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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 ともみ 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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このレポートについて 
 

はじめまして、ともみです！！ 

 

このレポートでは、ブログ初心者の方の味方『コラボカ

フェ』ネタについてお伝えしていきます。 

 

トレンドネタはネタが溢れている！と言いますが、 

その分強めなライバルが多くない？！(゜_゜>) 

と思っていませんか？ 

 

稼げる情報を聞いて、同じようにネタ選定やキーワードを設定しても 

なかなかアクセスが集まらない・・といった経験をしている方も多いのではないでしょ

うか？ 

 

『コラボカフェネタ』は、そんなあなたの味方になってくれる心強いネタなんです

よ・・！ 

 

ということで、このレポートでは以下のことをお伝えしていきます！ 

 

 

●なんで『コラボカフェ』がいいの？ 

●どうやってネタを探すの？ 

●そもそも記事のリサーチ方法や書き方もわからない！！ 
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では【コラボカフェ】ネタについて詳しく解説していきますので、参考にしてください

ね♪ 

 

コラボカフェとは？ 

 

コラボカフェは、人気キャラクターやブランドなどが企業とタイアップし、期間限定で

開催されるカフェのことです。 

 

 

 

 

アニメやキャラクターが多いですが、最近ではドラマやアーティストのコラボカフェも

増えています。 
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アニメ：「黒子のバスケ」「チェンソーマン」「セーラームーン」 

ドラマ：「君の花になる」「星降る夜に」など。 

キャラクター：「サンリオキャラクター」「すみっコぐらし」など。 

アーティスト：INI、back number など。 

 

 

大体 1 ヶ月～2 ヶ月間ほど開催され、東京・大阪・名古屋などの大きな都市で開催さ

れることが多いです。 

 

コラボカフェは、人気キャラクターやアーティストに関連したカフェメニューが提供さ

れ、同時にグッズ販売が行われるという好きな方にとっては、たまならいイベントなん

ですよね＾＾♪ 

 

ちなみ「ポップアップストア」も同様です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラボカフェとの違いは「飲食があるかないか」だと思って頂いて OK です。 
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ネタの選定方法やキーワード選定などほとんど一緒なので、ポップアップストア含む

【コラボカフェ】のお話だと思って聞いてくださいね～♪ 

 

次に、コラボカフェを扱うメリットをお伝えします！ 

 

メリット① ライバルが少ない！ 
 

コラボカフェを扱うメリットは沢山あるのですが、まず第一に「ライバルが少ない」と

いうこと。 

 

もちろん超人気キャラクターのコラボカフェなどであれば、全くライバルがいないとは

言えません。 

 

ですが、私の経験上なぜかコラボカフェは他にイベントネタよりもライバルが少ないと

感じています。 

 

かといって決して需要が少ないワケではありません。 

 

私が先日投稿したアイドルのポップアップストアの記事は 1 記事で 10552PV 以上ア

クセスが集まりました！ 
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関連記事を別に 1 記事書いていたので、2 記事で合計 14000PV 以上が集まりまし

た。 

この時、なんとライバルサイトは 0！ 

ライバルがいないのでメインキーワードだけで、公式の下に掲載されている状態でし

た。 

アクセス独り占め・・・(ﾟ∀ﾟ) 

 

コラボカフェの題材になるのは、今人気のアーティスト・アニメ・キャラクターなどで

す。 

そもそもの需要が少ないものはコラボカフェに登場することはないと言って良いでしょ

う！ 

 

それなのに、なぜかライバルが少ないコラボカフェネタ(ポップアップストア)。 

これやらない方が損ですよね！？(ﾟ∀ﾟ) 

 

 

 

メリット② 扱うキーワードが決まっている 
 

コラボカフェネタは扱うキーワードも大体決まっています。 

 

コラボカフェについて検索する人は以下のことを調べる方が多いです。 

 

★開催期間はいつなのか 

★どうやって予約するのか？ 
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★予約なしでも入店出来るのか？ 

★どんなグッズが売られるのか？ 

 

などなど。 

 

具体的なキーワードは後述いたしますが、大体パターンが決まっているので、 

キーワード選定に悩む必要はありませんよ～！ 

悩む時間にグッバイしましょう！！ 

 

 

メリット③ 物販アフィリと絡めて収益ＵＰ！ 
 

人気キャラクターやアニメがテーマになることが多いコラボカフェは、アドセンス以外

に楽天やＡｍａｚｏｎなどの「物販アフィリエイト」と絡めることが可能です。 

 

 

 

関連したキャラクターの物販商品をついでに紹介することで、アドセンスに加えてアフ

ィリエイト報酬を GET できる可能性も♪ 
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コラボカフェネタの探し方 
 

私が主にネタ探しで使っているのは２つです。 

 

 

① Twitter 

② PR TMES 

 

 

どのように検索をするかそれぞれご説明しますね！ 

 

Twitter を使って検索する方法 
 

まず Twitter の検索に「コラボカフェ」と入力します。 

 

 

 

スクロールしていくと話題のコラボカフェネタがチェックできます。 
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コラボカフェのほとんどには、Twitter 公式アカウントがあります。 

その投稿をチェックしたり、実際にコラボカフェに行っている方の感想ツイートなども

参考に見ることができます。 

 

Twitter でネタ探しをするメリットは「いいね」や「RT」の数である程度の注目度が

わかること。 
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私の場合は「いいね」が 3000 以上であればネタの候補に入れていますよ～。 

 

また「タワーレコードカフェ」では定期的にアーティストやアイドルのコラボカフェが

開催されています。 

合わせてたまにチェックしておくと良いです＾＾ 
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PR TIMES を使って検索する方法 

 

「PR TIMES」はプレスリリースサイトで、企業などが広報用に公式に出した情報を

チェックすることが出来ます。 

 

★PR TIMES (PR TIMES のエンタメページに飛びます。) 

 

 

 

「コラボカフェ」と検索すると最新情報から順に関連記事が表示されます。 

 

ここから気になった記事をチェックしてネタ選定を行っていきます。 

 

ただ PR TIMES の場合、知名度が高いキャラクターなどのコラボカフェでない限り世

間の注目度がわかりにくいです。 

 

https://prtimes.jp/entertainment/
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なのでネタに採用するかどうかは、改めて Twitter でそのネタを検索し、話題になっ

ているかどうかチェックし投稿するか決めていきます。 

 

コラボカフェネタで扱うキーワードは？ 
 

ネタ選定が出来たところで、扱うキーワードをお伝えします。 

 

私が主に扱うキーワードはこちらです。 

 

●開催期間 

●いつから 

●いつまで 

●事前予約 

●予約方法 

●グッズ 

●テイクアウトできる？ 

●当日席ある？ 

●整理券いつ 

●予約なし 

●口コミ(評判) 

●混雑状況 

●グッズ在庫状況 

 

このキーワードの中から組み合わせて記事タイトルを作っていきます。 
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キーワード選びのポイント♪ 

 

 

★選ぶキーワードはメインキーワード(コラボカフェ名など)の他に 3～4 つ。 

★公式 HP を見ればわかるキーワードだけで構成しない！ 

 

 

よりアクセスが集まるキーワード選定の方法は、公式 HP を見ればわかるキーワード

と、公式 HP には載っていない内容のキーワードを組み合わせるということです。 

 

 

 

 

ではここで、タイトルのイマイチな例・良い例を参考にお見せしていきます！ 
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▲イマイチな例 

【silent コラボカフェいつからいつまで？予約方法を調査！】 

 

〇良い例 

【silent コラボカフェ当日席ある？予約方法や混雑状況まとめ】 

 

※silent にコラボカフェはありません。 

 

関連記事として記事を増やす場合は▲の例のようなタイトルも取り入れて良いですが、

(関連記事を増やすと上位表示しやすくなるため) 

 

極力調べなければわからない情報も記載するようにしましょう＾＾ 

 

とは言ってもリサーチ方法も、しっかりお伝えしますので安心してくださいね！ 

 

【動画】実際のリサーチ方法や記事の書き方 
 

ではここから実際にどのようにタイトルを決めて、リサーチし記事作成していくか、 

【動画】で一連の流れをお伝えしていきます。 

 

動画内ではネタ選定の部分は割愛させていただいていますが、こちらのツイートを元に

ネタを決めました。 
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「いいね数」が多いことや、こういったネタに詳しくない私でも名前だけは聞いたこと

があったので話題性はあると判断しました。 

 

ただこのコラボカフェは今回が初めてではないというのが注意点です。 

 

どういった部分を注意するかなど、動画内で解説していますので是非チェックしてみて

くださいね！ 
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動画再生はこちらから。 

 

 

 

 

 

 

 

動画内で作成した記事を参考にお見せしますね！ 

 

※動画内では物販アフィリエイトのリンクを貼るのを忘れてしまいました・・！ 

以下の記事には物販アフィリエイトも貼っていますので、そちらも合わせてご確認下さ

い。 

https://youtu.be/F_yL8zsriAo
https://youtu.be/F_yL8zsriAo
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動画内で作成した記事 
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おわりに 
 

今回は『コラボカフェ』ネタについてお伝えしてきました！ 

 

常に新しいコラボカフェやポップアップストアが全国で開催されています。 

話題になりやすくて熱いファンがつきやすいコラボカフェ。 

 

是非ライバルが少ない今のうちに「コラボカフェ」ネタを投稿してみてくださいね♪ 

 

私はこんな感じで日々実践しているトレンドネタや、ブログ情報についてメルマガで発

信しています。 

 

このレポートお届け後、自動でメルマガ代理登録をさせていただきますが、引き続きお

付き合いいただけると嬉しいです。 

 

またこのレポートについて何かわからないことなどあれば、お気軽にともみまでお問い

合わせください。 

 

 

★ともみへのお問い合わせ★ 

 

https://tomomi-ad.com/form/ 

※題名は「バスブログ」について 

にしていただけると助かります。 

 

https://tomomi-ad.com/form/
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ここまでです！  

ともみ 

ブログ：https://tomomi-ad.com/ 

Twitter：

https://twitter.com/Tomomi_0204

blog 

 

Twitter：◆Twitter URL 

https://tomomi-ad.com/
https://twitter.com/Tomomi_0204blog
https://twitter.com/Tomomi_0204blog

