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速報ネタが苦手な人でも 
1記事1万PV以上の 
爆発を起こす方法！  

🎅シンからの 
クリスマスプレゼント🎄



【推奨環境】 
 
このレポート上に書かれているURL はクリックできます。  

できない場合は最新のAdobeReaderをダウンロードしてください。 
 (無料) http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html  

◆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なく、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、およびオークションサイトなど 
で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、ビ
デオ、 DVD、およびその他電子メディアなど)により複製、流用および転載することを禁
じます。 
  
◆使用許諾契約書  

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とることで、甲はこの契約は成立
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、本契約の解除に関わらず、 
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、期待通りの効果を得ることができず、万一如何 
なる損益 が生じた場合でも、乙は甲に対して責任を負わないものとする。  
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こんにちは、シンです。 

この度は、僕のマニュアルをお読みいただき、
ありがとうございます。 

今日は”クリスマスプレゼント”と言うことで
僕から、 

『速報ネタが苦手な人でも 
        1記事1万以上の爆発を起こす方法！』  

と言うノウハウを紹介します。  

今現在、速報ネタを実践してる人はもちろん、
過去に挫折した人でも、高確率でアクセス数
の爆発を起こせる内容となっています。  
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実際に11月～12月にかけて、今まで2000PV
程度で放置していたブログで試したところ、
13記事中10記事が1万PV以上の爆発を起こ
せました。  

約７割の確率で爆発を起こせています。  

でも、シンさんだから出来たんじゃない？ 
と思った人もいるかもしれません。  
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ですが、これは僕に限らず、今までネタ選定
が苦手だった多くのコンサル生も、一気に爆
発を起こして10万、30万と稼いできたので
関係ありません。  

なので、あんたもこれを読めば 
速報ネタでありがちな、  

・ネタ選定に時間がかかってしまう・・・  

・どういったネタがアクセスを集められるの
かわからない ・・・ 

・読者の気になる事がわからない・・・  

と言った悩みを解決できるはずなので、 
是非とも参考にしてください。  
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また、具体的なネタ選定場所や、ネタを選ん
だ理由や考え方も、後半では解説しています
ので、すぐに実践できる内容となってます。  

もちろん、最初から簡単に結果が出せると言っ
た魔法のようなノウハウではなく、最低限の
行動量は必要となってきますので、ブログで
集客力を身に付けたいと言う方は、今後の記
事作成に役立てて下さい。  
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もしあなたが今まで、速報ネタを100記事以
上書いてきたのに、1度も1記事1万PV以上
の大きなアクセスを集められなかったのなら、
それは正しいやり方が出来ていないから・・・
だと言えます。  

僕は過去に、７割の確率で爆発を起こす方法
というマニュアルを作りましたが、それこそ
が爆発を起こすための本質であり、一度マス
ターしてしまえば、今回の僕のように、いつ
でも好きな時に爆発が起こして稼げせます。  
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１：爆発を起こすためのおさらい  



なので、よくある一過性の爆発ノウハウでは
なく、Googleの検索エンジンが無くならな
い限りは一生使える不変的なノウハウです。  

もし、あなたが今現在、爆発を起こすために
必要な５ヶ条というのを、まだ理解していな
いのであれば、まずは以下の条件を頭に入れ
て下さい。  
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爆発を起こすための５か条！ 

こちらが、 
爆発を起こすための５か条となっています。  

それでは、一つ一つ説明していきます。 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１、ネタが旬である! 

２、ネタに話題性がある! 

３、ネタの気になる事を理解する！  

４、ライバルがいない!(少ない) 

５、検索される連想ワードを入れた 
　　タイトル付けが出来ている！ 



１、ネタが旬である！ 

記事ネタは旬を過ぎてしまうと、世間の興味
関心というのは、一気に薄れてしまうので、
検索ボリュームも下がってしまいます。  

例えば、食材でも、 

・さばきたてで鮮度がいいお刺身。 
・さばいて時間経っているお刺身。 

だったら、どちらを食べたいかは  
一目瞭然ですよね！？  

それと一緒で、ブログでも世間の人が、その
ネタに興味関心がある旬な内に、記事を書い
て提供することが、非常に重要なポイントと
なります。  
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なので、いいネタが見つかった場合は、1分
でも1秒でも早く書くように意識しましょ
う。  

２、ネタに話題性がある! 

アクセスを集められない人に共通して言える
ことは、『話題にならないようなネタ』を選
び過ぎてしまっている・・と言うことです。  

例えばよくあるのが、 

『トップニュースで大きく取り上げられてい
たから、話題性があると思って記事を書いた
けどアクセスがない、、、』 

と言うパターンですね。  
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誤解して欲しくないのですが、 
  
×『ネタの露出度が高い＝話題性がある』 
  
と言うことでは、決してありません。 

芸能人などの結婚ネタなどが、いい例です。  

大物芸能人じゃなくても、大々的にニュース
サイトなどで取り上げられたりはしますが、
どれだけ露出度が高くても 「世間の反応」
が冷ややかだと、アクセスを集めるのは難し
くなります。  

逆を言えば、たとえ露出度が低くても、ネタ
に話題性があれば高い確率で検索してきま
す。 
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また、実際に私たちが気づいていない所で盛
り上がって検索されているネタというのは、
いっぱいあるので覚えておいて下さい。  

後半で紹介する、僕が実際に爆発を起こした
ネタでも、ごく一部の層でしか話題になって
いないけど検索されたネタも紹介しているの
で、そちらを参考にして感覚を掴んでもらえ
ればと思います。 

３、ネタの気になる事を理解する！  

世間の人が気になることがわかれば、 
簡単にアクセスを集められる事は可能です。  
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しかし、速報ネタを実践する人の９割が 
『何が気になる事なのか分からない、、、』  
という事でつまづいてしまうのが現状です。  

ですが、こうなってしまうのには理由があっ
て、”相手目線ではなく自分目線でネタ選定
をしている人が多い”からです。 

自分は興味がないからスルーしてしまうでは
ダメで、もし興味があれば、どう言った事が
気になるだろうか？ということを考えること
が重要です。  

また、実際に興味がある人は、どう言ったこ
とを気にしてるのか？というのを調べること
で、次第に相手目線は身に付いていきます。  
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もちろん全てのネタに必ず気になる事がある
とは限りませんが、自分目線で考えるのでは
なく広い視野を持って考える事で、事例とし
てデーターが蓄積されて行くので、自然と気
になる事が分かるようになってきます。 

 ４、ライバルがいない!(少ない) 

どれだけアクセスが集まりそうないいネタで
あっても、すでにライバルが大勢いたり、す
ぐにライバルだらけになってしまっては、爆
発を起こすのは難しいです。 

つまり、 
『どれだけ上位表示できるか？』 
もカギとなってきます。  
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もちろんある程度、ドメインが強いブログで
したら、積極的にライバルが多い王道ネタを
狙っても上位表示しやすいのでかまいません
が、まだまだ弱いブログが狙っても潰される
のがオチです。 

では、弱いブログはどうすればいいのか？  

方法は２つです。  

ステップ１の『ネタが旬である！』でも言っ
たように、1分でも1秒でも早く書いてライ
バルが現れるまでアクセスを独占する。  

もしくはステップ2の『話題性があるネタ』
でも言ったように、ライバルが気づかないよ
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うな”露出度は低いけど話題になっているネ
タ”を狙ってアクセスを独占する。  

このどちらかとなります。 

ですが、前者は運やタイミングも絡んでくる
ので、効率的に爆発を起こして稼ぎたい方や、
ブログにかける時間が限られてる方は後者を
オススメします。  

５、検索される連想ワードを入れた 
　　タイトル付けが出来ている！ 

どれだけステップ1～4をクリアしていても、
あなたが書いた記事のタイトルに、読者が検
索してくるであろう連想ワードが入っていな
ければ、爆発どころか一向にアクセスは集ま
りません。  
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つまり、ネタの気になったことから、読者が
どういったワードで検索してくるか？を予想
してタイトルをつける力も必要だと言うこと
です。  

なので、連想ゲームに近いとも言えますね。  

ネタは凄くいいのに、検索されない連想ワー
ドをタイトルに入れてしまっていることで、
アクセスを逃している人は多いので、ここで
も先程と同様に相手目線を意識してタイトル
を付けましょう。  

以上が爆発を起こすための５か条となります。
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僕は今まで、１００人以上のコンサル生を指
導してきましたが、速報ネタで苦戦する人に
は”共通する問題点”がありました。  

それは、 

・いいネタだと思ったら、すでに時間がたっ
ていた・・・ 

・需要があるネタが、どんな物なのか分から
ない・・・ 

と言うように、 
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２：速報ネタが苦手な人でも爆発が
起こせるネタ選定場所！  



爆発の５ヶ条のステップ3 
『ネタの気になることを理解する』以前に、  

１、ネタは旬であるか？  
２、ネタに話題性はあるか？  

を見極める段階でつまづいてしまい 
『ネタ探しに時間がかかってしまう・・・』
と言う人がほとんどでした。  

これってブログに費やせる時間がない人には、
かなり致命的なことです。 

なので、どうすれば、この２点の問題を解決
して、気になること探しに注力できるか？と
考えた結果、これから紹介するネタ選定場所
やネタ選定方法であれば、一気に問題を解決
してくれます。  
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それが、リアルタイムアプリです。  

『何だ、リアルタイムかよ～』と思った人も
いるかもしれませんが、実際に僕が今回実践
した13記事全てが、リアルタイムアプリか
らネタ選定したものですし、アプリを開いて
30分以内にはネタを見つけて記事を書いて
います。 

また、僕のコンサル生で頻繁に爆発を起こす
人の多くも、ここからネタを拾っています。  

時間のない人でも、ネタ探しに迷わず効率よ
く爆発を起こす事が出来るので、オススメで
す。  
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なぜリアルタイム 
アプリがいいのか？  

情報発信を始めた３年前から僕は、『速報ネ
タを探すならスマホでやりましょう！』とい
うことを言ってきました。  

理由は単純で、ネット検索してくる人の７割
程度が、スマホユーザーだからです。 

つまり、ブログにアクセスしてくるほとんど
の人が、『スマホで情報をキャッチして、気
になった事があれば調べる！』と言うことで
す。 
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なので、僕らブロガーも、スマホが一般化す
る前のアフィリ業界のように、わざわざパソ
コンを開いてネタ選定するのではなくて、  

日頃からスマホでネタ選定をして、読者と同
じぐらいのスピード感で情報をキャッチして
記事を書く！と言った、今の時代にあったト
レンドブログ運営をする必要があります。  

そして、ここからが本題ですが、 
なぜ初心者や速報ネタが苦手な人には、 
リアルタイムアプリがいいのか？  

スマホに入れて気軽に見られると言うことも
ありますが、リアルタイムアプリに表示され
るキーワード自体が、  

『旬で話題になっているネタ』 
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と言った、ステップ１と２の両方の条件を兼
ね備えているからです。  

中にはリアルタイムアプリを知らない人もい
るかもしれませんので、簡単に説明します。 

リアルタイムとは、Yahoo!が提供するアプ
リで、無料でTwitterのツイートをまとめて
検索できたり、今Twitterで盛り上がってい
るニュースやネタをお知らせしてくれるもの
です。  

このアイコンがYahooリアルタイムですね。  
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そしてこのように、今話題になっている事が  
ランキング形式で表示されます。  
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なので、わざわざ色んなニュースサイトを見
てネタ選定しなくても、このアプリ１つ見る
だけで、ステップ１と２の両方がすぐにわか
るので、記事作成の時間短縮にも繋がりま
す。  

つまり、あなたがネタ選定でやることは、こ
こに表示されているキーワードから『気に
なって検索されることは何か？』を考えるだ
けなので、読者目線を鍛えるのにもピッタリ
です。 

リアルタイムのネタ選定方法を紹介！

今までリアルタイムアプリは使った事がある
けど、「上手くネタが探せないんだよ
な・・」と感じてる人は多いかと思います。 
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当然ですが、ただランキングに入っているキー
ワードをピックアップして、記事を書くだけ
ではアクセスは集まりません。 

では、具体的にシンは、どのようにリアルタ
イムアプリからネタ選定をしているのか？  

まず、最初に考えるべきことは、 
なぜそのキーワードが話題になっているのか？
と言うことです。 

１位から１００位までのキーワードが表示さ
れるわけですが、どのキーワードも必ず話題
になっている理由というのがあります。 
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分かりやすいように、 
過去の事例を出してお話します。 

数年前に女優の夏菜さんが、 
キーワードにランクインしていました。 

なぜ話題になっているのかを確認してみると、

・ドラマ見てたら久しぶりに夏菜が出ててビッ
クリした！ 

・夏菜が女優復帰してるじゃん！ 

・〇〇役の人って夏菜だったんだ、エンドロー
ルで理解した！w 

・久しぶりに夏菜見たけど、鼻に違和感ない？
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・あれっ？！夏菜の顔変わってない？ 

と言ったものでした。 

つまり、単に女優復帰しただけでなくて、夏
菜の顔が変わっていて話題になっている事が
わかりました。 

なので、すぐに『夏菜　鼻　整形』などの連
想ワードで記事を書いたところ、1日で3万PV
の爆発を起こしました。  

このように重要なのは、 

・どう言った内容で話題になっているのか？ 
・どう言ったツイートがあるのか？ 
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をしっかりと確認してから、 
そのキーワードに興味がある人が、 
気になって検索してくることはあるだろうか？

あれば、 
どう言った連想ワードで検索してくるか？ 
を考えることです。  

当たり前ですが、キーワードだけを見ていて
は『何が気になって検索されるのか？』とい
うのは一生理解できないので、しっかりと内
容を確認してから、気になることの有無を考
えましょう。 

先ほどの夏菜のツイートのように、すでに
ユーザーが気になることをつぶやいてくれて
たりもするので、ネタ選定が苦手な人でも爆
発が起こしやすくなります。 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では次に、冒頭でも話した1万PV以上の爆発
を起こした10記事のネタと、リアルタイム
アプリを使った『ネタ選定～記事作成』まで
の流れを、細かく説明していきます。 

すでに書いた記事は削除しているので、 
今回は付けたタイトルまで紹介します。  

１記事目のキーワード： 

『沢尻エリカ』 
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３：爆発を起こした 
10記事のネタと流れを解説！  



11月16日の夕方頃に、『沢尻エリカ』とい
うキーワードが、ランクインしていました。  

■キーワードの内容と急上昇の理由は？  

女優の沢尻エリカが、ドラッグを使用して逮
捕されたというニュースが報道され話題に
なっていました。 

■キーワードに関心がある人が 
　　　　　　　　　気になることは？ 

世間の反応を見てみると、『驚いた！』とい
うツイートが大半でしたが、それ以外にも 

・来年の大河ドラマどうするんだろう？  
・NHKの麒麟が来たは、放送できないよね？
延期かな？ 
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・濃姫役は代役かな？撮り直すなら大変だよ
ね 

と言った声も目立ちました。  

なので、 

・撮り直すなら濃姫役を演じる女優は誰にな
るのか？  
・放送自体は延期になるのか？  

という２点が検索されると予想しました。  

■連想ワードと付けたタイトルは？  

上記の気になったことから、 
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『大河ドラマ　濃姫　沢尻エリカ　代役　女
優　麒麟が来た　放送延期』 

と言った連想ワードが浮かんできました。 

そして、ここから、  

『大河ドラマ濃姫(沢尻エリカ)の代役女優は
誰?麒麟が来たは放送延期か?』  

と言ったタイトルを付けて、 
すぐに記事をアップしました。 

時間が経つと強いライバルは増えたものの、
1日で1万５千PV程度のアクセスを集めるこ
とに成功しました。 
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２記事目のキーワード： 

『片瀬那奈』 

11月16日の夜に、『片瀬那奈』というキー
ワードがランクインしていました。  

■キーワードの内容と急上昇の理由は？  

逮捕された沢尻エリカとは親友だと言う事
で、翌日のシューイチに出演する片瀬那奈が
話題になっていました。  

■キーワードに関心がある人が 
　　　　　　　　　気になることは？  
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世間の反応を見てみると、『明日のシューイ
チで親友の片瀬那奈は何を語るのか？』とい
うツイートが大半でした。  

ですが僕は、 

・親友だったら薬物の件は知ってたんではな
いか？ 

という疑問が生まれたので、 

『片瀬那奈も薬物やってるのでは？』 

という事が気になりました。 

実際にツイッターでも、同じように気になっ
てる人が複数いました。  
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■連想ワードと付けたタイトルは？  

上記の気になったことから、  

『片瀬那奈　薬物　逮捕　シューイチ　コメ
ント 内容』 

と言った連想ワードが浮かんできました。  

そして、ここから、 

『片瀬那奈も薬物で逮捕間近?沢尻エリカへ
のシューイチコメント内容は?』  

と言ったタイトルを付けて、すぐに記事をアッ
プしました。 

翌朝にアクセスが爆発して、1日で3万PVほ
どのアクセスを集めることに成功しました。 
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３記事目のキーワード： 

『羽生結弦』 

11月２１日の夕方頃に、『羽生ゆずる』と
いうキーワードがランクインしていました。  

■キーワードの内容と急上昇の理由は？  

2019年11月17日に、フィギュアスケート
の羽生結弦選手を中傷する書き込みをSNS
上でしたとして、岡山県のフィギュアスケー
トの選手1人に口頭で厳重注意したと言った
ニュースが話題になっていました。 

■キーワードに関心がある人が 
　　　　　　　　　気になることは？  
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世間の反応を見てみると、このニュースに批
判的なツイートが多かったですが、それと同
時に『この選手は誰なんだろう』と、中傷す
る書き込みをしたスケーターが気になってい
る人も目立ちました。 

■連想ワードと付けたタイトルは？  

上記の気になったことから、 

『羽生結弦　SNS   批判　岡山　スケー
ター　名前　アカウント』 

と言った連想ワードが浮かんできました。 

そして、ここから 

ページ / 40 63



『羽生ゆずるをSNSで批判した岡山県スケー
ターの名前やアカウントは？』 

と言ったタイトルを付けて、 
すぐに記事をアップしました。 

すぐにアクセスが爆発して、1日で２万PVほ
どのアクセスを集めることに成功しました。 

４記事目のキーワード： 

『つーくん回る妖精』 

11月22日に、『つーくん回る妖精』という
キーワードがランクインしていました。  

■キーワードの内容と急上昇の理由は？  
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11月17日に、フィギュアスケートの羽生結
弦選手をSNSで中傷する書き込みしたアカ
ウントが『つーくん回る妖精』ということが
発覚して話題になっていました。  

■キーワードに関心がある人が 
　　　　　　　　　気になることは？  

世間の反応を見てみると、『つーくん回る妖
精』は裏垢で、すでにアカウントが削除され
ていた為、昨日同様に誰なのか気になってい
る人が多かったです。 

■連想ワードと付けたタイトルは？  

上記の気になったことから、 
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『つーくん回る妖精　本名　誰　岡山　ツイッ
ター』 

と言った連想ワードが浮かんできました。 

そして、ここから、 

『つーくん回る妖精の本名(名前)は？岡山県
スケーターのツイッターも！』 

と言ったタイトルを付けて、 
すぐに記事をアップしました。 

すぐにアクセスが爆発して、1日で1万PVほ
どのアクセスを集めることに成功しました。 
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５記事目のキーワード： 

『有田哲平』 

11月26日の夜に『有田哲平』というキー
ワードがランクインしていました。  

■キーワードの内容と急上昇の理由は？  

バラエティー番組『しゃべくり００７』に 
出演していたお笑い芸人の有田哲平の顔が、
いつもと違うと話題になっていました。  

■キーワードに関心がある人が 
　　　　　　　　　気になることは？ 

世間の反応を見てみると、 
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・有田、めっちゃ太ってないか？ 
・明らかに太ってるけど、大丈夫？ 

という体型に付いて気になっているツイート
が目立ちました。 

なので、『本当に太ったのか？』『一気に
太った理由は何なのか？』ということが検索
されると考えました。 

■連想ワードと付けたタイトルは？ 

上記の気になったことから、 

『くりぃむ有田哲平　太った　肥満　理由　
病気　しゃべくり』 

と言った連想ワードが浮かんできました。 
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そして、ここから、 

『くりぃむ有田哲平がしゃべくりで太ったと
話題！肥満の理由は病気？』 

と言ったタイトルを付けて、 
すぐに記事をアップしました。 

すぐにアクセスが爆発して、1日で２万PVほ
どのアクセスを集めることに成功しました。 

６記事目のキーワード： 

『新井祥子』 

12月２日の夜に、『新井祥子』というキー
ワードがランクインしていました。  
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■キーワードの内容と急上昇の理由は？  

草津町の町長から『強要され肉体関係を持っ
た』と告発していた同町の新井祥子議員が、 
ニュース番組に出演して話題になっていまし
た。 

■キーワードに関心がある人が 
　　　　　　　　　気になることは？ 

世間の反応を見てみると、 

・新井祥子って人、話し方がおかしくない
か！？ 
・ニュースで新井議員見たけど、頭に違和感
が・・・ 
・この人の言うこと全然信用できないんだけ
ど。 
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と言ったツイートが目立ちました。 

なので、個人的には 

『なにか病気なのかな？』 
『虚言癖があるのかな？』 

ということが気になり 
検索されるだろうと考えました。 

■連想ワードと付けたタイトルは？ 

上記の気になったことから、 

『新井祥子　話し方　カツラ　病気　虚言
癖』 

と言った連想ワードが浮かんできました。 
ページ / 48 63



そして、ここから、 

『新井祥子の話し方がおかしいと話題！カツ
ラと虚言癖は病気のせい？』 

と言ったタイトルを付けて、 
すぐに記事をアップしました。 

1日で3万PVほどのアクセスを集めることに
成功しました。 

７記事目のキーワード： 

『渡辺てる子』 

12月４日の昼頃に、『渡辺てる子』という
キーワードがランクインしていました。  
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■キーワードの内容と急上昇の理由は？  

れいわ新選組の渡辺てる子議員が、お弁当屋
『ほっともっと』の、のり弁のちくわが消費
税増税の悪影響で半分になった！とツイート
したことが話題になっていました。 

■キーワードに関心がある人が 
　　　　　　　　　気になることは？ 

世間の反応を見てみると、 

・え、のり弁って前から、ちくわ半分だった
ぞ！？ 

・渡辺てる子が、またいい加減なことを言っ
てる！ 

ページ / 50 63



という否定的な反応が多く、炎上していまし
た。 

ここから、『発言はデマなのか？』という真
意が気になって検索されると予想しました。 

■連想ワードと付けたタイトルは？ 

上記の気になったことから、 

『渡辺てる子　ほっともっと　ちくわ半分　
デマ』 

と言った連想ワードが浮かんできました。 

そして、ここから、 
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『渡辺てる子のほっともっとのちくわ半分は
デマ？ツイッターで炎上！』 

と言ったタイトルを付けて、 
すぐに記事をアップしました。 

1日の間で1万PVほどの、 
アクセスを集めることに成功しました。 

８記事目のキーワード： 

『初瀬亮』 

12月４日の夜に、『初瀬亮』というキー
ワードがランクインしていました。  
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■キーワードの内容と急上昇の理由は？  

Jリーグのアビスパ福岡の選手である初瀬亮
が、ストーリーにハメ撮り動画を間違って上
げてしまい話題になっていました。 

■キーワードに関心がある人が 
　　　　　　　　　気になることは？ 

世間の反応を見てみると、 

・初瀬亮やらかしたな。 

・初瀬亮が知らない間に超有名人になってる
なwww 

と言った内容が多かったですが、動画はすぐ
に消されていた為、見たいという内容も目立
ちました。 
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なので、多くの男性がストーリーに上がった
動画を求めて検索してくると考えました。 

■連想ワードと付けたタイトルは？ 

上記の気になったことから、 

『初瀬亮　インスタ　ストーリー　ハメ撮り　
動画　流出』 

と言った連想ワードが浮かんできました。 

そして、ここから、 

『初瀬亮のインスタのハメ撮り動画は？ストー
リーで誤爆して流出！』 
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と言ったタイトルを付けて、 
すぐに記事をアップしました。 

1日の間で２万PVほどの 
アクセスを集めることに成功しました。 

９記事目のキーワード： 

『やしろあずき』 

12月７日の夜中に、『やしろあずき』とい
うキーワードがランクインしていました。  

■キーワードの内容と急上昇の理由は？  

漫画家のやしろあずきが、中学時代に描いた
とする黒歴史ノートが、成人後の捏造である
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のでは？ということで話題になっていまし
た。  

■キーワードに関心がある人が 
　　　　　　　　　気になることは？ 

世間の反応を見てみると、 

・全部自作自演だったんだろうなって思った
ら急に冷めてしまった・・・  

と言った批判的なツイートが多かったですが、
『本当に捏造なのか？』 ということを気に
してる人もいました。 

■連想ワードと付けたタイトルは？ 

上記の気になったことから、 
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『やしろあずき　黒歴史ノート　自作自演　
捏造　炎上』 

と言った連想ワードが浮かんできました。 

そして、ここから、 

『やしろあずきの黒歴史ノートが自作自演っ
て本当？捏造で炎上中！』 

と言ったタイトルを付けて、 
すぐに記事をアップしました。 

1日の間で1万３千PVほどの 
アクセスを集めることに成功しました。 
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１０記事目のキーワード： 

『小里泰弘』 

12月12日に、『小里泰弘』というキーワー
ドがランクインしていました。 

■キーワードの内容と急上昇の理由は？  

デイリー新潮が、小里泰弘前農水副大臣に３
人の愛人がいて、その中の一人が上智大生だ
ということを報じたことで、話題となってい
ました。 

■キーワードに関心がある人が 
　　　　　　　　　気になることは？ 
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世間の反応を見てみると、『小里泰弘に対す
る批判的な内容』が目立ちました。 

しかし、 

・上智大生が小里泰弘に手切れ金をゆすって
いたこと。 
・モデル活動などもしていて、ヒントとなる
画像がネットに載っていたこと。 

この２点から『この上智大生は誰なのか？』
と言うことを、気になっている人が多かった
です。 

■連想ワードと付けたタイトルは？ 

上記の気になったことから、 
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『小里泰弘　愛人　上智大生　名前　顔』 

と言った連想ワードが浮かんできました。 

そして、ここから、 

『小里泰弘の愛人だった上智大生って誰？名
前や顔を調査！』 

と言ったタイトルを付けて、 
すぐに記事をアップしました。 

1日の間で４万PVほどの、 
アクセスを集めることに成功しました。 

以上、僕が実際に13記事書いて、1万PV以
上の爆発を起こした10記事の内容とネタ選
定方法でした。  
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いかかでしたでしょうか！？ 

僕のリアルタイムのネタ選定を見て、 

・王道なネタで無くても、こんなにアクセス　　　
集まるんだ! 

・自分が知らないだけで、こんなネタが話題
になっていたんだ！ 

と思って頂けたではないでしょうか！？ 

 
また、今日紹介したリアルタイムアプリであ
れば、いろんなサイトを見てネタを探す必要
も無くなりますし、今、話題になってる情報
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がすぐにキャッチできるので、時間のない人
はもちろん、ネタ選定が苦手な人でも爆発を
起こしやすいかと思います。  

日頃から、世間の人が『どう言ったツイート
をしてるのか？』を見るだけでも、ネタ選定
力や相手目線は養われるので、爆発を起こし
て短期間で結果を出したい人、稼ぎたい人は  
今日から実践してみて下さいね。  

もし、 

・このマニュアルの内容で理解できないとこ
ろがある。 

・リアルタイムアプリでのネタ選定で、わか
らないことがある。 

ページ / 62 63



・実践してみたけど上手くいかない。 

と言った疑問や悩みがあれば回答しますので、
こちらのフォームから質問して下さいね。  

https://forms.gle/96TiUbhhMhapkLxJ7 

それでは、よいクリスマスを♪  

作成者:しん 
連絡先:info@shinyear66.com  
公式ブログ:http://shinyear66.com/  
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