
月間１０万ＰＶを集められるオウンドメディアを構築して 

濃い見込み客を安定して集めることができるようになる 
 

資産構築型オウンドメディア講座 
 

検索エンジン経由で半永久的に優良な見込み客を連れてくる 

資産構築型の最新のネットマーケティング手法を公開 
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人生を激変するぐらいインパクトのあるお話なので 

最後までしっかりと読んでください。 
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これからの時代はオウンドメディアが主流になる‼ 
 
日々コンサルティングをしながら、痛感していることですが、 

 

年々ビジネスで結果を出すのが難しくなってきている。 

小手先のテクニックやノウハウでは勝ち残れない時代になる。 

 

と感じています。 

 

なので、このページでは、ビジネスで結果を出すための本質についてお話します。 

 

最後までページを読んでいただくだけで 

間違いなく、あなたのビジネス、いや人生までも大きく変わることになるでしょう。 

 

そして、このページを読み進めていけば、 

嘘でも大げさでもないということがわかってもらえると思います。 

 



最初に、結論からお伝えしますが、これからの時代、 

ビジネスで結果を出したいのであれば、オウンドメディアを立ち上げてください。 

 

「頑張っているのに、売上が伸びない！」 

「何をどうすれば稼げるようになるのかまったく分からない」 

「安定した収入を得るために、何をすればいいのか具体的な話を聞きたい！」 

 

というのであれば、とにかくオウンドメディアをお勧めします。 

 

オウンドメディアが何なのかはこれから詳しく話をしていきますが、 

 

現在、ビジネスをしていて売上があがらずに困っている方はもちろんですが、 

独立、起業してビジネスを始めたい人、副業で稼ぎたいと思っている人にとっても、 

 

オウンドメディアをやるかどうかで、 

将来が大きく変わって来るので、集中して聞いてくださいね。 

 

さて、オウンドメディアとは何かということですが、 

簡単に言えば、自分が運営するメディアサイトという意味です。 

 

会社経営の場合、会社のサイト、いわゆるコーポレートサイトがありますが、 

コーポレートサイトは、オウンドメディアではありません。 

 

コーポレートサイトは、基本的な構成が決まっていて、 

会社概要、商品ラインナップ、連絡先といった形式的な内容のサイトになります。 

 

オウンドメディアは、ウェブマガジンのようなもので、 

商品の販売に関連する幅広い情報をサイトに掲載することで、 

検索経由で大量にアクセスを集めることができます。 

 

そして、オウンドメディアで商品を紹介して商品を販売していきます。 

 

なぜ、オウンドメディアを立ち上げるのかというと、 

 



コーポレートサイトは基本的な構成が決まっているので 

アクセスを集めるためのコンテンツを掲載できないという弱点があります。 

 

なので、コーポレートサイトではなく、 

オウンドメディアを立ち上げる必要があるわけです。 

 

そして、オウンドメディアは、 

 

Ｇｏｏｇｌｅが推奨しているコンテンツＳＥＯ 
（良質な記事を書いて検索上位表示を狙う手法）をベースにしているので、 

 

記事を書けば書くほど、 

検索経由でアクセスが集まり、そしてＰＶが伸びていきます。 
 

結果、商品が売れることで売上が伸びていくわけですね。 

 

検索エンジンの方針に則った手法でコンテンツを増やしていくので、 

Ｇｏｏｇｌｅからペナルティを食らうといったことが一切ありません。 

 

やったことは、すべて結果で返って来る。 

やったことが全部積みあがっていくという 

資産構築型のメディア媒体と言ってよいでしょう。 

 

競合もまだ少ないので、誰よりも早くオウンドメディアをつくることで 

半永久的に稼ぎ続けることができる基盤をつくることができるわけです。 

 

 

好きなことをビジネスして稼ぐことができる 
 

正しい戦略と正しい手法でオウンドメディアを構築して、 

価値のあるコンテンツを積み重ねていけば、誰でも稼ぐことができます。 

 

極めてシンプルな手法なので、誰でも出来そうな感じがしますよね。 



実際、特別なスキルはまったく必要ありません。 
 

だからこそ、誰よりも早くオウンドメディアに取り組むべきです。 

 

しかも、オウンドメディアがあれば集客の問題は解決するので 

後はどのようなビジネスでも展開できるようになります。 
 

言い換えれば、無限にマネタイズすることができるというわけです。 

 

代表的なマネタイズの方法としては、 

 

✓ 自社（自分）の商品を販売する 

✓ 他社（他人）の商品を販売する（アフィリエイトをする） 

✓ リストマーケティングをする（メルマガに登録してもらってセールスをする） 

✓ アドセンス広告で稼ぐ（広告をクリックしてもらって報酬を得る） 

 

という４パターンです。 

 

現在、もうすでにビジネスをしていて、自社の商品やサービスがあれば、 

大量にアクセスを集めて、商品、サービスをガンガン売ってください。 

 

また、売り物がない場合でも、アフィリエイトで大きく稼ぐことが可能です。 

 

さらに、オウンドメディアで集めた見込み客を、メルマガに読者登録してもらい、 

リストマーケティングで収益性の高いビジネスを展開していくこともできます。 

 

大量にアクセスを集められるので、アドセンス広告で収入を得ることも可能。 

 

しかも、これらを組み合わせることができるので、 

オウンドメディアさえあれば、いかようにもマネタイズができるわけですね。 

 

オウンドメディアを育てて、大量にアクセスを集めることができるようになれば、 

自分のオウンドメディアで広告を募集して 

広告費で稼ぐというメディアビジネスを展開することもできます。 



オウンドメディアマーケティングを教える 

Ｗｅｂマーケティングコンサルタントとして活躍するといったことも可能です。 

 

自分が大好きなこと、例えば、ミニ四駆やプラモデル、バスケットボール、日本酒、 

ひとり旅、ソロキャンプ、沖縄旅行などをテーマにしたオウンドメディアを立ち上げてれば 

自分の好きなことをしながら稼ぐこともできるわけですね。 

 

稼げるビジネスであっても、好きじゃなれば継続することはできません。 

 

しかし、オウンドメディアであれば、 

あなたが好きなことをビジネスにすることができるわけです。 
 

なので、稼ぎながら自分の夢を叶えられるのが、 

オウンドメディアであると言ってよいでしょう。 

 

 

オウンドメディアでどのぐらいの結果を出せるのか？ 
 

では、実際にオウンドメディアを活用して 

 

「どのぐらいの売上をあげることができたのか？」 

「どのぐらいの実績をあげられるのか？」 

 

気になりますよね。なので、実践者の声をご紹介したいと思います。 

 

 

Ｃａｓｅ１：ハワイの情報サイトで年収５０００万円を実現 
 

ウェブコンサルタントとして活躍している山崎さんですが、 

旅行で訪れたハワイの素晴らしさに感動して、ハワイの情報サイトを立ち上げました。 

 

大手のサイトのようなありきたりの情報ではなく、 

自分で実際に足を運んで得た情報や経験したことなどを記事にすることで 



オリジナルのオウンドメディアを構築。 

 

月間 18 万 PV を超えるぐらいの勢いで、 

夏の旅行シーズンは 30 万 PV 以上のアクセスを集めています。 

 

現在は、ハワイの地元メディアや経済団体との提携について話が進んでいるようで 

観光客が参照する情報サイトとして中心的な役割を果たそうとしている状況です。 

 

地域に特化したオウンドメディアは、地域とのつながりを持ちながら 

自分のビジネスを展開できるメリットがあるので、 

地域をテーマにしたオウンドメディアは地域貢献しながら稼げるのでおすすめです。 

 

広告枠を売ることで広告収入を得ているので、収入は加速的に増えていくわけですね。 

楽しみながら記事を書いて、収入を得られているのがとても嬉しいとのことでした。 

 

 

Ｃａｓｅ２：検索エンジンからアクセスを集めて自作の教材を販売 
 

現在、バイナリーオプションをテーマにしたオウンドメディアを運営している武田さん。 

 

ネット広告を一切やらずに、SEO 対策を行うことで 

Google や Yahoo など、検索エンジンからアクセスを集めて、 

ご自身が発行しているメルマガに誘導。 

 

そして、リストマーケティングでバイナリーオプションに関する教材を販売。 

教材販売だけで年間 7,000 万円の売上を達成しています。 

 

さらに、コンサルティングを販売することで、 

年間で１億 6,000 万円の売上をあげることに成功しています。 

 

以前はアメブロで記事を書いていましたが、アクセスが集まらず断念。 

 

そこで、オウンドメディアに切り替えたわけですが、月間 PV が 3,000 から 17 万 PV に。 

読者を獲得できるようになったのが勝因。 



 

パソコンが苦手だという人はたくさんいますが、それは言い訳。 

今すぐにオウンドメディアを始めるべきだとのお話でした。 

 

 

オウンドメディアを始めるのはもう遅い？ 
 

「オウンドメディアを始めるのはもう遅いでしょうか？」 

 

という質問を受けることがありますが、まったく気にする必要はありません。 

 

先発者がいたとしても、違った切り口やコンセプトでオウンドメディアを立ち上げて 

運営すれば競合しないので、始めるのが遅いかどうかを心配している暇があるのであれば 

 

今からすぐに始めるべきです。 
 

仮に、同じテーマやコンセプトでオウンドメディアをやっている人がいたとしても、 

記事、コンテンツづくりで差別化をはかれば、まったく問題ありません。 

 

また、コンテンツ SEO についてまだ理解していない人も多く、 

競合がいたとしてもかなり弱いというのが現状です。 

 

ジャンルによってはライバルがまったくいないということもあるので、 

半永久的に稼ぎ続けるために早く決断して取りかかることが大事です。 
 

そして、何よりも、結果の出る正しい方法で取り組むことがベストなので、 

ぜひ、資産構築型オウンドメディア講座でしっかりと学んでください。 

 

 

資産構築型オウンドメディア講座 
 

資産構築型オウンドマーケティング講座では、 

月間１０万ＰＶを達成して、 



検索経由で濃い見込み客を集める手法を教えます。 

 

集客するために広告費をかける必要は一切ありません。 

集客ツールといった怪しげなものも使いません。 

 

従来のように自作自演でサイトを量産して 

リンクを貼るといったブラックなやり方ではないので 

ペナルティを食らうといった心配をする必要もありません。 
 

検索者が求めていることを、素直にオウンドメディアで表現するだけなので、 

失敗したくても失敗できない手法であると言えるでしょう。 

 

オウンドメディアの枠さえ作ってしまえば、 

後はコンテンツを作っていくだけなので、特殊なスキルは必要ありません。 

ビジネス経験、年齢、能力に関係なく結果を出すことができます。 

 

また、自分の好きなことをビジネスにすることもできるので 

嫌な思いをすることもなく、楽しみながら取り組むことができます。 

 

楽しければ、苦痛を感じることなく続けることができます。 

そして、継続できるから自然と結果がでるわけですね。 

 

なので、楽しみながらオウンドメディアに取り組んでいきましょう。 

 

そして、気づいたときには 10 万 PV 以上のオウンドメディアが完成し、 

現時点では信じられないような驚くほどの結果を手にすることができることでしょう。 

 

 

《講座カリキュラム概要》 
 

オウンドメディアは、決して難しいものではありません。 

 

正しい戦略に基づいてオウンドメディアを構築。 



後は、検索需要のあるキーワードを選定して、記事を書く。 
 

やることはたったのこれだけです。 

 

要は、オウンドメディアさえ構築し終われば、後は記事を書くだけなんですね。 

なので、挫折することなく絶対にやる抜くことができるでしょう。 

 

さて、講座のカリキュラムですが、全部で 13 の講座で構成されており、 

 

✓ 大量集客できるサイトタイトルや記事タイトルの決め方 

✓ 濃厚なファンづくりを実現するプロフィールの作り方 

✓ 最先端の SEO 対策を完全網羅したファイナルチェックリスト 

✓ 何を書くか悩まなくなる記事大量生産の裏技 

✓ 欲しい気持ちを抑えられなくなるセールスライティングの本質 

✓ 初心者でも簡単に書ける売れる文章テンプレート 

✓ 初心者がついやってしまうよくある失敗事例 

 

など、収益に直結する大事なノウハウについて解説します。 

 

「爆速！最速で 10 分で設定完了！WordPress の始め方完全マニュアル」 

 

を受講者全員に特別にプレゼントします。 

初心者であってもたったの 10 分でオウンドメディアを開設することができるので、 

ぜひ、有効活用してください。 

 

また、本講座に、半年間のサポート期間を設けました。 

 

講義を聞いて、わからないところがあれば、放ったらかしにせずに質問してください。 

 

失敗したくても失敗できないので 

諦めなければかならず結果を出すことができます。 
 

だからこそ、絶対にあなたには挫折して欲しくありません!! 

 



わからないところがあれば、遠慮なく聞いてください。 

 

本講座で、オウンドメディアで稼ぐための知識や技術、ノウハウは網羅しているので、 

とにかく、本講座だけに集中していきましょう。 

 

 

資産構築型オウンドメディア講座を 

受講することで得られるメリットとは？ 
 

✓ 自分のオウンドメディアを構築できる 

✓ 検索経由で大量のアクセスを呼び込むことができる 

✓ 濃い見込み客を集めることができる 

✓ 売れる文章を書けるようになる 

✓ 複数のキャッシュポイントを持つことができる 

✓ 自分の好きなことをビジネスにして稼ぐことができる 

✓ 安定した収益と精神的な安定、そして揺るがない自信を手にすることができる 

 

など、たくさんのメリットを手に入れることができます。 

これからの時代、オウンドメディアで楽しくビジネスをしていきましょう。 

 

 

通常コースとコンサルコースの２つのコースがあります!! 
 

本講座には、通常コールとコンサルコースの 2 つのコースがあります。 

 

通常コースは、全１３講のオンライン講座と 

半年間のサポートが付いてきますが、 
 

事前にアンケートをとったところ、オウンドメディアの構築、運営について、 

実績をだしているプロのコンサルタントにアドバイスをもらいながら進めたいという要望

がかなりあったので、今回は特別にコンサルティングコースを設けました。 

 

コンサルティングコースは、 



通常コース＋対面でのコンサルティング （半年間） という内容になります。 

※対面でのコンサルティングは、弊社が指定する場所（東京・品川）にて行います。 

 

半年間、毎月１回、対面でのコンサルティングを通じて 

二人三脚でオウンドメディアを作り上げていきます。 
 

特に、初心者の方やネットが苦手な方は、 

相談しながら進めていけるので、非常に価値のあるものになるでしょう。 

 

さらに、コンサルティングコースでは、 

あなたが作成したコンテンツについても添削、アドバイスをします。 
 

オウンドメディアはコンテンツが命なので、 

コンテンツに対するアドバイスはとても重要です。 

 

独りよがりで記事を書いて、自分ではよいコンテンツだと思っていても、 

Google から低品質記事と判定されてしまえば、全部削除することになります。 

 

時間や労力を無駄にしないためにも、どういった記事にすれば 

読者から評価されて、アクセスが集められるのかをアドバイスさせていただきます。 

 

要点をまとめさせていただくと、 

 

《通常コース》 は、講義 （全１３講） とメールでのサポート （半年間）。 
 

《コンサルティングコース》 は、 
 

✓ 通常コースの内容 

✓ 月１回の対面でのコンサルティング （半年間） 

✓ あなたが作成した記事、コンテンツに対する添削アドバイス （半年間） 
 

がセットになっているということです。 

 

通常コース、コンサルティングコースは、内容は違いますが、どちらも 



月間１０万回ＰＶのオウンドメディアを構築する 
ことは変わらないので、ご自身の希望に沿ったコースをお選びください。 

 

 

こういった人にこそ受講してもらいたい‼ 
 

オウンドメディアの可能性はまさに無限。 

 

もしあなたが次のどれかに当てはまるのであれば、 

本講座はあなたのためにあるようなものだと言えるでしょう。 

 

ぜひ、参加することで成功をつかみ取ってくださいね。 

 

【ネットを使った集客の仕組みを確立したい】 
 

オウンドメディアを持つことで、大量のアクセスを集めることができます。 

また、検索経由でのアクセスなので、濃い見込み客だけを集めることが可能。 

 

お金をかけて広告を打っても、見込みのない人しか集めることができませんが、 

オウンドメディアであれば、広告費を１円も使わずに集客することができるので 

ネットでの集客を強化したいのであれば、オウンドメディアを持つことをおすすめします。 

 

【アフィリエイトで結果を出したい方】 
 

今後、自作自演でサイトを量産するというブラックな手法ではなく、 

検索エンジンの方針に沿った形でサイトを運営するホワイトな手法が主流になります。 

 

ホワイトな手法であれば、検索エンジンからペナルティを食らうこともないので、 

長期に安定してアクセスを集めることができるので、稼ぎ続けられますよね。 

 

また、オウンドメディアでは、良質なコンテンツを提供してアクセスを集めるので 

購入してもらいやすい濃い見込み客だけを集めることができます。 

アフィリエイトで継続的に稼ぎたければ、オウンドメディア一択です。 

 



【副業で稼いで最終的に独立を目指す方】 
 

副業から始めて、最終的に独立を目指すのであれば、オウンドメディアがベストです。 

大量にアクセスを集められる自分のメディアを持つことで、集客の心配が一掃され、 

様々なビジネスを展開できるようになるでしょう。 

 

サラリーマンという立場を活かして、安全な立場から実験することで、 

自分のビジネスを確立するという理想の起業を実現できます。 

 

【新しい収益の柱になるビジネスが欲しい経営者の方】 
 

現在のビジネスに、オウンドメディアを活用して集客を強化することができますが、 

新たにオウンドメディアを立ち上げて、新規ビジネスとして展開していくことも可能。 

 

また、オウンドメディアの構築や運用を支援する 

コンサルティングビジネスを始めることもできます。 

 

さらに、大量のアクセスを集めることができれば、 

自社のオウンドメディアに広告枠を設けて広告を募集する 

メディアビジネスをすることもでき、収益の柱を増やしていくことが可能です。 

 

 

気になる受講料について発表します‼ 
 

月間 10 万 PV を集めるオウンドメディアを構築する講座なので、 

受講料は決して安いとは言えません。 

 

と言うのも、例えば 10 万 PV を広告で集めたとすると、 

 

１クリック１００円計算であれば、 

１０万ＰＶを獲得するには、１０００万円かかるわけですね。 
 

1000 万円というコストをかけるかどうかは別にして 

アクセスを集めることの価値は、 



金額でいうことこのぐらいになるということです。 
 

しかも、オウンドメディアでは、広告のように１回限りのものではなく 

毎月、無料で１０００万円の広告費をかけただけのアクセスを 

獲得し続けることができるわけです。 
 

また、広告をして 10 万 PV を集めたとしても、 

集まるのは見込みにならないような人たちばかりですが、 

 

オウンドメディアであれば、広告費を１円も使わずに 

購入意欲の高い見込み客を集めることができます。 
 

だからと言って、受講料は 1000 万円だなんて 

言うつもりはまったくないので安心してください。 

 

ここまで、このページを読んでいただいたあなたなので、 

オウンドメディアに対して意欲を持って取り組んでもらえると思います。 

 

なので、その気持ちに応えたいので、受講料を以下のように設定しました。 

 

通常コース （一括払い特価） ４４万円 （消費税込） 

コンサルティングコース （一括払い特価） １１０万円 （消費税込） 

 

ちなみに、弊社の個別コンサルティングは、半年間で 300 万円をチャージしているので、 

オウンドメディア講座のコンサルティングコースはかなりお得な設定になっています。 

 

オウンドメディアを持つことで、ビジネスだけでなく、 

間違いなく、あなたの人生そのものが激変することになるでしょう。 

 

現在の延長線上で生きていくのか、それとも人生を変えるのかは、あなたが決めてください。 

 

なお、コンサルティングコースについては、 

参加できる人数に限りがあるのでご注意ください。 



 

半年間、充実したコンサルティングを提供したいので、 

定員を３０名 残り３名に絞らせていただきました。 

 

どのぐらいの期間で埋まってしまうのかわかりませんが 

定員になり次第、募集を終了させていただきますので、ご了承ください。 
 

 

 
 

 

追伸 
 

最後までお付き合いいただいて、心より感謝申し上げます。 

 

「３タップで月収 100 万円」 

「１クリックで億万長者」 

 

といった馬鹿げたことを謳っている商品やサービスが溢れていますが 

そういった小手先のテクニックや詐欺まがいの行為では結果を出すことはできません。 

 

検索エンジンが改善され、スパム的なやり方やブラックな手法が 

徹底して排除されるようになったからです。 

 

つまり、Ｇｏｏｇｌｅが求めている基準を正しい方法でクリアすることで 

誰でも、検索結果で上位表示を狙うことができるようになったわけです。 
 

従来は、SEO 対策というと大手や資本力のある人しかできない手法だったのですが、 

現在では、大手も、個人でもまったく同じ土俵で勝負できるようになりました。 

 

コンテンツ SEO に基づいて、価値あるコンテンツを提供すれば 

https://beast-ex.jp/fx3957/omm


個人であっても普通の上位表示することができます。 

 

つまり、「正直者が馬鹿を見ない時代」 になったと言えるでしょう。 

 

これからの時代、ブラックな手法に頼ることなく 

 

良質なコンテンツを提供することで、読者から評価してもらう。 

結果、濃い見込み客だけを集められるので、ビジネスが発展していく。 
 

というのが、正解です。 

 

なので、あなたが興味を持っていることをコンテンツとして発信することで 

好きなビジネスで稼ぐこともできるようになったわけです。 

 

稼ぐために、やりたくないことを嫌々するという必要はないんですね。 
 

ビジネスで稼げるようになるということも大事なことですが、 

好きなビジネスで食べていける、稼げるようになることこそ、 

自分の人生にとって重要なことだと思いませんか。 

 

だからこそ、あなたにオウンドメディアをおすすめしているわけです。 

 

可能性は目の前に広がっています。 

勇気を出して最初の一歩を踏み出してください。 
 

将来、振り返ったときに、今この時点で「オウンドメディアをやるぞ」と決意したことが、 

どれほどビジネスや人生を変えることになったのかを実感してもらえるでしょう。 

 

そして、決意した自分を褒めてあげたいと思うことでしょう。 

 

短期間でしか稼げないような単発・打ち上げ花火的なビジネスではなく、 

読者から喜んでもらいながら、長期に渡って稼ぎ続けることができる 

そして、何よりも楽しく取り組むことができるオウンドメディアを、 

今すぐ一緒に始めてみませんか。 



 

ご参加を心よりお待ちしております。 

 

 
 

 

●禁止事項 

 

「資産構築型オウンドメディア講座」において提供するサービスの内容、及びメール、動画

の内容などについて、第三者への無断での提供を禁止します。違反された場合には、サービ

スの提供を停止するなどのペナルティを課す場合があります。また、弊社は違反の有無の調

査のため、同手段の内容を確認、検査する権限を保持します。 

 

●著作権について 

 

「資産構築型オウンドメディア講座」（以下、本講座という。本講座で提供される一切の著

作物を含む。以下同じ）は、著作権法で保護されている著作物にあたります。本講座の著作

権は、株式会社マーキュリーコンサルティングにあります。株式会社マーキュリーコンサル

ティングの書面による事前の許可なくして、本講座の内容の一部、または全部を、印刷物、

電子ファイル、DVD、テープレコーダー、ホームページ、メールマガジンなどのいかなる手

段によっても、複製、流用、転載、翻訳などをすると著作権侵害となり、損害賠償、差止、

刑事罰の対象となります。 

 

 

特定商取引法に関する表記 ｜ プライバシーポリシー 

http://mercuryconsul.net/?page_id=746
http://mercuryconsul.net/?page_id=748
https://beast-ex.jp/fx3957/omm

