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オウンドメディアとは何か？
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オウンドメディア

R&D

ブランド

ジャーナ

リズム

コンテン

ツSEO
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社会に
認知される

信頼が
より深まる

Google検索 認知 興味・関心 比較・検討 購入・シェア リピート

取材・研究
（R&D）

集客リソース
の開発

商品PRも宣伝もしない、中立の情報を提供

取材を通してコネクションやネットワークを形成
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※ R&D（Research and Dedelopment の略）研究開発の意味

ブランド
ジャーナ
リズム

R&D

コンテン
ツSEO



SEO対策された記事を入口にコンテンツマーケティングを展開する『ferret-plus』
https://ferret-plus.com
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https://ferret-plus.com/


オフィスという働く場の価値を研究し、発信するコクヨの『WORK SIGHT』
http://www.worksight.jp/
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http://www.worksight.jp/


取材を通じて研究者の方とのコネクションやネットワークを広げる『OPENLAB Review』
https://bake-openlab.com/
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https://bake-openlab.com/


あなたが手に入れるべき

オウンドメディアとは何か？
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一緒にはたらく
仲間が見つかる

集客に役立つ
強いコネクション

が増える

事業拡大の糸口
になる

商品の魅力が
伝わる
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あらゆる ”魅力” を「記事」という

コンテンツに集約させること
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『編集』



記事作成からビジネス開発まで
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価値や魅力、想い、独自性を編集

集客と事業拡大を視野に入れた編集

専門知識を検索対策（SEO）で編集



STEP 01 魅力を伝える編集
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13

POSITION

STORY

MISSION

VISION

POSITION

➡ No.1 ポジション×USP

STORY

➡ ノンフィクションの物語

MISSION

➡ ビジネスをする理由 / コア

VISION

➡ 未来の理想世界
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[1] 仕事への想い

[2] 開発ストーリー（商品コンセプト）

[3] コンテンツ紹介（記事型LP）

[4] クライアントインタビュー

[5] ビジョンとメッセージ

POSITION

STORY

MISSION

VISION



あらゆる角度から何度も伝える

新規性

意外性

優位性

人間性

社会性

貢献性
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SNSの拡散に有効



この時点で売上UPが

人によっては期待できます！
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引用：Inside THE GUILD 前編
https://note.theguild.jp/n/n89668571a2e9
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https://note.theguild.jp/n/n89668571a2e9


STEP 02 集客を視野に入れた編集
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WEB集客とは、

ブログやSNSをやることではない。

WEBを通して見込み客との

「接点」を作っていく行為である。
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参考：驚くようなクリエイティブが作られている舞台裏を探求し、様々なしごとや思想、
表現を見出していく、オピニオンメディア『milieu（ミリュー）』

http://milieu.ink/

http://milieu.ink/


事業に関連する専門家

高PVを誇るブロガー / インフルエンサー

自社と客層が似ているナノインフルエンサー

リストホルダー / 人脈が広い人間
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JV（ジョイントベンチャー）の発想

価値提供者 集客・拡散協力

良い企画があります。
コラボしませんか？

企画に困ってました。
すぐに人を集めましょう！

22



ジョイントベンチャーは

成功すると爆発的な集客を生みます
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引用：メディアのルールは変わった。今のプライドを捨てる勇気はあるか？
http://milieu.ink/column/1121
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http://milieu.ink/column/1121


STEP 03 専門知識をSEOで編集
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引用：ストレッチポール🄬公式ブログ
https://stretchpole-blog.com/

26

https://stretchpole-blog.com/
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私、大崎博之の

「ブログ」と「メディア」
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31
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「オウンドメディア」の目指す成果

① 幅広い認知の獲得

② 集客経路の拡大

③ 理想の見込客を集客
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もっとやることを増やすの？
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あなたの魅力を

『オウンドメディア編集室』が

代わりに発信します！
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売上貢献

コンサルティング 代行サポート

事務回り

★ 経営コンサルティング

★ 事務管理★ 業務改善スタッフ等
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引用：編集力の内製化は企業の強み。BAKEを支える3人のインハウスエディター
https://ferret-plus.com/9244
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https://ferret-plus.com/9244


『オウンドメディア編集室』

を実装する全体的な流れ（5 STEP）
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STEP 01 オウンドメディアの用意
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参考：お菓子のスタートアップ『THE BAKE MAGAZINE』
http://bake-jp.com/magazine/

http://bake-jp.com/magazine/


サポート内容（１）

• 独自ドメイン、サーバーの設置

• WordPress のインストール

• テーマ選びサポート＆インストール

• フォトグラファーの手配

• デザイナーの手配
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STEP 02 あなたの魅力を編集する
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[1] 仕事への想い

[2] 開発ストーリー（商品コンセプト）

[3] コンテンツ紹介（記事型LP）

[4] クライアントインタビュー

[5] ビジョンとメッセージ

POSITION

STORY

MISSION

VISION



サポート内容（２）

• 商品の魅力を整理するコンサルティング

• セルフ取材の記事化（まず5本）※ 定期的に増やします

• メルマガの執筆代行サポート

• 記事の拡散支援（SNSやメルマガ）

• SNSの活用アドバイス
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STEP 03 取材・対談・インタビュー
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参考：驚くようなクリエイティブが作られている舞台裏を探求し、様々なしごとや思想、
表現を見出していく、オピニオンメディア『milieu（ミリュー）』

http://milieu.ink/

http://milieu.ink/


サポート内容（３）

• 対談相手のリサーチサポート

• 対談場所のアレンジ手配（オンライン含む）

• スケジュール調整などの事務局代行

• インタビューの質問サポート

• 記事の執筆代行サポート（最低2本）※ 不定期作成
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STEP 04 記事の公開 / SEO対策
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参考：クリエイティブ・ファーム『THE GUILD』
https://note.theguild.jp/

https://note.theguild.jp/


サポート内容（４）

• メルマガの執筆代行

• 記事の拡散支援（SNSやメルマガ）

• SEOキーワードのピックアップ

• SEO記事の執筆代行サポート（週１目安）※ 定期的に増やします

• 解析結果をベースにしたミーティング
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STEP 5 活動資産をビジネスに転換
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サポート内容（５）

• ビジネス転換に関するコンサルティング

• 企画、アイデア、ブレストサポート

• 対面セールス（CS）、檀上セールス（PFS）の代行

• セミナー、イベントレポートの作成

• 動画コンテンツなどのオファーの作成
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週１回を目安にしたミーティング

（オンライン含む）
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『週1配信の記事』



すぐに効果が出るものなの？

優先順位は高いの？
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重要度（高い）

緊急度（低い）
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『オウンドメディア編集室』を

多面的にとらえた価値
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ライターの価値 ”言葉にする力”

① 対話による考えの整理

② 問いによる思考の深堀り

③ ライティングによる高度な

情報整理

④ ビジネス領域でのブレスト
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メディアコンサルタントとして

① リスト獲得の施策提案

② SEO対策に関する提案

③ 集客ツール運用アドバイス

④ メディアの各種活用

⑤ PRライティングの指導
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さらに価値を高めるアウトソース案

• ファッション / ヘアメイク

• フォトグラファー

• デザイナーやエンジニア

• 動画制作

• 広告運用
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ビジョン

個人やフリーランスがアライアンス
できる『未来の居場所』となる事業
をサポート、発展に貢献する。

より多くの『居場所』で自分らしく
輝ける人たちを増やす。
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