
[動画版] 

作業はたった１時間！ 
 

ブログの過去記事を 

テンプレート通りに 

書き直すだけで 

次々に検索上位を獲得した 

リライト戦術とは？ 
 

毎日新しい記事を書かなくても、キーワード選びに頭を悩ませな

くても“あるツール”を使うだけでお宝キーワードが見つかる新手

法をこの場ですべてお話します。 

 

検索上位獲得が続出！ 

リライト実践ワークセミナー 
 



検索上位を次々に獲得した 

リライト戦術をあなたへ 
どうも、まつです。 

いきなりですが、まずは下記のデータをご覧ください。 

 

キーワード「ブログ 初心者」で 

42.5位→10.7位まで上昇（現在は１位） 

 

 

キーワード「個人ブログ」で 

58.3位→7.2位まで上昇 

（現在は 1.8位）。 



 

キーワード「ブログが書けない」で 

102.2位→3.9位まで上昇（現在は１位）。 

 

これらは過去記事をテンプレート通りにリライトした結果です。 

今回お伝えするリライト手法で、新しい記事を書くよりもはるかにカンタンに、時間をかけず

検索上位を獲得することができました。どれも特別なことではなく、誰でも出来る方法です。 

 

お客さまの声 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ブログは正しい手順で行えば、必ず一定以上効果を出すことができま

す。そろそろ結果を出すための正しい方法を学んでみませんか？ 

 



あなたは 

SEO対策やアクセスアップでこん

な事に悩んでいませんか？ 
 

✓ 「毎日更新が良い」と聞いてせっせと記事をアップしているが、検

索順位が上がる気配がない 

✓ ブログの更新をやめた瞬間にアクセスがガクッと落ちるからいつま

で経っても安心できない 

✓ 安定して稼ぐためにブログを始めたはずが、今はアクセス数が落ち

るのが怖い 

✓ ブログがいつまでたっても収益化する気配がない 

✓ 基本的な SEO対策はしてるはずなのに検索順位が上がらない 

✓ ひたすら書くのを続けてきたけど、アクセスが増えなくてモチベー

ションが下がってきた 

✓ ５０記事を越えたら検索からのアクセスが増えるって聞いたけど全

然増えない 

✓ 過去記事を書き直したことはあるけど、特に何も変化はなかった 

✓ 検索ユーザーの役に立つ記事を書いているはずなのに成果に繋

がらない 

✓ ブログを資産化してお金を生み出すようにしたいけど資産化がで



きない 

✓ 自分のブログが検索で上位表示されるイメージが湧いてこない 

✓ ブログを分析しようとしても何をどう見れば良いのかわからない 

✓ 自分の記事と検索上位の記事に大差ないように見えるのに、アク

セス数に差がありすぎる 

などなど、、、 

あなたがもしこんな悩みを抱えているなら 

このページをそのまま読み進めてください。 

あなたのブログを劇的に変える方法をお伝えします。 

 

１月２１日のセミナー直後、 

検索上位獲得が続出 
まず僕はあなたに謝らなければいけないことがあります。 

「何か？」というと、リライトセミナーはもう既に１月２０日、２１日に行っており、 

今回もほぼ同じ内容で開催しようと思っているからです。 

 

何故そんなことをするのか？というと、 

今回のセミナー後、あまりにも高確率で検索上位になり、アクセスが増える現象が発生した

からです。しかもリライト後、１日２日での話です。 

 



検索順位って、数週間や月単位での変動が普通なのにこの速さは異常です。 

 

「これはいかん。この方法をもっと多くの人にシェアすれば、集客に悩む人達にものすごい力

になるぞ！！もう一度しっかりと告知をして人を集めなければ！」と思ったのがきっかけです。 

 

なんせ前回は１月２０日・２１日開催のくせに１月５日に告知しましたからね。いくら何でも遅す

ぎです。お正月だからと言って悠長に家族とおもちを食べて人狼ゲームにいそしん

でいる場合ではありませんでした。 

 

これはおそらく 

「ブログを書いているけど思うように伸びない人」を確実に救える方法です。 

少なくとも僕はそう確信しています。 

もし今、現時点であなたがブログを更新する気力を失ってしまい、 

やる気が失われつつあるなら、まず真っ先に次の問題を解決すべきでしょう。 

 

毎日記事を書き続けても 

検索順位が１ミリも上がらない問題 
ここでちょっと僕の身近にいた方：Y さんのブログのお話をさせてください。 

 

僕が以前、教えていた方で Y さんという方がいました。 



Y さんは会社員の男性の方でブログを始めたのは半年ほど前。 

ブログのテーマは投資で、主にお金や投資に関するブログを書いていました。 

記事数は３ヶ月ほどで５０記事～６０記事ほどでした。 

 

副業としてブログを始めたものの、 

１ヶ月１７～２０記事ペースは素晴らしい更新頻度です。 

そして Y さんは「いずれはブログだけで暮らせるほどのお金が手に入れば…」と考

えていました。 

 

でも実は、、、 

Y さんはある問題を抱えていました。 

 

それは何か？というと、 

ひたすら毎日更新を続けても 

一向にアクセスが増えなかったのです。 

 

100記事書いて 

１日 100PV も集まらないブログ 
 

僕としては信じられない数字ですが、 



Y さんのブログは１００記事近くになっても 

アクセス数（PV数）は５０～１００程度でした。 

日記ブログならこのPV数はありえますが、SEO対策をしてこのアクセス数は少なすぎます。 

 

でも Y さんは 

毎日更新を守っていたにもかかわらず、 

アクセス数が増えなかったのです。 

 

そこで僕は改善しなければと思い、 

アドバイスをさせていただいたのですが 

そこで更なる問題があることが発覚しました。 

 

毎日更新シンドローム 
正直、ブログが１００記事近くになっても増えないのは大問題です。 

１００記事あれば３００～５００PV は確実に集まります。これは煽りでもなんでもなく最低ライン

で１日 300～500PV数くらいなら余裕なのです。 

さらにいうと質の高い記事が多数あれば 

そこからは右肩上がりでグングンアクセスは上がっていきます。 

 

現に僕のクライアントさんのブログは 

週一更新でも５００～８００PVは集まっていますし、 



その他の方でも５０記事未満で２００～３００PV集まっています。 

僕もブログの更新をサボり気味な時もありますが、平均アクセスはむしろ上がっています。

正しいやり方で実践すれば、半年間真面目に更新して成果が出ないのはあ

りえないのです。 

 

そこで僕は Y さんに 

「毎日更新をするのも大事ですが、見直しも大切ですよ」 

「更新頻度が落ちてもいいですから、読者に配慮した記事を書けるようにしましょう」 

「読まれない記事はメンテナンスを入れていきましょう」 

と、日々お伝えするようになりました。 

 

そして、そのためには具体的にどう考えるべきなのか？ 

なぜ、毎日更新よりも質を重要視することが大事なのか？ 

ということをお伝えしました。 

 

しかし、、、 

Y さんは、半年間毎日更新を続けてきた結果、 

ブログを毎日書かないと気がすまない状態になってしまっていました。 

本当はブログ全体を見直すべきなのに、毎日更新をしないと他のことが全く手に付かない

状態になってしまったのです。 

 



記事の書き方が合っているか間違っているかも関係なく 

成果が出るか、出ないかも関係なく、ただただ更新するだけの日々を選んでしまったのです。

これでは成果が出るわけがありませんでした。 

 

僕の教え方が悪いから改善できなかったのか？と悩むこともありましたが、成果が出ない方

法を続けさせる訳にはいきませんでした。しかし、何度言っても Y さんには想いは通じませ

んでした。 

 

明らかに成果が出る方法があったのに、です。 

この時、僕はものすごく歯がゆい想いをしたのを覚えています。 

 

検索順位が 

一向に上がらない人の特徴 
ブログの検索順位が一向に上がらない人は 

たいていずっと上がりません。 

そして検索順位が上がらないということは、アクセス数も当然伸びません。 

アクセス数が伸びなければ収益も伸びませんから、モチベーションが上がるはずもありませ

ん。 

 

では検索順位が上がらない＝アクセス数が増えない人には 



どんな特徴があるのか？というと、見直しをしないということです。 

 

検索順位が上がらない人は 

順位を上げたい願望を持っているにもかかわらず 

「検索順位を上げるために何をすべきか？」を全く知りません。 

もっと言えばそれを検証して確かめようとしません。 

 

アクセス数が増えない人は「アクセス数を伸ばしたい！」と望んでいるにもかかわらず「アク

セス数を伸ばすためには何をすべきか？」を知りません。なのにアクセス数ばかり気にして

いたりもします。 

 

つまり、結果が出ない人は 

本当に今のやり方が本当に正しいか調べないし、 

考えないし、確かめないし、当然見直しをしないのです。 

いや、考えないというよりは確かめようとしない、の方が正しいかもしれません。検証したデー

タを基に見直しをして修正する、という至極当然の作業をしないのです。 

どういう方法が正しいのか？ 

を検証しないのにアクセスが伸びるのを期待するのは 

雨乞いや神頼みをすればアクセスが上がると思っているようなものです。 

 

望めばアクセスが増えるなら嬉しいですが、 



現実にはそんなことありえないのです。 

 

しかもこういった「何も考えないブログ更新」は 

更に重大な問題を引き起こしているのです。 

 

Googleの評価を下げる 

コンテンツの量産 
ちょっとここで僕のお仕事のお話をすると 

僕がブログ初心者に教える際には「とにかく毎日記事を書いてください」とお伝え

するようにしています。 

 

これはどんな人相手でも同じことを言います。 

 

これはなぜか？というと、 

毎日更新すればブログの評価が上がるからではなく 

ブログを書く習慣を作ってもらうために言っています。 

ブログの基礎中の基礎は「書く力」ですから、まずはこれがないと話になりません。 

 

まずは書くことに慣れてもらうために 

「どんな内容でも良いから毎日書いてください」 



とお伝えしているのです。 

 

だからブログのアクセスアップのために 

毎日書いてもらっているわけではないのです。 

そもそもブログを書くだけで成功するなら誰も苦労しません。 

それで上手くいくなら僕も毎日更新してます。笑 

 

でも実際はブログを毎日更新するだけでは 

ビジネスになりませんし、そのまま続けていると「好きなようにしか書けなくなるリスク」すらあ

ります。 

好きなことを思いのままに書くのはさぞかし気持ちいいでしょうが、それを毎日続けても現実

は変わりません。他人が好き勝手書いた記事を読みたい人なんていません（知り合いでも

読まないかもしれません）。 

 

誰にも求められない記事を量産していても 

検索エンジンにとっては邪魔なだけです。 

そして質の悪い記事が大量にあることで、 

Googleの評価は逆に下がっていきます。 

記事の質次第で、毎日更新はプラスにもマイナスにもなり得るのです。 

 



Googleは 

ブログ全体を評価している 

これは多くの人が知らないことですが、 

Googleは記事だけではなくブログ全体を評価しています。 

つまり、最新記事だけ質が高くても過去記事が悪い場合、検索順位は上がりにくくなってし

まいます。 

 

このことを知らずに毎日更新を続けていても 

検索順位やアクセスが上がることはありません。 

 

最新１０記事の質が高いよりも 

１００記事すべての質がそこそこ高い方が評価は上がります。 

 

そして評価が上がることで 

ブログの中にあるすべての記事の検索順位が上がりやすくなり、アクセス数が増えやすくな

ります。 

現に僕のブログは最新記事を書くたびに 

検索上位に上がりやすくなりました。 

 

記事を１つ１つ独立して見るのではなく、 



ブログ全体を一つとして見ることで 

評価はカンタンに上げることができるのです。 

 

Googleは記事ではなく  

ブログ全体を総合評価している 

と考えれば、定期的に見直し（リライト）をするのは当然だと思いませんか？ 

 

ブログの最大の特徴は 

何度でも書き直しができること 

ブログは他のメディアと違って何度でも書き直しができます。 

更にいうと更新の日付を変えることも可能です（２０１５年の記事を書き直して２０１８年にする

こともできます）。 

 

古い記事を最新版に書き直せば新しく記事を書かなくても 

少ない労力で書き直しができる上、検索での評価も上がります。 

 

僕が書き直した過去記事はほぼ検索１ページに食い込み、毎日アクセスを集めてくれるよう

になりました。また過去記事を今読んでみると明らかに質が低く、リライトをすると気持ち的

にスッキリするのも良いです。笑 

 



これもブログの良いところですね。 

何度も書き直しが出来るのがブログの特徴でもあり 

他のメディアにはない最大の強みなのです。 

 

検索上位をバンバン獲得するカギ

はすべての記事を資産化すること 

「ブログは何度でも書き直しが出来る」ということを踏まえて、 

あなたのブログが検索上位に食い込み、右肩上がりでアクセスを増やしていくためにはどう

すればいいのか？というと、 

 

すべての記事を資産記事に換えること 

 

です。 

すべての記事を資産性の高い記事に換えることで、いもづる式にブログの検索順位を上げ

ることができます。先程「Google はブログ全体を評価している」とお伝えしましたが、これは

言い換えれば「１つの記事はブログ全体の評価に関わる」という意味でもあります。 

 

つまり手抜きをした記事も、 

読者に配慮されていない記事も、 

SEOを意識していない記事も 



すべて Googleの評価に含まれているということです。 

 

スラムダンクで鬼コーチだった頃の安西先生が 

「お前のためにチームがあるんじゃねえ。 

チームのためにお前がいるんだ」 

という名言を発したことがありましたが、そんなイメージです。 

 

良質な記事はブログ全体の評価を上げるし、ブログ（トップページやカテゴリーなど）の評価

を上げることでも記事全体の評価が上がります。 

すべての記事を良質な記事に書き換え、資産価値を上げることで、ブログの資産価値も大

きく上げることが出来るのです。 

リライトワークで 

ダメ記事を資産記事へ 

良質な記事は 

さらに良質な資産記事へ 
今回、お伝えするリライト術は 

僕が普段使っているリライトテクニックをテンプレート化し、 

A４のワークシートにまとめてあるものです。 

 



リライトをする際はどんなツールを使えば良いのか？ 

何をどう見て改善策を考えればいいのか？ 

 

テンプレートに沿って改善方法を実践すれば 

読者にも喜ばれ、Googleにも評価される記事へ変えることができます。 

当然、検索順位も高確率で上がりますし、何よりアクセス数が伸びやすくなります。 

 

３ヶ月で１０PV も来ないようなダメ記事を 

検索上位を獲得する資産記事へ。 

 

逆にアクセスの柱になっているような記事は 

更に検索上位に切り込める最高の資産記事へ。 

 

検索ユーザーが求める最高のコンテンツに変えるためには何をすべきか？をテンプレ

ート化して、実践を通じて身体で身につけてもらいます。 

 

テンプレートはいつでも活用できるので、印刷して使っていただければさらに効率よく、検索

に強い記事を作ることができます。作業に迷わないように万全にコンテンツを用意していま

す。 

 



リライト実践ワーク詳細 
さて、いよいよリライト実践ワークの詳細です。 

今回のリライト実践ワークでは、実際に検証して成果を上げた方法を余すことなくお伝

えします。 

 

実践ワークでお伝えする内容の一部をお伝えすると 

 

埋め込むだけで検索順位が上がる！？意外と知らないサーチコンソールを使っ

たお宝キーワードの発掘方法とは？ 

ブログ運営をしている方の多くは知りませんが、実はサーチコンソール（WEB マスターツー

ル）には多くのお宝キーワードが隠れています。あなたにしか見えないお宝キーワードを使う

だけで SEO 効果を上げることが出来ます。ではどこでどうやって発掘すればいいのか？そ

の方法を詳しくお伝えします。 

 

資産性の高い記事とは具体的にどういう記事なのか？ 

長期間、お金を生み続ける記事を増やすための考え方とは？ 

「資産性の高い記事を書け」とよく言われますが、資産とはアクセスやお金を生み出す記事

のことです。では資産性の高い記事を増やすにはどうすればいいのか？そのやり方を詳し

くお話します。 

 

お金にならない記事をバッサリ捨てるのはもったいない！？お金にならない記



事を活用してお金にする方法とは？ 

過去記事を整理していると、ブログに貢献している記事と全く貢献しない記事が出てきます。

でも実は貢献していない（お金にならない）記事でも“ある部分”を工夫するだけで稼げる記

事に換えることができます。一体それは何なのか？詳しくお伝えします。 

 

闇雲に書き直すのは逆効果！？リライトで手直しすべきポイントは３つ。ではそ

の３つをどう見直すべきなのか？ 

よく「リライトしました」と言って適当に書き直すだけの人がいますが、リライトは闇雲に書き直

しても意味がありません。具体的には３つのポイントに沿ってリライトを行う必要がありま

す。ではその３つとは何か？当日、詳しくお話します。 

 

ブログアフィリエイトで月１万円以上の成果を出すために考えなければならない

SEO とアフィリエイトの組み合わせ方とは？ 

ブログでコンスタントに１万円以上稼ぐためには、ただ単に検索順位を上げるだけではなく

「検索順位を上げる＝お金になる」という状態にしなければいけません。では検索順位

を上げながらお金を稼ぐためには何をすべきなのか？その思考方法について詳しくお話

します。 

 

結局、検索１位を取るために大事なのは Google ではなく○○！！では○○を

大事にするとは何なのか？ 

検索上位が取れる人と取れない人の差は Google対策が出来ていないからではなく○○を



大切にできていないからです。では○○を大事にした記事にを書くにはどういう考え方が重

要なのか？詳しくお伝えします。 

 

意外と知らない！？リライト記事を最新記事っぽく公開する意外なテクニックと

は？ 

これは裏技的なテクニックですが、リライト後に“ある部分”をいじるだけで最新記事に見立

てて投稿することができます。意外と知られていない方法ですが、セミナーにてやり方をお

話します。 

 

これだけでブログの検索順位が上がる！！やるだけで順位が上がる被リンクテ

クニックとは？ 

意外と意識されないのが被リンクテクニックです。被リンクテクニックを適切に使うことで複

数の記事の検索順位を一気に引き上げることができます。では具体的にどういう風に考え、

テクニックを使えばいいのか？参加者のみにこっそり教えます。 

 

長期間、検索上位を獲得するために覚えておくべき○○記事と○○記事の違

いとは？ 

ブログの資産価値を上げ、長期間検索上位をキープするためには○○記事と○○記事の

違いを明確に理解する必要があります。この違いを理解することでロングテール記事を量

産し、細く長く読まれる記事を増やすことができます。当日は○○と○○記事の違いを詳し

くお伝えします。 



 

ブログの検索順位を１００位以下から検索１ページ目に引き上げたリライトの具体

的な流れとは？ 

僕がリライトした記事の中には検索順位１００以下から検索１ページまで上げた記事がありま

す。そこで行った具体的なリライト作業も含めて内容の中でお伝えします。 

 

リライトするなら○○数が多いキーワードを狙うべき？アクセス数が増えやすい

過去記事を３秒以内に見極める方法とは？ 

リライト対象の記事を探す際に最も魅力的なのは「○○数が多い記事」です。○○数が多け

れば多いほど、検索順位が上がった時に大量アクセスが獲得できる可能性が高いからで

す。では○○数とは何なのか？セミナーにて詳しくお話します。 

 

Google の評価アップは記事の○○がカギ！地味に Google の評価を上げる書

き直し方とは？ 

Google の評価を上げるには記事の○○に注目し、重点的にコンテンツを作り込む必要が

あります。○○を中心に手直しすることで地味に評価を上げることができます。では○○と

は一体何なのか？当日、詳しくお伝えします。 

 

リライトの更新前に見直しがちな○○○チェック。スマホユーザーを満足させる

ために必ずやるべきこととは？ 

リライトをする際、多くの人がついつい見逃しがちな部分があります。それらを細かくチェック



することでスマホユーザーを満足させることができ、ブログの評価や検索順位のアップにも

繋がります。ではスマホユーザーの満足度を上げるためにすべきこととは何なのか？セミナ

ーにて詳しくお話します。 

 

これだけでブログのアクセス数が１０％以上アップ！？意外と知らない記事、カ

テゴリー、トップページの連携術とは？ 

リライトというと記事だけに注目する方が多いですが、それだけではもったいないです。もっ

と広い視野で記事、カテゴリー、トップページまで注目して手直しをすることでより全体の検

索順位やアクセス数を増やすことができます。ではそれぞれどこを見て直していけばいい

のか？詳しくお伝えします。 

 

などなど、、、 

セミナーではこれらの内容を実践ワークも踏まえてお伝えしています。 

「こんなに量こなせるの？」 

と思うかもしれませんが、すべてワークシートの中に詰め込んであるので心配いりません。 

実践ワークをこなしていくだけで自然と身体に染み込んでいくように資料をお伝えします。 

 

 

実践ワークセミナーが終わる事には過去記事を 

リライトしたくてしたくて仕方がなくなると思います。笑 

それだけのものをご用意しているので、是非楽しみにしていてくださいね。 



 

特典があります 
この時点で内容は盛り沢山すぎるくらい盛り沢山ですが、 

今回ご購入いただいた方には以下の特典もおつけいたします。 

 

まつ運営のブログオンラインスクール 

「ざ・わーどぷれす」一ヶ月間無料特典 

 

僕が運営するオンラインブログスクール「ざ・わーどぷれす」への１ヶ月無料参加権利を差し

上げます。 

主なサービス内容を挙げると 

・WordPressの使い方でわからないこと 

・ブログの方向性 

・ブログの更新グループ 

・イベント告知グループ（オンラインセミナーや交流会の告知） 

・自己紹介グループ 

・雑談グループ 

などの 5つのグループを運営していますので、 

是非あなたのブログ運営に役立ててください。 

 



メールなどでの個別質問権利（一週間限定） 

セミナー参加者の方には 

１週間、まつにブログのことで好きなだけ質問することができます。 

文字数、回数に制限はありませんので気が済むまでご利用ください。 

 

特典をまとめると 

■まつ運営のオンラインスクール「ざ・わーどぷれす」への一ヶ月間無料特典 

■まつへの個別質問権利（一週間限定） 

がついてくるということです。追加料金がかかるということはございませんのでお気軽にご利

用くださいね。 

 

動画版の価格について 
ではでは気になる価格ですが、 

今回は 10000 円で考えています。正直、これだけの結果が出ているのに完全に安すぎで

すが、より多くの方にこのノウハウ、手法が届いてブログで豊かになって欲しいと考えていま

す。 

 

リライト実践ワークを丁寧にこなせば、高確率で検索上位が獲得できます。 

リライト後、１週間～３週間～１ヶ月目とじわじわ順位が変わるのを感じるはずです。

しかもブログのジャンルに関係なく、すべてのブログに応用できる方法です。 

更にその中でも効果の高かったリライト戦術を出来るだけ噛み砕き、具体的な



流れをご紹介しています。 

 

特にいま 

☑ブログを資産化し、安定してアクセスが集まる状態にしたい 

☑書けば書くほど検索順位が上がる感覚を味わってみたい 

☑記事を書くモチベーションを取り戻したい  

☑検索順位を上げる正しい方法が知りたい 

☑最新の SEOの概念や考え方を身に付けたい 

などと考えているなら、確実におすすめできます。 

 

是非、少しでも今のブログを良い方向に変えていきたいとお考えなら、ぜひ動画を観てあな

たのブログが生まれ変わるお手伝いをさせていただければ幸いです。では、動画のご購入、

お待ちしております。 

 

[動画版] 

検索上位獲得者が続出！リライト実践ワークセミナーの動画を今すぐ

購入する 

※別途クレジットカード手数料がかかります。銀行振込ご希望の場合は「matsu01@arata01.info」までその旨お伝え下さ

い。またセミナー１週間前を過ぎましてのキャンセルの場合、返金対応は受け付けできませんのでご了承ください。 

https://my39p.com/p/r/dYxwqnND
https://my39p.com/p/r/dYxwqnND
mailto:matsu01@arata01.info

