を伝えられる

5.ビジネスモデル全体のあらゆる部分で活用できる



ブログをやるべき５つの理由

1.SEOに強くなるためには？

・良質なコンテンツ

→専門的、網羅的な情報

→記事のボリュームが2000～3000文字

→更新頻度が高い



ブログをやるべき５つの理由

・フロー型ではなくストック型のメディア

→書いた記事はずっと残る

→SNS、まとめサイトで拡散する

2.コンテンツが蓄積される



ブログをやるべき３つの理由

3.不特定多数の人に届けられる

Facebook 
Twitter

メルマガ

ブログ

友達の
一部

読者

全員



ブログをやるべき５つの理由

・自分の独自の意見や見解を書く

4.価値観を伝えられる

・画像やデザインで色を出せる

「なんとなく好き」で選ばれるようになる



ブログをやるべき５つの理由

・自分を全く知らないユーザーに情報を 
　届けられる

5.ビジネスモデル全体のあらゆる部分で活用できる

・既に自分を知っている人と接触ができる



ブログをやるべき５つの理由

・自分を全く知らないユーザー

・既に自分を知っている人

→新規客獲得に活用できる

→既存客フォローに活用できる



ビジネスモデルの大地図

接触 接触 接触 接触

オンライン

オフライン

はじめの一歩 フロント ミドル バックエンド

高額
商品

養成
講座

会員制

ブログ

ブログ



ブログをやるべき５つの理由

サイドバーや記事下に導線を設置する

・アクセス者を見込み客に変える



なぜWordPressか？

▶アメブロと異なるWordPressのメリット

・自分で自由にデザインもできる

・自分の資産になる

・検索結果に表示される制限も無い



“ここに引用を入力してください。”何を書くか？



ブログコンテンツ9テンプレート

2.Q＆Aコンテンツ

1.ノウハウコンテンツ

3.使い方の説明（実演）

4.トレンドニュース

5.お客様の声、インタビュー

6.やってはいけないことを教える

7.書き手本人の経験を述べる

8.比較する

9.データで裏付ける



キーワード設定の５ステップ

エクセルシートに落とし込んでいきましょう



キーワード設定の５ステップ

1.上位表示を狙うビックキーワードを決める

2.キーワードを元にライバルサイトを決定

3.Omusubiで付随キーワードを調査

4.付随キーワードで検索して、ライバルサイトの出現率を見る

5.ライバルサイトが攻略しているキーワードから優先的に攻略



キーワード設定の５ステップ

・アクセスを集めたいキーワード

1.上位表示を狙うビックキーワードを決める

・自社商品・サービスに関連するキーワード

・「ランディングページ」「WordPress」



サイトの構造

トップページ

カテゴリ カテゴリ カテゴリ

記事 記事 記事 記事 記事 記事

ビッグキーワード

ミドルキーワード

スモールキーワード



キーワード設定の５ステップ

・実際にキーワード検索してみる

2.キーワードを元にライバルサイトを決定

・上位3つのブログをピックアップ

・公式HPや広告は含まない



キーワード設定の５ステップ

・Omusubiでビックキーワードを入力

3.Omusubiで付随キーワードを調査

・表示された付随キーワードを記録する



キーワード設定の５ステップ



※その他参考ツール

▶ブログ記事更新に役立つツール

・Keysearch Beta

・Keyword Tool

・goodkeyword



キーワード設定の５ステップ

・付随キーワードでライバルサイトが出てく 
　るか確認する

4.付随キーワードで検索して、ライバルサイトの 
　出現率を見る



キーワード設定の５ステップ

・ビックキーワードで上位のサイトが表示 
　される付随キーワードは攻略すべきキーワード

5.ライバルサイトが攻略しているキーワードから 
　優先的に攻略

・ライバルサイトが攻略しているキーワードを 
　攻略していけば、ビックキーワードでの上位 
　表示も狙える



サイトA サイトB サイトC

方法 ☓ ☓ ◯

とは ☓ ◯ ◯

おすすめ ◯ ◯ ◯

初心者 ☓ ☓ ☓

→「おすすめ」を最初に攻略する



“ここに引用を入力してください。”ブログをどう書くか



ブログを書き始める前に

ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。 

Google は、当初からユーザーの利便性を第一に考えています。 
新しいウェブブラウザを開発するときも、トップページの外観に手を加えるときも、 
Google 内部の目標や収益ではなく、ユーザーを最も重視してきました。 
Google のトップページはインターフェースが明快で、ページは瞬時に読み込まれます。 
金銭と引き換えに検索結果の順位を操作することは一切ありません。 
広告は、広告であることを明記したうえで、関連性の高い情報を邪魔にならない形で提示します。 
新しいツールやアプリケーションを開発するときも、もっと違う作りならよかったのにという思いを 
ユーザーに抱かせない、完成度の高いデザインを目指しています。 

（引用）Google が掲げる 10 の事実より



ブログを書き始める前に 

ユーザーに焦点を絞る

ユーザーの質問に答えることが鍵

質問に答えるには検索意図を反映する



ブログを書き始める前に

ユーザーの検索意図にあったコンテンツ

ユーザーの悩みを的確に解消するコンテンツ



検索意図とは？

・ユーザーの検索意図

・なんで検索したのか？

・何が知りたいのか？

・ユーザーの望んでいる答えはどんな記事？



検索意図とは？

「横浜 ランチ」

デートで使いたい キッズスペースが 
欲しい

仕事のMTG 
で使いたい

安く食べ得られる所 
が知りたい

禁煙がいい



検索意図とは？



検索意図とは？



検索意図とは？

▶検索意図の把握の仕方

・Yahoo知恵袋や教えてgoo等のQ＆Aサイト

・Twitter等のSNS

・Naverまとめ等のキュレーションサイト

・検索の１ページ目に出てくる 
　5つのサイトを分析する



読まれるブログ4つのポイント

1.検索意図に合っている

2.わかりやすい

3.専門的で網羅的

4.情報が新しい



読まれるブログになるためのポイント

1.検索意図に合っている

・ユーザーの悩みを分析し、本当に知りたい 
　情報を届ける



読まれるブログになるためのポイント

・画像、動画を用いて説明する

2.わかりやすい

・会話調にする

・小見出しを活用する



読まれるブログになるためのポイント

・専門用語を適度に混じらせる

3.専門的で網羅的

・情報をまとめてあげる

・判断基準を示す（おすすめ等）



読まれるブログになるためのポイント

・継続的に新規記事を書く

4.情報が新しい

・過去の記事をアップデートする



“ここに引用を入力してください。”ブログライティングメソッド



人はなぜ検索を行うのか

悩みや疑問が生まれる

その浮かんだ疑問や質問に対しての答えを探す

ユーザーの疑問に対する答えがブログ記事



人はなぜ検索を行うのか

ユーザーの疑問に対する答えを解決

役に立つ有用なコンテンツと判断される

誰に何を書くかが極めて重要



ブログライティングメソッド

ワードシートに落とし込んでいきましょう



ブログライティングメソッド

1.検索意図を定義

2.タイトルとディスクリプションを決定

3.アウトラインを作成

4.書き出しを工夫する

5.共起語をチェック



ターゲット選定 ユーザーの悩み・願望分析

悩みや課題 願望・理想

悩みがなくなると？

裏ニーズ



ターゲット選定 ユーザーとの会話を作る

ターゲット

あなた

ターゲット

あなた



ブログライティングメソッド

1.検索意図を定義

・なんで検索したのか？

・何が知りたいのか？

・ユーザーの望んでいる答えはどんな記事？

→質問を３つピックアップ



ブログライティングメソッド

2.タイトルとディスクリプションを決定

・タイトルは原則32文字で設定

・ディスクリプションは100文字程度で設定



ブログライティングメソッド

原則：25～32文字

記事タイトル

前半 後半 接尾語



ブログライティングメソッド

●タイトル付けのポイント

・前半「感情表現」＋「！」 
（～～するだけ！・～～しないと損する！） 

・後半「◯◯が」＋「～～できるようになる」

・接尾語：～の方法等の体言止めを用いる



ブログライティングメソッド

・前半「感情表現」＋「！」 
（～～するだけ！・～～しないと損する！） 

例） 
・知らないと損をする 
・まだ～しているんですか？ 
・今さら聞けない 
・本当は教えたくない 



ブログライティングメソッド

・後半「◯◯が」＋「～～できるようになる」

例） 
・反応率があがる～ 
・文章力が格段にあがる～ 
・成約率がグンとアップする～ 



ブログライティングメソッド

・接尾語：～の方法等の体言止めを用いる

例） 
・～の方法 
・～のまとめ 
・～10選 
・～の秘訣



ブログライティングメソッド



才能も留学も不要！　外国語をたった6ヶ月でマスターできる 
「5つの原則」がすごい

ヒットタイトル例

1ヶ月自炊に困らない！ 一人暮らし向けレシピまとめ100

ど素人でもプロ並みのチラシが作れてしまう… 
「Picky-Pics」がデザイナー殺しな件

とにかく便利すぎる！10分でパパッとできちゃう 
激ウマ簡単レシピ完全保存版

はてなブックマークより選抜



必ず知っておきたい！生命保険の全情報と全知識

ヒットタイトル例

読むだけで学べる！文章力が劇的に向上する超良質記事まとめ10選

あなたは100万円損してる！国からもらえる７つの手当金

「あ、この人、仕事できるんだろうな」って思う9つの瞬間

はてなブックマークより選抜



ブログライティングメソッド

3.アウトラインを作成

・記事の全体像を作る

・伝えたいことを順序立てて伝える

・先に小見出しを決定する

・ライバルサイトを参考に組み立てる



ブログライティングメソッド

1.悩み・課題の提示

5つのステップ

2.問題点の原因

3.解決策の提示

4.解決のための具体的方法

5.行動呼びかけ、まとめ



ブログライティングメソッド

5.行動呼びかけ、まとめ

→CTAを設置することを忘れない

・お問い合わせ
・資料請求
・サンプル申し込み
・お試し参加



CTAの設置

・記事に下、サイドバーに見込み客を集めるしかけを 
　仕組んでおく



CTAの設置

HPやブログにユーザーが訪れる

記事を読む

無料の資料やコンテンツを請求、ダウンロードする



CTAの設置

無料の資料やコンテンツを請求、ダウンロード

あなたの商品・サービスの見込み客 
が自然と集まるようになる



ブログライティングメソッド



ブログライティングメソッド

5.書き出しで自分事化してもらう

・悩みを代弁する、共感する

・ユーザーが考える悩みに対する先入観を 
　定義する

・定義した先入観へ反論する

・話者を明確にする



ブログライティングメソッド

・先入観の定義

・悩みや課題を解決するために、ターゲット 
　が当たり前だと思っていることを考える

・よくやりがちなことをリストアップする



ブログライティングメソッド

・先入観への反論

・ターゲットが考える先入観と自社の考え方 
　の違いを伝える

⇒「記事を読んでみたい」と思ってもらえる



ブログライティングメソッド

今回は（テーマ）について解説します。 
（テーマ）について多くの方は～と考えます。 
しかし、大切なのは～ではなく～なんです。 

私が～という経験を通して学んだことについて 
お伝えします。



ブログライティングメソッド

6.共起語をチェック

・指定したキーワードに伴って出現する 
　キーワードを共起語という

・記事内に自然に含ませることで 
　テーマへの関連度が上がる

・共起語チェックツールで確認



ブログライティングメソッド



“ここに引用を入力してください。”アクセスアップのポイント



アクセスアップメソッド

1.閲覧数の多い記事に似た記事を書く

2.アクセス数の多い記事をアップデート

3.まとめ記事を作る

4.SNSで拡散する



アクセスアップメソッド

1.閲覧数の多い記事に似た記事を書く

・プラグインを使う

（参考）WordPress Popular Posts



アクセスアップメソッド

2.アクセス数の多い記事をアップデート

・リライト（加筆、編集）を行う

・最低でも公開してから３か月～半年は 
　様子を見る



記事のリライトの5つの質問

1.タイトルにキーワードが含まれている？

2.記事に、ユーザーへの答えが入っている？

3.書き出しの文章は魅力的？

4.情報は新しい？

4.付け足せるもの、不要な情報はないか？



セルフまとめ記事

→１つのキーワードでまとめたページを作成する

・ブログサイト自体の回遊率があがり、 
　ページビュー数が上がる

（例）WordPressプラグインのまとめ

3.まとめ記事を作る



3.まとめ記事を作る

自社の過去記事をまとめる



4.SNSで拡散する

ブログ

Facebook

アクセス

Twitter

メルマガ

RSS

拡散

アクセス

拡散

アクセス

紹介

アクセス

登録

アクセス

Google＋
拡散



ソーシャルボタンの設置

●各種SNSのシェアボタンの設置

・ブログ記事の下に設置することで 
　拡散力が上がる

・「シェア」したい欲に応える導線



ソーシャルボタンの設置



“ここに引用を入力してください。”コンテンツ戦略



メディアのマクロ視点

メディア

ブログ HP

FB

メルマガ

広告

Youtube

DM

LP

チラシ

TW

LINE

PDF



メディアミックスの考え方

1つのメディアで戦うことは難しいし、寿命がくる

最低3つのメディアを活用して、 
集客の導線を作ることが重要

メディアミックスの考え方



メディアミックスの考え方

2つの視点

オフライン×オンライン

コンテンツ形態

1

2



メディアミックスの考え方

・オフラインとオンラインで、使用する 
　メディアを考える

オフライン×オンライン1

・どちらのメディアも取り入れて設計する



オフライン×オンライン

チラシ ブログ メルマガ Youtube DM …

集客 ポスティング SEO オプトイン SEO セールスレタ
ー

育成 無料オファー ウェブセミナ
ー

販売 交流会 記事広告 リストへ案内 ウェブセミナ
ー

セールスレタ
ー

維持 ノウハウ記事 定期配信 日常投稿

例）



メディアミックスの考え方

・コンテンツを再利用する

コンテンツ形態2



コンテンツ再利用リスト

文字 音声 動画

ブログ

メルマガ

HP

電子書籍

小冊子

ニュースレター

PodCast

MP3

スライド資料

SlideShare

SpeakerDeck

Youtube

Vimeo

拡散メディア

Facebook

Twitter

Instagram



メディアのミクロの視点

・集客導線に正しいブログコンテンツを用意する

・集客→育成→販売→維持

コンテンツを細分化する



認知 興味 比較 購入 リピート

記事 記事 記事 記事 記事



認知 興味 比較 購入 リピート

「海外留学 方
法」 「英会話 勉強」 「英会話 教材 」 

「英会話 独学」 「英会話 教室 」



デモンストレーション



ブログを書き続ける5つのコツ

1.ブログの時間を予め決めておく

2.他人に宣言する

3.6割主義でまずは書く

4.ネタとなるキーワードを決めておく 
（スケジュール表）

5.モデルとなるサイトを参考にする



まとめ

1.ブログをやるべき理由

2.ブログライティングメソッド

3.アクセスアップメソッド

4.コンテンツ戦略



来月までに実践してほしいこと

・1記事の投稿

・CTAの設置

・記事更新のスケジュールの決定


