
ずらしキーワードの
�事の作り��⾨

リスティング��者ナビ PRESENTS



今回のずらしキーワードの記事の書き⽅については

PASONAの法則をもとに記事を書いていくことを

前提に説明を進めておりますが、

本コンテンツでは

PASONAの法則についての説明はしておりません。

�

「PASONAの法則」とインターネットで検索してもららうと

様々なページが説明してくれていますので

そちらでPASONAの法則、新PASONAの法則についての概要を

ご理解いただいたのち、本コンテンツをご利⽤いただくと

スムーズに内容をご理解いただけるものと思います。

はじめに
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⼀���に�えたいこと

また、当たり前ですが

「読んでくれるユーザーを意識して記事を書く」

これが最も重要なことになります。

�

ですが、このコンテンツでは

その部分は触れておらず、

どちらかというと「⼿順書」のような形で

説明をしております。

�

ですが、

常に記事を書く際に

画⾯の向こうにいるユーザーを意識して記事を書く

ということを頭に⼊れておいてください。
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ずらしキーワードの
�事の書き�の
�体的な⼿順

さて、それでは本編を始めてまいりますが

ずらしキーワードの記事の作り⽅について

基本的な考え⽅としては

「ユーザーの検索意図」

と

「商品の特徴」をベースに

その２つをつなぐものを考えて記事を作成していきます。
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そのため

①

まずはユーザーの�索��を�えて

 

②

それをベースに

それに�うような�品の�徴をピックアップして

 

③

その間のつなぎを�えて

 

④

各��をPASONAに当てはめていくのが基�です。



今回は
案件：睡眠サポートサプリ
ずらしキーワード：寝起き 辛い
で記事作成をした例をもとに説明します。
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といってもイメージがしにくいと思うので

�体的な事例を踏まえて

�事作成する⼿順を��していきましょう。

 

�回は

「��サプリ」を

「��き �い」というずらしキーワードでアフィリエイトした�を例に

�事作成を��していきます。



1ST STEP

ユーザーの�索��を�える
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ユーザーの�索��を�える
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まず��にすべきことは

「ユーザーの�索��を�える」です。

 

ですので

「��き �い」というずらしキーワードの場�

「��き �い」という

�索キーワードで�索する�の�索��を�えます。

 

つまり

「��き �い」というキーワードで�索している�は

なぜ

「��き �い」というキーワードで�索しているのか

ということを�えることから�ては�まります。



�は何かを知りたくて
�索している
基�的に

「インターネットで何かを�索する」という⾏為は

�索することで何か情�を得たい

という気持ちがあって�索しています。
 

たとえば「⽯�さとみ 彼�」

という�索キーワードだったら

⽯�さとみに彼�がいるか

どうかの情�が知りたいから�索するわけですよね。
 

ちなみに

僕は⽯�さとみ、吉�⾥帆、井川�が�きです。

（�も�いてない �）



つまり�索するという⾏為は

何か情�を得るためにしているのです。

 

だから「��き �い」という�索をしている�は

どういう情�が�しくて

「��き �い」を�索しているかを�えましょう。
 

そうするとおそらく
 

 

 

 

というような形で

「��きが�い理由」「��きが�い時の�策」

について知りたいんだろうなという⾵に�えられると思います。

�索で何が知りたい
かを�える

・��きが�いんだけども、なんでこんなに��きが�いのかなぁ

・��きが�いんだけど、もっと�覚めが良い��ないかな

・��きが�いだけど、これを�にする�策ないかな



�索��がわかるまで
��的にリサーチすることが基�
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すでに��した�り

�事はこの�索��をベースにスタートさせていくため

この�索��がしっかり理�できるまでひたすらリサーチしてください。

 

リサーチ��ですが

YAHOO知恵�やAMEBAブログ、また、�品�売ページなどで

ありとあらゆる⼿�を使ってひたすらリサーチすることをお�めします。



なお、�回は

�も簡単なリサーチ��だけ１つお�えします。

 

それはGOOGLE SUGGESTと末尾の��キーワードです。

 

たとえば

GOOGLEで「��き �い」と�⼒すると

このようになります。

 簡単
リサーチ�

リスティング��者ナビ



これを⾒ると

��き �い �気

��き �い ��

��き �い うつ

��き �い サプリ

というように並んでいますね。

 

このGOOGLE SUGGESTは

基�的にユーザーの�索回�の�いものから順に�てきます。

 

つまり

��き �いと�索している�は

・⾃�が�気ではないのか� とか

・何が��なのか�とか

・もしかして⾃�って�なの� と�配したり

・��きが�い�に�くサプリないかな

という⾵に思っているということがわかりますね。



末尾の��キーワードも�に立つ
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また「��き �い」と�索したページの末尾の

��き �いに��する�索キーワードという��も１つのヒントになります。



末尾の��キーワードも�に立つ

この��キーワードを⾒ることで

たとえば

「��き だるい」というキーワードでは

「なるほど、��きつらいを��き だるいと�索する�もいるんだな」

ということがわかりますし
 

もしくは

「��き ⼀��れてる」というキーワードからは

「なるほど、��きが⼀��れているから、それを�消したいんだな」

ということがわかりますし
 

「��きスッキリ サプリ」というキーワードからは

��きがスッキリするサプリというものをユーザーは�めてるんだなとわかりますよね。



簡単
リサーチ�
を
使いこなせ

リスティング��者ナビ

もちろん、しっかりとリサーチすることが⼤前提ですが

このように

GOOGLE SUGGESTと��キーワードを使っただけでも

⼤枠の��レベルのユーザーの�索��

というのは理�できるようになっています。

 

さて、

�くなりましたが

まず

これが��の

「ユーザーの�索��を知る」

です。

 

 

で、

�にしなければならないことが

「�品の�徴を�える」ということです。



ずらしキーワードの⽬的は
あくまでも�品を売ること
どういうことかというと

あなたが

ずらしキーワードで��している理由は�品を売りたいから

ですよね。

 

決して��だけできればいいわけではありません。

 

��してからしっかりと�品を買ってもらう

必�があります。

 

つまり

ずらしキーワードで��だけできても�味がないわけで

��が�品購�に�がらなければ�味がないわけです。



それを�えた�に���いかにそのキーワードを�品購�につなげるか

これが⼤事になってきます。

 

なので

�品を売るために�索��を�えた�には「�品の�徴」を�えてあげます。

�品購�につなげることが⽬的

たとえば��サプリの１つである

「女�の休�」の�売ページをリサーチしたら

・休�の�をサポートするサプリ

・サフラン�休�をサポート

・金時しょうが�体を温める

・クワンソウ�リラックス�果

こんな�じで�徴を洗い�せました。



ずらしキーワードをサポートできるような
�品�徴を洗い�すこと

このように

�品の�徴をしっかりと洗い�してあげましょう。

 

この�に⼤事なのが

さっきの

ずらしキーワードの�索��をサポートできそうな

�品の�徴を中�に洗い�すことです。

 

おそらく

ずらしキーワードを�える��で

��性を頭に�かべながらキーワードを�えているでしょうから

その��性に�当するものを中�に�品の�徴を洗い�しましょう。



たとえば�回の�品の場�

 

 

 

というような

「��」「�頼」に�わるような��が�品ページに�っていましたが

この��が

��の�や��きにかかわるものではないため⼀旦��しています。

 

そういう�味で

この�品の�徴を洗い�す��では

先に「ずらしキーワードの�索��」を�えて

そこから�品の�徴を洗い�すことが��です。

こんな�徴は現��では��

・フランスの�頼できるメーカーから�料を�⼿

・����み�えなし

※ 現��では��したとしても

 ��の「A(ACTION)」の��で

 利⽤できる可�性があります。



ずらしキーワードの主な⼿順の��

１．�品の�徴を�体的に��する

�り�しになりますが

ずらしキーワードを�える�に�品の�徴から、ずらしキーワードを�えるのが⼀�的なので

そこを�えるとこういう順�になります。

２．それを元に、その�徴がサポートできるターゲットを�える

３．２を元にずらしキーワードを�える

４．３のずらしキーワードの�索��を�える

５．４の�索��を元に、�品の�徴をもう１度洗い�す

キーワード

��

�事作成の

�までの��



さて、ここまできたら半��ぎたも同�です。

 

あとは前ページでいう４と５

つまり

ずらしキーワードの�索��と�品の�徴をつなげるだけです。

例えば�回の例でいくと

「��き �い」の�索��
 

・��きが�いんだけども、

 なんでこんなに��きが�いのかなぁ
 

・��きが�いんだけど、

  もっと�覚めが良い��ないかな
 

・��きが�いだけど、

 これを�にする�策ないかな

になっています。そこから、この２つの��性を⾒つけていくのです。

�品の�徴

 

・休�の�をサポートするサプリ
 

・サフラン�休�をサポート
 

・金時しょうが�体を温める
 

・クワンソウ�リラックス�果

 

 



��性は
どこだ�

�回の例でいくと

 

＜�索��＞��きが�いから、その��と�策を知りたい

 ↓

＜�品�徴＞��の�をサポートするサプリ

 

という２つですから

この間にこれを�れてあげると流れがスムーズになりませんか�

 

＜�索��＞��きが�いから、その��と�策を知りたい

 ↓

＜つなぎ＞�は��きが�いのは��の�が�いことが��。

     それを��することで��きをスッキリできる

 ↓

＜�品�徴＞��の�をサポートするサプリ

 

このように

�索��と�品の�徴をつなげるピースは何なのか

を�えてみるわけです。



さてここまでいくと

あとはそれぞれを

PASONAに当てはめるだけです。

 

ちなみに

PASONAというのは�事テンプレートのことで

この流れで書けば

売れる�事が書きやすいよというテンプレートです

P：PROBLEM（�み）

A：AFFINITIY（共�）

S：SOLUTION（�決策）

O：OFFER（�品��）

N：NARROW DOWN（�り�み）

A：ACTION（⾏動を促す）



まず、��のPとAにくるのは

「ずらしキーワードおよびその�索��」です。

 

�回の場�、「��き �い」というずらしキーワードと

その�索��
 

・��きが�いんだけども、なんでこんなに��きが�いのかなぁ

・��きが�いんだけど、もっと�覚めが良い��ないかな

・��きが�いだけど、これを�にする�策ないかな
 

の��がPとAに�当します。

 

なお、その�事を書く�に

共���で使うパーツとして

��キーワードも��にしましょう。

��のPとAのパートはキーワードの�索��
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PとAの例
なのでこんな�じになるでしょうか。

 

 

このように

ユーザーの�索キーワード

「��き �い」

と

そのサジェスト

および

��キーワードなどを使って

ユーザーの気持ちを理�しながら

その��に�り�うことで

PとAを�成させます。

 

「��の��きが�い�」

そんな⾵にお�みではないですか�

 

��きがしんどくて

��きるのがしんどすぎる・・・

 

もしかして

１⽇のうちで�が⼀��いんじゃないか

そう思えるくらい

�の��きってしんどいですよね。。。

 

あまりにしんどすぎで

「どうして、こんなに�が�いの�」

「�の��きをもっとよくする��ないのかな�」

「��きがスッキリするサプリがあれば�しいな」

なんていうことを思ってしまいますよね。

 

そこで

�回は

��きがしんどすぎる��とその�策

また、それに�立つサプリをご��します。



そして�がS（�決策）ですが

これが�索��との�品�徴のつなぎに�当します。

 

つまり

 

＜�索��＞��きが�いから、その��と�策を知りたい

 ↓

＜つなぎ＞�は��きが�いのは��の�が�いことが��。

     それを��することで��きをスッキリできる

 ↓

＜�品�徴＞��の�をサポートするサプリ

 

これにおける、つなぎの��

「�は��きが�いのは��の�が�いことが��。

 それを��することで��きをスッキリできる」

というのがS(�決策)に�当します。

�ページから３ページに�けてSの例をあげていきます。



【��きが�い��は�】

 

��きが�い��は��の�なんです。

 

�は�間

ぐっすり�れているようで

�い休�はほとんど�れておらず

�い休�ばかりになるんです。

 

しかも年�を重ねるにつれ

�い休�が�れる回�が減るため

若い�は��きがスッキリだったのに

３０歳を超えたあたりから

��きが�くなってくるというわけです

 

なので

��きが�いのを��するには

��の�を上げる必�があります。

【��】

 

こんな�じで

まずは
 

＜つなぎ＞

�は��きが�いのは

��の�が�いことが��。

それを��することで

��きをスッキリできる
 

という「つなぎ」の��

をベースに�事を�開していきます。

 

 

Sの例 1/3



Sの例 2/3
【��の�を上げる��】

��の�を上げる��ですが

 

・リラックスしながら��に�れるか

・�体を温めていられるか

 

の２つが⼤事なポイントになってきます。

 

１つ⽬の

「リラックスしながら��に�れるか」

ですが

�み事やストレスがあると

どうしても�が覚�してしまうため

ぐっすり��をとることができません。

 

なので

いかにリラックスした状�で

�体を休�させるかが⼤事なのです。

【��】
 

この��では

�に

�品��で
 

・金時しょうが�体を温める

・クワンソウ�リラックス�果
 

という�徴を��するので

Sの例 1/3で��とした

「�りの�」を��するための��

を��して

�品の�徴を��するための

前ぶりをしています。

 



Sの例 3/3
また

��の�は

�は体温に��していることがわかっています。

 

ですので

��に�る�に

体温が�いままだと、

�い��になってしまいます。

 

 

なので

できるだけ�体を��から温める必�があります。

【��】

 

つまり、�品�徴から�算して

事前に前�りを�れてあげるのです。

 

そして、ここで⼤事なのは
 

「主�をしたら��・��」
 

という��です。

 

Sの例 2/3で

リラックスと体温が��に⼤事

と�えているので

主�の�にその理由をしっかりと

��することで�得⼒が�します。



このように
 

・つなぎの��をベースにSを�開する

・�のO(�品��)につなげるための前�りをする
 

というのがSの基�的な内�です。

 

また�り�しになりますが、

�回の場��品の�徴が
 

・休�の�をサポートするサプリ

・サフラン�休�をサポート

・金時しょうが�体を温める

・クワンソウ�リラックス�果
 

であるので

Sでリラックスや体を温める必�性を�えておくことで

そのまま�品��へとつなぎやすいだろう

ということ�算してこの��を�れております。

Sの��
まとめ
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このように

�品�徴をあらかじめ把�して

ずらしキーワードから

どういうようにつなぐと良いかを頭に�れておかないと

なかなか�事は書けません。

 

だからこそ

事前に

「�索��」

「�品の�徴」

「つなぎ」

がわかっていないと�事が書けないのです。

 

ですので

Sの��では

「�品の�徴を�識しながら

 つなぎの��を�開していくことが重�だ」

と思っておいてください。

Sの��
まとめ

プランニングが⼤事



さてPASONAの中のPASまで��しましたので

�はO、つまり�品��です。

 

基�的には

PASまでで

O(�品��)への前フリはできているので

Oの��では�品を��することが

メインになります。

 

�回の場�すでにSの��で

リラックスや体を温める必�性を�えているので

その流れに乗って�品を��すれば⼤丈夫です。

 

ただ、

それ��にも重�なポイントがあるので

��の��を使いながら��していきます。

OFFER 

�品��



つまり

��の�を上げるには

・リラックスした状�で�る

・�体を温めて�る

ということが⼤事なのです。

 

なので

�る前に

カモミールティーや⽣�湯などを�むことも

あながち間�いではないんですが

�⽇

カモミールティーや⽣�湯を�んでいると

カロリー�そうだし�りそうですよね。

 

しかも��も⼤�ですし。

Oの例 1/2
＜ポイント＞

Sの�り�りで

問題を�決するために

必�な��を再��

＜ポイント＞

�料の�決策を提⽰

＜ポイント＞

�料の�決策の�点を提⽰



Oの例 2/2 そこで

おすすめなのが

「女�の休�」という��サポートサプリです。

 

この�品は

・クワンソウ�リラックス成�

・金時ショウガ���の⽣�の３�の成�を�有

・サフラン���の�を上昇

という

��に�立つ３⼤成�が�っているサプリで

1回３粒�むだけで

お⼿軽に��サポートができるんです。

 

またサプリだったら

カロリーの�配もありませんよね。

＜ポイント＞

�料の�決策ではダメだから

その�点を�える

有料の�決策を提⽰するよ

というスタンス

＜ポイント＞

この�決策なら

�料の�決策の�点を

�えることを提⽰



 

��

このような�じで

S(�決策)から0(�品��)につなげていくのですが

他にもこのO(�品��)には重�なポイントがあります。
 

それが

「その�品を使わないといけない理由を��にする」

ということです。
 

というのも

�の中には�料の�決策が��くあります。
 

その中で「わざわざ�品を使わなければ�決できない」

理由を��しないと

 

そりゃ

・�料の�決策

・有料の�決策

の２つがあれば�くの�は�料の�決策を�びますよね。



 

�料

 

有料

つまり

・�料と有料の��き

・�料で問題�決する�のデメリット

・�料では問題�決できないこと

・有料を使うことで得られるメリット

など

「�料の�決策があるにも�わらず

 お金を�って有料の�決策を�ばないといけないのか」

この��をしっかりと⾒�み�に理�させないと

⾒�み�は�料の�決策を�びます。

つまり、�品を買いません。



 

��

�回の事例でいうと

「�⽇カモミールティーや⽣�湯を�んでいると

 �りそうですよね。

 しかも��も⼤�ですし。」

という⾵に

ダイエットしたい女性に向けた��をしてみました。

 

ダイエットをしたい女性にとって

カモミールティーを�⽇�むと

カロリーが�いわけで

しかもできれば⼿軽にしたいわけです。

 

なので

サプリであればカロリーも�いし⼿軽でできます

という��点を�すことで

「�品を買う必�性」

をしっかり�えてあげる必�があります。



 

まとめ

�上がO(�品��)の��になりますが

まとめると

 

・S(�決策)までで、�品の前�りをしているから

 それを利⽤して0(�品��)をする。

 

・この��で

 「有料じゃないといけない理由」を��にしておかないと

 「まずは�料の�決策を�してみよう」

 となって�品購�に�らない

 

という��がポイントです。

�に「�料と有料の��き」「有料�品を買う理由」

をしっかりと��しないと

�はなるべく�料で問題を�決したがります。

ですので

ここはしっかりと��しながら�事を書いてください。

この��がO(�品��)の��です。



リスティング��者ナビ

�に

Nになりますが

これは

Oの��をさらに��りして

その�品がベストな理由を�ってあげます。

 

なので

すでにリサーチした�品�徴を

��りしながら��していく

という�じですね。

 

�体的には�のようになるでしょうか。



Nの例 1/2

＜ポイント＞

この�品を使うことで

得られるベネフィットを

��とともに�る

そして

この

「女�の休�」に�っているサフランですが

 

サフランの成�であるクロシンを

マウスに��した��において

サフランの�果により、

��の�の⽬�であるノンレム��が３�に�

�したとのデータもあります。

 

そのサフランを使⽤して作ったサプリが

「女�の休�」というわけです。
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Nの例 2/2

＜ポイント＞

この�品でないと

いけない理由を�る

＜ポイント＞

それにつけ�えることで

�憑性が�す情�を�れ

その�品への�味を�やす

このサフランが

「女�の休�」が��に�立つ

１つの⼤きな�徴で

サフランが貴重な成�のため

他のサプリでは

なかなかサフラン�りは⾒当たりません。

 

しかも

このサフラン、

貴重な成�のため偽物が�く�回るのですが

�州⼤�との共同研�により

DNAテストを使って

１００%�物と��されたサフランのみを使⽤

しているので��ですよね。
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このように
 

・�品のベネフィット

・この�品でないといけない理由

・�品の�味を�やす情�
 

などを�れてその�品への購買��を�やすのが

このNのパートの⽬的です。
 

�回はあくまでも

例としてこんな�じにしましたが

�回の�品の場�、
 

・休�の�をサポートするサプリ

・サフラン�休�をサポート

・金時しょうが�体を温める

・クワンソウ�リラックス�果
 

という�徴があるので、別にサフランじゃなくても

金時しょうがやクワンソウをベースに�しても良いです。

Nのポイント



正�、

サフランが良いのか金時しょうがが良いのか、クワンソウが良いのかは

もしくはそれらを２つ、３つ同時�せた�が良いのか

どういう��が良いのかはターゲット��です。
 

ですのでいろいろテストしてみて

ヒートマップを⾒ながら��して⾒ることが⼤事だと思います。

たとえば、金時しょうがやクワンソウを使う場�は

�下のようにNの��を�開し、�味をそそることができます。

金時しょうがは

体を温める成�のジンゲロールが

��の⽣�の

３��上�っているんです。

クワンソウは

沖�では休�ができない�が

休�するために使われている

�別な�物なんですよ

他の成�をNに持ってきてもよい
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できるだけUSPをこのNの��に持ってきた�が良い

ただ１つだけオススメするとしたら

�来るだけ�品のUSPに�する��をこのNの��に持ってくる

ということです。
 

というのも、たとえば

「リラックス�果」や「体を温める�果」がある成�って

正�、他のサプリとかでも�まれてそうですよね。
 

また、さっき�ったように

カモミールティーや⽣�湯でも代替できるものです。

 

つまり、Nを�んでいる��でも

「他の��サプリじゃダメなの�」や「�来るだけ�品を買わずに�料で�決したい」

と思っているユーザーが�いんです。 リスティング��者ナビ



でも、このサフランについては希���なので、

「なかなか�回ってないだろう、

 �回っていたとしても

    ��サプリには�ってないだろう」

ということが予想できますよね。

（��に�事を書く�は��リサーチをしてください）

 

つまり、

この�品にしかない�徴のためそこに買う理由が⽣じる

わけです。
 

ですので、このNで�品の��を�す�には

できるだけ�品のUSPを書いた�が

「その�品を買う理由」「その�品じゃないとダメな理由」

につながり��率が上がると思います。

USPがあれば他の�品・�決策と��されにくい
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そしてPASONAのPASONが�われば

あとは

A（⾏動を促す）のみですが

 

これは

「へ〜だったら、��品を⾒てみよう」

とユーザーが思えるような情�を

�品ページから⾒てみましょう。

 

��の��で

「�品の�徴」を�品ページから抜き�している�は

「ずらしキーワードをサポートできる�徴」という�点でしたが

�回は

「この情�を�えたらユーザーは�品��を⾒たくなるかも」

という�点で�品ページを⾒てみましょう。
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例えば�回の場�

�品ページをみてあげれば
 

・フランスの�頼できるメーカーから�料を�⼿

・����み�えなし

・�回60%OFF

・いつでも��⾃由
 

というような��がされています。
 

このように

「ユーザーの購�の�の不�を消す」情�を

Aに�れ�んであげましょう。
 

Nでも

�品に�味を持ってもらえる情�を�えよう

とお�えしましたが

Nでは「�品⾃体の性�・�徴」をメインに�して

Aでは「�品の購�時の不�を消す項⽬」を

メインに�り上げましょう。



たとえば、前ページの中で

「����み�えなし、フランスから�料を�⼿」

という��を�えると

「へぇ〜��性に重点を�いた�頼の�ける�品なんだ」

という⾵に�品に�味を持ってもらえるでしょうし

 

「�回60%OFF」「いつでも��⾃由」

という��を�えると

「ヘェ〜�回６０％OFFで

 いつでも��⾃由なら1回だけ申し�んでみようかな」

という気持ちになりますよね。

 

このように

ユーザーの不�を消して�味を持ってもらえるような��を

Aの��では��します。

Oではユーザの不�を消して、⾏動を促すことが⼤事

リスティング��者ナビ



＜ポイント＞

購�する�の不�

「何回も�わないといけない」

「�品が�いと�だ」

ということを打ち消して

背中を押す��を書く

この

「女�の休�」ですが

�期購�で�回60%OFFです。

 

しかも

よくある「�期�り」のような

��何回買わないといけないという

回�制�もなくいつでも��⾃由ですので

まずは１ヶ⽉だけでも

お�しされてはいかがででしょうか�

 

↓↓↓↓↓↓

 

＜URL>

�回はOの��に

「�回60%OFF」「いつでも��⾃由」

を�み�んでみましょう。

 

そうすると

こんな�じでしょうか。

Aの例 

リスティング��者ナビ



 

購�を�押しできる��が
�品にない場�・・・
このように

�品購買における不�を消して

�品購�を�押しすることがOのパートの�⽬ですが

�回の�品のように

「�回60%OFF」「いつでも��⾃由」

というような「不�を消す�徴が」

�品によっては、�在しない場�もあります。

（また��OKという��を�れるのが

  ����の�件もあります。）

 

その場�、どうするかといえば

「⾒�み�が⼿に�れたい未来」を

メインに押すことで購�を�押ししてあげましょう。
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＜ポイント＞

ユーザーが

イメージして、

その未来が�しくなるような

�るい未来を提⽰する。

Aの例  ver2 

たとえば僕なら

・��スッキリ�きれる

・�が�くなくなる

というように

「⾒�み�が⼿に�れたい未来」を

メインにこのOの��を�開することで

⾒�み�の購買を�押ししてあげます。

このように

��をサポートしてくれる成�が

たくさん�っている

「女�の休�」であれば

ぐっすり�れそうですよね。

 

ぐっすり�れると

�がスッキリ⽬覚められて�く�くなく

むしろ、�が�しくなるんです。

 

あなたも「女�の休�」を使って

��きがスッキリして���きるのが�しくなる

そんな��⽣活を⼿に�れませんか�

 

↓↓↓↓↓↓

 

＜URL> リスティング��者ナビ



まとめ

�上のように

Oの��には
 

基�的には

不�を消して⾏動を促す情�を
 

また、それがなければ

理想の�界を�ることで

⾒�み�に「そうなりたい」と思ってもらうことで

⾏動を促す情�を�れてあげましょう。
 

もちろん、

���れられるのであれば

�れてもらっても構いませんし

うまく書けると

そちらの�が�品ページ��率は上がると思います。
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ずらしキーワードの主な⼿順のまとめ

１．�品の�徴を�体的に��する

 

つまり、ずらしキーワードの�事を書く⼿順をまとめますと

２．それを元に、その�徴がサポートできるターゲットを�える

３．２を元にずらしキーワードを�える

４．３のずらしキーワードの�索��を�える

５．４の�索��を元に、�品の�徴をもう１度洗い�す

キーワード

��

�事作成

��パート

６．４と５の「つなぎ」を�える



９．５をベースにしてPASONAのOを書いていく

10．５をベースにしてPASONAのNを書いていく

PASONA

で

�事�筆

��作成

11．購�を�押しできる情�でAの��を書いていく

７．４をベースにしてPASONAのPとAを書いていく

８．６をベースにしてPASONAのSを書いていく

※ �に�品��があることを�識して

 �品�徴につながるような前�りをこのSでしっかりとしてあげる

※ さらに�料の�決策がある中で

 わざわざ�品を買って�決しないといけない理由を�える

※Oの��をさらに��りして（できればUSPで）

 その�品がベストな理由を�えて�品に�味を持たせる

※�品購�の不�を消して購�を�押しできる情�
 もしくはなければ、⾒�み�の未来を提⽰する。



�上で�コンテンツは�了です。

�上の内�がずらしキーワードの�事作成の�に

�しでも��になれば�いです。

ありがとうございました。 リスティング��者ナビ


