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はじめに 
 

【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】 

このレポートは著作権法で保護されている著作物です。下記の点にご注意戴きご利用くださ

い。 

 

このレポートの著作権は くれみ に属します。 

著作権者の許可なく、このレポートの全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、流

用、転売等することを禁じます。 

このレポートの開封をもって下記の事項に同意したものとみなします。 

 

このレポートは秘匿性が高いものであるため、著作権者の許可なく、この商材の全部又は一部

をいかなる手段においても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。 

 著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った時は、関係法規に基

づき損害賠償請求を行う等、民事・刑事を問わず法的手段による解決を行う場合があります。 

 

このレポートに書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。 

著者は事前許可を得ずに誤りの訂正、情報の最新化、見解の変更等を行う権利を有します。 

このレポートの作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確な情報等がありまして

も、著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願います。 

 

このレポートを利用することにより生じたいかなる結果につきましても、著者・パートナー等

の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願います。  

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html
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自己紹介 
 

こんにちは！くれみです。 

 

この度は、「1 日最高 2,312PV 達成！ライバルゼロのキーワードで 1 年以上検索されトータル

23,567PV も集めている上位独占の店舗ネタの秘密を暴露！」をお手に取っていただきありがと

うございます！ 

 

私は男の子を育てている２児のママで、ブログを本業としています。 

 

最初はただ書きやすいという理由から育児ネタを中心に記事を書いて

いたのですが、全然アクセスが来なくて最高月収も月１,00０円程度。 

 

そんな中、トレンドネタならアクセスを集めやすいことを知り、トレンドネタにも挑戦してみ

ることに。 

すると、アクセスがどんどん増えていって月１万円、５万円と報酬も右肩上がりに！ 

最高月収１３万円を達成し、今では月１０万円前後を安定して稼いでいます♪ 

 

実は今回ご紹介する店舗ネタもトレンドネタの１つなのですが、店舗ネタはトレンドネタの中

でも特にアクセスを長く集めてくれたネタだったんです！ 

 

しかもこのレポートでは、店舗ネタの中でも超穴場のネタを紹介しちゃいます♪ 

どんなネタでどんなキーワードでアクセスが来たのかかなり暴露していますので、レポートを

読んだらすぐ真似して書いてくださいね＾＾ 
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では、1 日最高 2,312PV 達成、トータル 23,567PV も集めた店舗ネタとは具体的にどのようなネ

タなのか？ 

詳しくお伝えしていきます＾＾ 

 

1 日最高 2,312PV 達成！トータル 23,567PV 集めた

店舗ネタとは？ 

 

1 日最高 2,312PV を達成、さらにトータルで 23,567PV も集めることができた店舗ネタはこちら

です！ 

 

記事を書いたのは 2021 年 6 月の初めだったのですが、投稿してすぐにアクセスが来て、ピー

ク時には 2,312PV を達成！ 

その後もコツコツとアクセスが集まっていました。 

 

記事を投稿してからもう 1 年以上経っていますが、実はこの記事、今でもアクセスが来ている

んです。 
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店舗ネタと聞くと、これからオープンするお店や今話題のお店を思い浮かべる人もいるかもし

れません。 

 

でも私が書いたネタは違います。 

 

この店舗ネタはある店舗の閉店について書いた記事だったんです！ 

お店の閉店はお店がなくなってしまうことなので、需要がすぐになくなるネタだと思われがち

なのですが、それは閉店自体をネタとして取り扱った場合。 

 

私が書いた店舗ネタは閉店自体をネタにしたのではなく、閉店からちょっとズラしたキーワ

ードで記事を書いているから、これだけ長くアクセスを集めることができたんです。 

 

実際にアクセスを集めたキーワードとは？ 

 

お店が閉店するとなると、 

✓ いつ閉店する？ 

✓ 閉店する理由は？ 

✓ 閉店セールはある？ 
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こんなことが気になる人が多いと思います。 

確かにこの３つもよく検索されます。 

 

でも実は、お店が閉店するときに検索されるキーワードはこれだけではありません。 

むしろこの３つより断然検索されるキーワードがあるんです。 

 

ズバリ、キーワードを言っちゃいますね。 

 

そのキーワードは「跡地」です。 

 

私が書いたこの店舗ネタも、「跡地」というキーワードでアクセスを集めていたんです。 

 

このお店、40 年以上長く愛された大きなお店だったようで、閉店というニュースが出てからず

っと話題になっていました。 

 

だからこそ、閉店したあとの跡地はいったいどうなるの？ 

と気になっている人が多かったんです。 

「閉店日」や「閉店セール」については、閉店したら検索されなくなるキーワードなので、割

と検索される期間が短いんですよね。 
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「閉店理由」というキーワードについては閉店後もよく検索されていたのですが、実は「閉店

理由」よりも断然多く検索されていたのが「跡地」というキーワードだったんです！ 

 

✓ 閉店したあとの跡地には何ができるの？ 

✓ 建物は解体されるの？ 

✓ 跡地に〇〇（店舗名）が新しくできないかな？ 

 

このように、お店が閉店すると知った人は、閉店そのものよりも閉店したあとその場所はど

うなるのか？が気になる人の方が多いんです。 

 

確かに次にどんなお店ができるのかは気になりますし、お店ではなくマンションなどの住宅地

になるのかも気になるポイントですよね。 

 

実際、Twitter で情報収集をしていたら、閉店したあとの跡地はどうなるのか予想で盛り上がっ

ていました。 

 

お店が閉店するとその後の行方が気になる人が多いので、「跡地」というキーワードがよく検

索されるんです。 

 

閉店が穴場になる理由 

 

実は店舗ネタ自体、記事を書いているライバルが少ない穴場のネタなのですが、その中でも特

に閉店は超穴場のネタなんです！ 
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このレポートで紹介している閉店ネタを見つけたとき、他に記事を書いているライバルがいる

かチェックしたところ、ほとんどいなかったんですね。 

 

記事を書いてみたら、翌日には上位表示されてアクセスが！ 

その後も順位が大きく下がることはなく、ずーっと上位をキープしていたんです。 

 

サーチコンソールのデータを見ると、オレンジ色の線が掲載順位ですが、ずっと上位をキープ

しているのが分かると思います。 

 

閉店日が近づくと記事を書くライバルが増えて順位が落ちるかなと思ったのですが、実際は記

事を書くライバルはほとんどいませんでした。 

 

閉店はお店がなくなること。 

しばらく存在し続けるお店とは真逆な存在ですよね。 

なくなるお店よりこれからずっと存在するお店の方が需要がある。 

そう思う人が多いから、閉店ネタは記事を書くライバルが少ないんです！ 

 

でも私は閉店からちょっとキーワードをズラしたことで、1 つの記事だけで 1 日最高 2,312PV

を達成、さらにトータルで 23,567PV も集めることができました。 
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1 日最高 2,312PV を達成した日は閉店日なのですが、この日は閉店の様子がテレビで取り上げ

られてここまでアクセスが伸びたんです。 

 

実はこのお店、私は全然知らないお店だし、遠くにあるため行ったこともありません。 

私が住んでいる地域ではテレビで全然取り上げられなかったのですが、お店がある地域では有

名なお店のため、ニュースで大きく取り上げられたみたいなんです。 

 

お店はオープンするときもニュースで大きく取り上げられますが、閉店するときもニュースで

大きく取り上げられるんですよ♪ 

 

記事を書いてから閉店するまでは約 3 ヶ月間とそこまで長い期間ではなかったのですが、閉店

してから 1 年以上経った今でも「跡地」はどうなるのか気になっている人が多く、いまだにア

クセスは来続けています。 

 

この記事はおそらく、新しいお店ができるまでずっと検索されると思います。 

ライバルが全然いないのにこんなに長くアクセスを集められるなんて、まさに閉店は穴場のネ

タですよね♪ 
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実際にアクセスが来た閉店ネタのキーワードを暴

露！ 
 

ここからは、実際にアクセスが来た閉店ネタのキーワードも暴露していきます！ 

 

※実際の店舗名は伏せています。 

 

✓ (店舗名) 跡地 

✓ (店舗名) 閉店セール 

✓ (店舗名) 閉店後 

✓ (店舗名) いつまで 

✓ (店舗名) 閉店理由 

✓ (店舗名) 閉店 なぜ 

✓ (店舗名) 閉店 いつ 

 

 

ちょっとぶっちゃけすぎかなと自分でも思います 笑 

 

でもこれ、全部実際にアクセスが来たキーワードなんです。 

これを真似して記事を書けば、アクセスを集めることができますよ♪ 

 

閉店ネタは地元にあるお店から書くのがおすすめ 
 

閉店ネタを書くときは、地元にあるお店から書くと書きやすいのでおすすめです！ 
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知らない土地のお店でも記事を書くことはできますが、土地勘がある地域のお店の方がより詳

しい情報が書けますよね。 

 

閉店ネタはお店自体の情報はもちろん、周辺の道路状況や混雑状況、最寄り駅や最寄りのイン

ターなど、お店周辺の情報も知りたいという人が多いです。 

特に道路状況や混雑状況は気になるポイントで、渋滞はあるのか？どれぐらい混雑するのか気

になる人もいます。 

 

そんなときに土地勘がない地域だとネットの情報をまとめるだけになりますが、土地勘がある

地域の場合、渋滞しやすい道路はどこで平日や休日はどれぐらい混雑しているか？ 

そういった細かい情報も伝えることができますよね。 

 

すると、他の人には書けないオリジナリティの高い記事が書けます。 

オリジナリティの高い記事が書ければ読者さんの満足度も高く、Google からの評価も高くなっ

て良いことだらけです！ 

 

閉店ネタにチャレンジするときは、地元にあるお店からチャレンジしてみてくださいね♪ 

 

地元にあるお店の探し方 

 

では地元にあるお店はどうやって探せばいいの？ということですが、ここからは私が実際に探

している方法を紹介します！ 

 

地元でこれから閉店するお店を探すときは、Google の検索窓に「(地域名) 閉店」とキーワード

を入れて検索すると地元にあるお店の情報が出てきます♪ 
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実際にやってみますね＾＾ 

 

私は愛知県に住んでいるので、「愛知県 閉店」とキーワードを入れてみます。 

 

すると、愛知県の閉店情報が出てきました。 

試しに最初の記事をクリックしてみます。 
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愛知県で閉店するお店の情報が出てきましたね。 

ここから記事ネタが拾えそうです！ 

 

続いて、検索結果画面の 2 番目の記事をクリックしてみます。 
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今度は名古屋市の閉店情報をまとめているサイトが出てきました。 

さらに検索結果画面の 3 番目の記事を見てみます。 

 

この記事でも愛知県の閉店情報が出てきますね！ 

このように１つずつ記事を見ていくと、地元にあるお店の情報がどんどん出てきます！ 

 

 

今回は県で検索しましたが、市町村に絞って探すこともできますよ♪ 

例えば愛知県にある「岡崎市」で検索してみると、このような検索結果となりました。 
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最初に出てきた記事は、岡崎市周辺の地元情報をまとめたサイトです。 

実はこの記事のような地元情報をまとめたサイトはたくさんあります！ 

 

地元にあるお店を探すときは、Google の検索窓に「(地域名) 閉店」とキーワードを入れて検索

してみてくださいね♪ 

 

穴場のネタがジャンジャン見つかるかもしれないですよ＾＾ 

 

閉店ネタの記事例 

 

では実際に閉店ネタを記事にするとどんな記事になるのか、記事例を紹介します！ 
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今回はこのサイトで出てきた「名鉄レジャック」を例に記事を書いてみました。 

 

記事例はこちらで確認いただけます！ 

 

------------------------------------------------ 

閉店ネタ記事例はこちら！ 

※パスワードは「heiten-ex」です 

------------------------------------------------ 

 

こちらの記事例ですが、文字数は 1,700 字程度です。 

 

実は今回のレポートで紹介した閉店ネタも 2,000 字を超えていません。 

これぐらいのボリュームでも上位表示できちゃうのが閉店ネタなんです♪ 

 

https://kuremi-affi.com/lejac-heiten
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記事の構成もほぼ決まっています！ 

 

閉店ネタを書くときは、 

 

✓ (店舗名) 跡地 

✓ (店舗名) 閉店理由 

✓ (店舗名) 閉店セール 

 

これらのキーワードを狙って書いてください♪ 

「跡地」をメインで狙って、「閉店理由」や「閉店セール」についても書いていきます。 

 

記事の構成は次のように書くといいですよ♪ 

 

【タイトル】(店舗名)の跡地はどうなる？閉店理由や閉店セール情報も調査！ 

 

【見出し２①】(店舗名)の跡地はどうなる？ 

 

【見出し２②】(店舗名)の閉店理由 

 

【見出し２③】閉店セール情報 

 

【見出し２④】まとめ 

 

まずは跡地に関する情報を書き、その後閉店理由や閉店セールについて書いていきます。 
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跡地や閉店セールに関しては、記事にした段階では情報が出ていないことが多いです。 

その場合、予想など分かる限りの情報を書いて「情報が分かり次第、追記します！」と書いて

おけば OK♪ 

 

閉店日が近づいてくると閉店セールや跡地に関する追加の情報が出てきます。 

新しい情報が分かったら、記事にどんどん追記していきましょう！ 

また、閉店セールなどのイベントが開催されると、お店や周辺道路、最寄り駅が混雑すること

があるので、そういった混雑情報についても追記できるとさらに良いです♪ 

 

私は記事例のように Twitter の埋め込みを画像代わりに使用したり、閉店に関する口コミを載せ

たりすることも多いです。 

そうすると、記事にメリハリが出て読みやすくなりますよ。 

 

記事例のような情報量でも十分上位表示されますので、ぜひ閉店ネタにチャレンジしてみてく

ださいね♪ 

 

そもそもトレンドネタとは何？ 

 

店舗ネタはトレンドネタの１つと最初にお伝えしましたが、そもそもトレンドネタとはどんな

ネタなのか紹介しますね＾＾ 

 

トレンドネタとは、「今旬な話題やこれから旬になる話題を扱ったネタ」のことをいいます。 
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トレンドネタと聞くと、「芸能人のゴシップや事件・事故をネタにするもの」と思う人も多い

のですが、実はそんなことはありません。 

 

実際に私が扱っているトレンドネタはこちらです。 

 

✓ テレビネタ…テレビで取り上げられた物や人やお店、ドラマ、バラエティ番組など 

✓ 季節ネタ…クリスマス、ハロウィン、七五三など 

✓ イベントネタ…花火大会、お祭り、展示会など 

✓ 店舗ネタ…開店情報、閉店情報、話題のお店の混雑状況など 

✓ 期間限定の新商品ネタ…ローソンの新作スイーツ、スタバの新作フラペチーノなど 

 

馴染みのあるネタが多いですよね＾＾ 

 

なぜこれらのネタがトレンドネタになるのかというと、これらのネタはある一定の期間に検索

需要がグンと増えるからなんです。 

 

例えば「クリスマスプレゼント」というキーワードの需要を調べたところ、11 月頃から検索が

増え始め、12 月のクリスマス前に検索需要がグンと増えます。 

 

そしてクリスマスが終わると検索需要がガクッと減っていますよね。 
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このように、ある一定の期間に検索需要がグンと増えるネタのことをトレンドネタといいま

す。 

 

このレポートで紹介している店舗ネタも、ある一定の期間に検索需要がグンと増えています。 

 

お店の閉店を記事にした場合、閉店日にグンとアクセスが増えます。 

お店のオープンを記事にした場合は、オープン日にグンとアクセスが増えます。 

 

だから店舗ネタはトレンドネタの 1 種なんです＾＾ 

 

トレンドネタは新しいブログでもアクセスを集め

られる 

 

通常、まだ立ち上げて間もない新しいブログにアクセスが来るのは、早くて 3 ヵ月ぐらい経っ

てからと言われています。 

でもトレンドネタなら、立ち上げ後すぐにアクセスを集めることが可能です！ 

 

なぜなら、トレンドネタは需要が大きいのにライバルが少ないネタだから。 
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先ほど紹介した通り、トレンドネタは「今旬な話題やこれから旬になる話題を扱ったネタ」の

ことなので、新しい話題が多いんです。 

 

新しい話題だと、昔からその話題について記事を書いているライバルはいないですよね。 

例えば今回のレポートで紹介しています閉店のお店も、閉店するという情報が出て初めてライ

バルも閉店情報を記事にします。 

 

だからトレンドネタはライバルが少ない穴場のネタが多い。 

 

ライバルが少ないということは、自分の記事が上位を取れる可能性が高いということですよ

ね。 

トレンドネタなら立ち上げて間もないブログでも、アクセスを集めることができるんですよ♪ 

 

私自身、最初はトレンドネタではなくロングテールネタを扱っていたのですが、全然アクセス

が来ませんでした。 

ロングテールネタとは年中検索されているネタのことで、例えば「窓掃除のやり方」「キャベ

ツの保存方法」といったネタが該当します。 

ロングテールネタは年中安定したアクセスを集めることができますが、昔からあるネタが多く

その分ライバルが強いので、新しいブログがアクセスを集めるのは難しいんです。 

 

でもトレンドネタはライバルが少ないから新しいブログでもアクセスを集めやすい。 

実際トレンドネタに挑戦するようになってから、私もすぐアクセスが来るようになったんで

す。 
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「アクセスが来ない」と悩んでいる人も、トレンドネタを記事にすればアクセスを集めること

ができますよ。 

 

トレンドネタの中でも店舗ネタはライバルが特に少なくアクセスを長く集めやすいネタなの

で、まずは店舗ネタから始めて、他のトレンドネタにも挑戦してみてほしいなと思います＾＾ 

 

おわりに 
 

「1 日最高 2,312PV 達成！ライバルゼロのキーワードで 1 年以上検索されトータル 23,567PV

も集めている上位独占の店舗ネタの秘密を暴露！」について紹介しました。 

 

店舗ネタはライバルが少なくアクセスを集めやすいネタです。 

しかもトレンドネタの中でも長くアクセスを集めてくれやすいネタ。 

まずは地元にあるお店が書きやすいと思うので、馴染みのあるお店から挑戦してみてください

ね＾＾ 

特に「閉店」は穴場なのでアクセスを集めやすいですよ♪ 

 

店舗ネタをどんどん書いて、アクセスをたくさん集めて稼いじゃいましょう♪ 

 

◆当レポートに関して質問がある場合はこちらからお願いします 

お問い合わせフォームはこちら 

件名に『バズブログレポートについて』と入力してお問い合わせをしていただきますようお願

いします。 

https://kuremi-affi.com/contact
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くれみ 

ブログ：https://kuremi-affi.com/ 

Twitter：https://twitter.com/kuremiaffi 
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