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オウンドメディアとは何か？
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オウンドメディアとは…

Owned= 自ら所有する（独自ドメイン）

Media＝ メディア（媒体）
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ブログ？
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オウンドメディアって

何？？

ホームページ？



美容室 Lish｜都賀・四街道のヘアサロン・美容院 リッシュ（ホームページ）
https://lish-hair.com/
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https://lish-hair.com/


まじまじぱーてぃー│あんちゃ（ブログ）
https://www.mazimazi-party.com/
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https://www.mazimazi-party.com/


超・ざっくり説明するなら、

日々の更新を前提にした

雑誌のようなWebsite
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cocorone [こころね]｜あなたの毎日に、小さな素敵を添えてする
https://ccrne.jp/ 8

https://ccrne.jp/
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• ホームページ ＝ WEB上の商品カタログ

• ブログ（Type A）＝ 社長の日記
昔のWeb集客

• ブログ（Type B）＝お役立ち記事

• ブログ（Type C）＝雑誌のような企画
オウンドメディア



10

｛アメブロなどの他社プラットフォーム｝

• 始めるのが簡単

• SNS型であればコミュニティ内部での拡散が期待できる

• ブランドイメージに良くも悪くも影響

• サービス停止など、主導権はプラットフォーム側にある

｛ワードプレスなどの独自ドメイン利用｝

• ドメイン取得、サーバー管理、などの知識が必要

• SEOまたはSNSと連動しなければ拡散性は期待できない

• ブランドイメージを独自のスタイルで確立できる

• 運営の主導権は自分たちにあり、記事を資産にできる



なぜ、今なのか？

「オウンドメディア」３つの魅力
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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

12



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、中立で役立つ情報を提供

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
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潜在層
PR、SNS、YouTube、展示会、テレビCM

顕在層
ホームページ、SEO対策、

インスタグラム

見込客
メール、LINE

チャット、対面営業

ここに効く！



サイボウズ式 | 新しい価値を生み出すチームのメディア
https://cybozushiki.cybozu.co.jp/ 15

ユーザー、生活者との

最初の接点として

継続的に面白い

コンテンツを提供して

ファンをつくる

https://cybozushiki.cybozu.co.jp/


北欧、暮らしの道具店
https://hokuohkurashi.com/ 16

ECサイトの

オウンドメディア化

として代表的な事例

世界観、ブランディング

の取り組みが秀逸

https://hokuohkurashi.com/


リーディング＆カンパニー株式会社
https://lrandcom.com/ 17

https://lrandcom.com/


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
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潜在層
PR、SNS、YouTube、展示会、テレビCM

顕在層
ホームページ、SEO対策、

インスタグラム

見込客
メール、LINE

チャット、対面営業

ここに効く！



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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お役立ち記事は

SEO対策を意識して

Google検索を味方にする

信用できる

情報提供者としての

ポジションを確立する

https://ferret-plus.com/


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
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潜在層
PR、SNS、YouTube、展示会、テレビCM

顕在層
ホームページ、SEO対策、

インスタグラム

見込客
メール、LINE

チャット、対面営業

ここに効く！



SELECK [セレック] | 現場の事例から学べるビジネスメディア
https://seleck.cc/
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共創を信念とした

同業種同士のコラボ

で認知を拡大

新たな知見を獲得する

R&D（研究開発）として

の位置づけを発揮

https://seleck.cc/
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業界内で話題となる

かなりニッチな作りこみ

お菓子と一口に言っても

切り口が複数考えられる

という事例

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/

https://bake-openlab.com/


オウンドメディアとは…

“３つの魅力” を「記事」という

コンテンツに集約させ、

Web を通して

将来のお客様との接点を作る媒体
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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
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潜在層
PR、SNS、YouTube、展示会、テレビCM

顕在層
ホームページ、SEO対策、

インスタグラム

見込客
メール、LINE

チャット、対面営業



重要度（高い）

緊急度（低い）
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売れる前提を作る！



しかし…！！

オウンドメディアを作り始めると、

ホームページも新しく作りたくなる…



美容室 Lish｜都賀・四街道のヘアサロン・美容院 リッシュ（ホームページ）
https://lish-hair.com/ 30

https://lish-hair.com/


月間Web管理費

数百円でホームページとオウンドメディア

の両方を運営していくスタイルを提案



WordPressテーマ一覧 | ワードプレステーマTCD
https://design-plus1.com/tcd-w/wp-tcd 32

https://design-plus1.com/tcd-w/wp-tcd


WordPressテーマ「OPENCAGE」
https://open-cage.com/ 33

https://open-cage.com/


TCDやOPENCAGEをはじめ、

テンプレートの購入コストは低い！



効果的に記事を制作する３ステップ
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STEP01: 自分たちの魅力を伝える記事

STEP02: お役立ち記事をSEO対策する

STEP03: SNS拡散を視野に入れた記事



STEP 01 魅力を伝える記事
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ベースとなるホームページを作る



Inside THE GUILD 前編
https://note.theguild.jp/n/n89668571a2e9
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https://note.theguild.jp/n/n89668571a2e9
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POSITION

STORY

MISSION

VISION

POSITION

➡ No.1 ポジション×USP

STORY

➡ 商品／ブランドストーリー

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] はじめに [Concept Story]

[2] プロフィール、実績

[3] 商品・サービス案内

[4] お客様の声、事例インタビュー

[5] CTA [お問合せ、メルマガ登録]

POSITION

STORY

MISSION

VISION



STEP 02 お役立ち記事でSEO対策
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Google検索で見つかる仕組み



暮らしニスタ｜知りたい！教えたい！暮らしのアイデアがいっぱい！
https://kurashinista.jp/ （SEO流入が60倍! 月500万UU突破） 41

https://kurashinista.jp/
https://ferret-plus.com/11766


42
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新規性

意外性

優位性

人間性

社会性

貢献性

SNSでの拡散に
有効な切り口



STEP 03 SNS拡散を視野に入れる
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いよいよ、オウンドメディアとして始動



cocorone [こころね]｜あなたの毎日に、小さな素敵を添えてする
https://ccrne.jp/ 45

https://ccrne.jp/


cocorone編集部メンバーを紹介してみる｜とみこ｜note
https://note.mu/tomikotokyo/n/n21b6b02b15af

46

オウンドメディアを

お客様や仲間たちと一緒に

作っていくのも醍醐味

ライター陣のそれぞれが

SNS（特にTwitter）に強いと

記事の拡散や口コミに貢献する

https://note.mu/tomikotokyo/n/n21b6b02b15af
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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/


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！
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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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「オウンドメディア」の目指す成果

① 既存のつながりを強化

② 見込客との新たな接点

③ 売上の前提を整える
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（認知UP、PR効果、ファン作り）



すでにけっこう忙しいんだけど…

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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マーケティングまわり

自社リソース 外注

事務まわり

★ 起業家／経営者本人

★ 在宅秘書★ 業務スタッフ等
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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


具体的に、私は何をするの？
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『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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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、サーバーの契約

• ルートドメイン、サブドメインの設置

• 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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POSITION

STORY

MISSION

VISION

[1] はじめに [Concept Story]

[2] プロフィール、実績

[3] 商品・サービス案内

[4] お客様の声、事例インタビュー

[5] CTA [お問合せ、メルマガ登録]



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

• ホームページ用のメイン記事（3～4本） ※ 定期的に増やします

• メルマガ、SNSの執筆サポート（不定期）

• 記事の拡散支援（SNSやメルマガにて不定期）

• プレスリリースの制作

• 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

61

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）

• クライアントインタビューが中心

• 事例紹介、お客様の声を見える化

• 取材、文字起こし、その他ヒアリング代行

• ZOOMなどのオンライン操作サポート

• 記事の執筆代行
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STEP 04 記事の公開 / SEO対策

63

暮らしニスタ｜知りたい！教えたい！暮らしのアイデアがいっぱい！
https://kurashinista.jp/ （SEO流入が60倍! 月500万UU突破）

https://kurashinista.jp/
https://ferret-plus.com/11766


サポート内容（４）

• SEOキーワードのピックアップ

• SEO記事の執筆代行

• SEO記事の書き方指導

• 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、壁打ちサポート

• 対面セールス（CS）、檀上セールス（PFS）のシナリオ制作

• 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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月１回を目安にしたミーティング

（オンライン含む）

67

『月3本の記事納品』
※納品記事の内容により変動あり

品質が大切。

YouTuber が週に1～2回の配信なのは、

クオリティにこだわっているから。

だからこそ成果につながりやすい！



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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対面営業／セールス

見込み客の開拓

提案資料の制作
オウンドメディアを

中心にしたWeb集客の実行
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潜在層
PR、SNS、YouTube、展示会、テレビCM

顕在層
ホームページ、SEO対策、

インスタグラム

見込客
メール、LINE

チャット、対面営業



重要度（高い）

緊急度（低い）

71

売れる前提を作る！



『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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月３本の記事納品

という密度の濃さ



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

73



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

74
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潜在層
PR、SNS、YouTube、展示会、テレビCM

顕在層
ホームページ、SEO対策、

インスタグラム

見込客
メール、LINE

チャット、対面営業



提供価格のご案内

基本料金：43,2000円 / 年間 ➡ 3ヶ月トライアル有り

分割料金：36,000円 （税込）/ 月々

合計価格：432,000円（税込） / 年間
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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

• PR／プレスリリース
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今のわたしに、必要なのかな？
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60分の無料相談で具体的にプランニング

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

https://startup-and.com/writing-service/
https://startup-and.com/writing-service/


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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