
2か月でフォロワーを1000人増やし
「あなたのレッスンに行きたい」と

言ってくれるお客様に出会えるようになる

講座



自己紹介

ヨガインストラクター＆ヨガコンサルタント 福添真知子

10年のOL生活を経て、ヨガインストラクターへ。

フリーインストラクターとして活動するも

集客の仕方がわからず悩んだ経験を元に

『自分と同じ悩みを経験しているヨガインストラクターの力に

なりたい！』とヨガコンサルタントとして独立。

クライアントの中には、10万円以上のヨガコース申込が入るようになった、

集客に困らなくなった等、嬉しい声を頂いている。



【blog】
https://ameblo.jp/yogini-mck

【メルマガ】
https://www.reservestock.jp/subscribe/63698

【出版本】
悶々と悩み続けたＯＬ時代を経て本当にやりたいことを見つけ

幸せを掴むまで転職・結婚・妊娠を綴った10年のストーリー

「幸せの中身」ＯＬからヨガインストラクターへの転身

(人は変われる 人生は変わる)

https://machiko-yoga.com/publishingbook/

自己紹介

https://ameblo.jp/yogini-mck
https://www.reservestock.jp/subscribe/63698
https://machiko-yoga.com/publishingbook/
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超基本！フォロワーを増やすための
３つの大前提

①ポスト（投稿）は毎日する！

②いいね！は毎日30件以上する！

③フォローは毎日30人以上する！

※１日10分程度で出来るので、習慣化すること！



超基本！フォロワーを増やすための
３つの大前提

なぜ、そんなにボリュームが必要？

２ヶ月で1000人フォロワー

▽
１ヶ月で500人

▽

５週だと換算して、1週間で100人

▽

１日単位で約20人

▽

30人フォロー＆いいね！すれば15人～20人のフォローバックがある

※拡散機能がないInstagram
ここは手動(ツールも有り）



超基本！フォロワーを増やすための
３つの大前提

①ポスト（投稿）は毎日する！

⇒どんな投稿すればいいの？

②いいね！は毎日30件以上する！

⇒誰にいいね！するの？

③フォローは毎日30人以上する！

⇒どうやってフォロワー増やすの？



ファン層を拡大！フォローリストとは？

フォローは毎日30人以上する！

⇒どうやってフォロワー増やすの？

「フォローリスト」や、
「顕在層」「準顕層」という言葉を
聞いたことがありますか？



《フォローリストとは？ 》

フォローしていくリストのこと

直接共通の「好き！」がなくても、

感性が似ていて自分のことを好きになって
くれるかも知れないユーザーのこと

ファン層を拡大！フォローリストとは？



私に興味を持ってくれる人はどんな人？
自分をこれから好きになってくれそうな人が
集まっているアカウントは何？

例）ヨガ雑誌や女性起業家さんのアカウント、映画でもOK！
一見自分のメインのアカウントとは関係なくても
関心事が似ている人たちはどこにいる？
⇒フォローしていくリストとしてピックアップ！
ヘルシー志向、健康美、スタイルに興味があり、オシャレ感度が高く

そこにお金や時間をかけている人達（私は雑誌yogini,yogagene,VERYの公式フォロワーにアプローチしました）

「顕在層」「準顕層」の拡大



「顕在層」「準顕層」の拡大

明確層

顕在層

準顕層

潜在層

顕在層と準顕層を掘り起こし
取り込んでいくことが大事!!

小さな共通点から
教育して育てていく！

すでに私の事を知っていて、既にファン
フォロワーになってくれている人

私の事は知らないけど
自分から検索などアクションを起こし
知ったらファンになってくれる人

私の事は知らないけど
私と同じ感性を持っていて共通点を
見つけたらファンになってくれる人

私の事は知らないし共通点は少ないけど
タイプが似ててファンになってくれそう



今すぐお客様にはならないかも知れないけど

「今後、あなたこんなの好きになりますよね」

「今はそうでなくてもこれから私に興味を持つであろ
う」人にもしっかりアプローチ！

小さな共通点からでもInstagramがキッカケとなりブログ
やHP、メルマガで「教育」をしていく



「教育」＝おおげさなことではなく、
小さな共通点から好きになってもらい、
自分の魅力に気付いてもらえる投稿を心がけること

フォローリストを
どんどん変えていくことで
フォロワー層を拡大

レッスンやイベントには
いつも人が集まるような
アカウントを育てることができる



効果的な「いいね！」の仕方

いいね！は毎日30件以上する！

⇒誰にいいね！するの？

Instagramでは自分から「いいね！」などの
アピールをしない事にはフォロワーを２か月と
いう短い時間で1000人増やす事は難しい



効果的な「いいね！」の仕方

フォロワーを増やすにも

「こちらからフォローする」だけではなく

フォローしてもらえるような

「効率的ないいね！」をする

ただ、ぼんやりふんわり
「いいね！」していませんか？



効果的な「いいね！」の仕方

①自分の付けているハッシュタグから選定

同じハッシュタグ付けているので、

感性や趣味が似ているため

いいね！返しや

フォロー率が高い



効果的な「いいね！」の仕方

②「最新」で「いいね！」が10未満のフォロワー
「いいね！」する

PC＝「最新」、スマホ＝「最近」の投稿から順番に
チェックし「いいね！」が10未満の投稿に「いいね！」
することで気づいてもらいやすく、
「どんな人が私の投稿を見てくれたのかな？」と
逆フォローしてくれることがある

※まだフォロワーが少ない人なら尚更「いいね！」
してくれた事が嬉しくてフォローしてくれることがある



効果的な「いいね！」の仕方

「人気」投稿とは何が指標？

検証した結果・・【エンゲージメント率】
＝ユーザーが積極的な反応を示した割合を表す値

フォロワーがどれぐらい「いいね！」をしてくれているか？

自分のフォロワーがたくさんいいね！をしてくれていると

人気の上位に表示されている事が多い。

その他にも投稿してから短期間でのいいね！数の多さも関係している



ハッシュタグ選定３つのポイント

今さら聞けない！
「ハッシュタグ」ってなに？？

「ハッシュタグ」とはTwitterを中心としたSNSで

投稿内のタグとして使われるハッシュマーク

「#（半角のシャープ）」がついたキーワードのこと。

拡散機能のないInstagram⇒自分からアピールしていく攻めのSNS
受け身で準備しておけること＝ハッシュタグ

「ただなんとな～く」付けていませんか？

私は過去、なんとな～く
付けていました！



Instagramのフォロワーは、

300人、500人、800人、1000人の壁で増えなくなってくる

投稿しているのにフォロワーが増えないなぁと感じたら、
まさに「ハッシュタグ見直し」の時期！

集客したい、フォロワーを増やしたい場合は

３つのポイントで見直してみよう！

ハッシュタグ選定３つのポイント



①私をもっと知ってもらおう！

潜在層を掘り起こすハッシュタグ選定

②インサイトに合わせて

エリアやスポットを調整する

③自分を好きなるのはどんな人？

フォローリストを見直す

ハッシュタグ選定３つのポイント



①私をもっと知ってもらおう！

潜在層を掘り起こすハッシュタグ選定

・ハッシュタグは30個つけること！
（30個以上はエラーで投稿できなくなるので注意！）

・ハッシュタグは種類分けして
最小限の手直しで済むようにする

ハッシュタグ選定３つのポイント



ハッシュタグは30個つけること！
（30個以上はエラーで投稿できなくなるので注意！）

自分の自己満足でつけるのではなく

自分を見つけてもらい

好きになってくれそう人がつけそうな

ハッシュタグを選ぶ
同業で影響力がある人が付けているハッシュタグを参考にするのもgood!!

ハッシュタグ選定３つのポイント



ハッシュタグは種類分けして
最小限の手直しで済むようにする

10個をひとブロックとして、

独自系、人気系、書き換え系

でカテゴリー分け

ハッシュタグ選定３つのポイント



独自系・・・

自分を表すハッシュタグ
自分の名前、肩書、ブログで使っている
キャッチコピーなど

理由・・ハッシュタグから辿って、投稿に辿りついてもらうため。

写真ひとつでファンになってもらえなくても何枚か辿ってみつけてもらえ
るかも知れない

カテゴリー分けの方法



人気系・・・

人気が高く、誰でも知っているもの

Instagramの検索機能で単語を探し、横に表示されている投稿数が多いもの

ヨガ、ヨガインストラクター、ヨガスタジオなど100万位の投稿数を選ぶ
「○○の人と繋がりたい」も人気！（インスタならでは）

カテゴリー分けの方法



書き換え系・・・

その時の投稿に合うもので変更する

エリア（東京、大阪）やスポット（スタジオ名、ヨガイベント名）など

ヨガ業界で流行っている旬のワードや、ヨガウェア、有名なヨガインスト
ラクター名などフォロワーの多い人やヨガ業界雑誌のハッシュタグ、

ヨガをしている有名人を調べるのもgood!!

カテゴリー分けの方法



ポイント！

ハッシュタグを毎回30個作るのは大変なので

携帯にテンプレートとして保存しておき、

「書き換え系」のみ投稿内容に沿って差し替える

いった、最小限の手直しで済むようにしましょう！

ハッシュタグ選定３つのポイント



②インサイトに合わせて

エリアやスポットを調整する

「インサイト」という分析ツールをチェックし

フォロワーの年齢・男女比・性別地域などのデータなど

自分の目的に合った閲覧がされているかどうか

されていない場合は、エリアやスポット等を

見直しハッシュタグを変更

ハッシュタグ選定３つのポイント



③自分を好きなるのはどんな人？

フォローリストを見直す

自分のことを好きになってくれそうな人が読んでいそうな

雑誌の公式アカウントや映画やスポット、

影響力のある有名起業家さんのフォロワーにアプローチ！

自分のメインコンテンツから直接は関係ないけれど

ハッシュタグに混ぜ、引き込んでいく

ハッシュタグ選定３つのポイント



【ワーク】

①３０個のハッシュタグを考えてみよう

②メインコンテンツとは違う新しいコンテンツをひとつ考えてみよう

③メインコンテンツとは違ったフォローリストを考えてみよう

【今回のステップでのゴール】

新しい層を発掘して、ファンを拡大していく



せっかく投稿しているのに、投稿内容や時間帯、

写真やハッシュタグ選びがズレていると、

お客様になる可能性がある人をみすみす見逃してしまう場合がある

せっかくの投稿をムダにしない！

戦略的に投稿できるようにするためにインサイトを活用

ビジネスアカウントに変更してフォロワーに届きやすい
導線の整備を！

お客様をみすみす逃さない！
戦略的に投稿する方法



インサイトはInstagramを運用する上で、非常に大切！

ユーザーの流れを把握し、性別・年齢層・トップの場所・時間
帯を分析しよう！無料なので使わない手はない！

自分のターゲットに合っているのか、

合っていない場合は投稿をどのように変えていく
のか３つのポイントで考えよう

お客様をみすみす逃さない！
戦略的に投稿する方法



①ビジネスアカウントに変えて

ユーザーの流れを知ろう

「インサイト」というInstagramが公式に提供している

「分析ツール」をご存知ですか？

運営しているアカウントのフォロワーの年齢、・男女比、

性別地域などのデータや、それぞれの投稿に対して

「どのような時間帯でアクションが起こっているのか」を分析できる機能

お客様をみすみす逃さない！
戦略的に投稿する方法



Instagramインサイトはfacebookページを作成し

Instagramの個人ページをビジネスプロフィールに

切り替えることで利用できます

■ facebookページを作成

①メニュー⇒ページ⇒
facebookページを作成⇒スタート

②ページの名前を入力⇒カテゴリを選択

ウェブサイトある場合やプロフィール写真が
ある場合は追加する（後で追加可能）

⇒完成



■切替手順

①Instagramアプリのプロフィール画面の「オプション」（右上3つボタン）か
ら「ビジネスプロフィールに切り替える」を選択。

②Facebookアカウントのメールアドレスとパスワードを入力して、自分が管理
しているFacebookページと連携します。

③メールアドレス・住所・電話番号等必要情報を入力して登録完了。

変更が完了するとプロフィール画面や各投稿からインサイトを閲覧できるよう
に！

※100人のフォロワーがいないと表示されないので

まず100人のフォロワーが前提



②自分のペルソナは

どんな生活リズムなのか考えよう

ペルソナ設定すると投稿時間が見えてくる

ドンピシャに投稿した方が他のユーザーに埋もれない

例）OLなら通勤時間 8時と17～18時 残業して19時すぎに投稿 土日は家にいることが多い
お昼などスマホを見ていない時間に投稿しても見てもらえる機会が少ない
イベントレッスン等が近づいたら、土日は朝と晩、２回投稿（告知・集客と普段の投稿）など
ペルソナの生活リズムに合わせて投稿する

お客様をみすみす逃さない！
戦略的に投稿する方法



◆性別

女性向きになっているか？

男性が多いと男性向けの投稿になってしまっている

◆年齢

女性に変更し年齢層をタップすると数字が出る
自分の欲しいターゲットに刺さる投稿が出来ているか？

◆トップの場所
見てくれている人の住んでいる場所

◆フォロワー

見ている時間（曜日をタップすると曜日別に見れる）
レッスンしたい場所の人にちゃんと見てもらえている？

自分の住んでいる地域が多くなるようにターゲットにささる

ハッシュタグをつける、一番見られている曜日や時間に

投稿を多くするなど、アクションを起こす



③インサイトを見て、戦略的に投稿しよう

プロフィールへのアクセス数

ウェブサイトクリック数 その比率を確認「アクティビティ」でチェック！

ウェブサイトへのクリックが少ない場合、

プロフィールの内容からの導線が弱いので見直しをしよう！

※「レッスンスケジュールはコチラ」では弱い。
「思わずクリックしたくなる文言」が必要！

お客様をみすみす逃さない！
戦略的に投稿する方法



【ワーク】

①ビジネスアカウントに切り替えてみよう！

②インサイトを見て性別・年齢層・場所・時間帯を分析しよう！

（自分のターゲットに合っているのか、合っていない場合は

投稿をどのように変えていくのか）

【今回のステップでのゴール】

ユーザーの流れを把握しユーザー目線の投稿をし
てファンを囲い込む！



Instagramのフォロワーを

増やす上で大切なのが

自分の事を的確に伝えて

興味を持ってもらえる

プロフィール作り

「なにをしている人」なのか、

どんな「素敵な世界を見せてくれる人」なのか

自分をしっかりアピールしましょう！

興味をそそるプロフィール作り



プロフィールを整えないのはお化粧せずに出歩くのと一緒

自己満足

（好きと自慢、得意の羅列、自分がアピールしたいこと）はNG！

ハッシュタグやいいね！を辿ってきたユーザーに

プロフィールで興味を持ち、

フォローしてもらえるようなプロフィールを

【プロフィールテンプレート】に沿って作ろう！

興味をそそるプロフィール作り



①肩書（ヨガインストラクターなど）

②どんな世界観を持っていて、どういう世界観を見せられるか
（ヨガのポーズや心の在り方で、あなたがもっと美しく変わる方法）

（産後ママが最短で産前よりキレイになる方法をシェアしています）

③連絡したい場合は、どうすればいいか
（個別セッションはDMか以下のメールフォームより）

【プロフィールテンプレート】



①肩書（ヨガインストラクターなど）

あなたは誰？肩書は誰にでもわかるものをひとつ

キラキラ系ではなく、誰にでも機能性があってわかるもの

知名度が低いと「？」になってしまう！信頼性のある肩書を

【プロフィールテンプレート】



②どんな世界観を持っていて
どういう世界観を見せられるか

あなたをフォローすると、私にはどんな良いことがあるの？
私をフォローすると、あなたはどんな風に変われるの？
どんな利点があるのか？

そのヒントがギャラリーやキャプションで書かれている！と思うと
フォローしたくなる。

【プロフィールテンプレート】



（ありがちな残念なプロフィール例）

取得した資格の羅列や経験⇒同業者はわかるが

お客様からは「へえ～すごい人なんだね」という程度で

レッスンに行ってみよう！と感心を高めることは出来ない

誰に向かって発信しているのか？目線が大事

★誰が？（どんな人が？）どうなれるレッスンなのか？
BEFORE,AFTERは何なのか？

（今はこうだけど来たらこうなれるよ！）

【プロフィールテンプレート】



③連絡したい場合は、どうすればいいか？

セミナーの方なら、オンラインなのか対面なのか？

インストラクターなら、DMすれば良いのか？

「ご予約は（半角スペース）＠アカウント名 プロフィール欄から」など

興味を持った方がしっかり足を運んでもらえるような導線を整えておく

【プロフィールテンプレート】



【ワーク】

プロフィールテンプレートを使ってプロフィールを見直してみよう！

【今回のステップでのゴール】

ハッシュタグやいいね！を辿ってきたユーザーに
プロフィールで興味を持ちフォローしてもらう



ブランディングを意識した
投稿の仕方

ポスト（投稿）は毎日する！

⇒どんな投稿すればいいの？

「ブランディング」を意識した
投稿の仕方って？



Instagramを利用するユーザーは

25歳から34歳までの女性が7割といわれています

Instagramの特性はなんといっても「おしゃれ」「流行」

新しい風を自分から取り入れていきたい！

自分のライフスタイルをもっと華やかにしたい！と

思っている女性ユーザーがとても多いのが特徴

そしてInstagramユーザーがおすすめする商品や

開催するイベントやレッスンなどには高い関心があります

「ブランディング」を意識した
投稿の仕方



Instagramは、有名なSNSの中でも

ブランディングに特化した世界観を作れる場所

ギャラリーを見た瞬間、全体的なイメージで

ユーザーを惹き込めるツール

「ブランディング」を意識した投稿をして

イベントやレッスンを開いた際には

しっかり集客ができるようにギャラリーで魅せよう！

「ブランディング」を意識した
投稿の仕方



「ブランディング」とは？

あなただけの世界観
あなただから選んでもらえるようになること

自分とどんな共通点があるのか？憧れの存在なのか？
あなたがどんな人で、どんな人を増やしたい人なのか？
どんなことが好きな人なの？

この人なら「ついていきたい、頼みたい」と思えるかどうか

「ブランディング」を意識した
投稿の仕方



「ブランディング」を意識した
投稿の仕方

①あなたが幸せにできる人はだれ？
ターゲットを決める

あなたの発信を見て、幸せにできる人は誰？

どんな投稿を続ければ、あなたの幸せにできる人は

喜んでくれるのか？ターゲットを明確にする



「ブランディング」を意識した
投稿の仕方

ターゲットを決める際のポイント！

一番イメージしやすいのは、少し前の自分を想像すること

やりたいけど、出来なかった自分を思い出し、

「何をどう変えたら、今の自分になれたのか？」

を思い出し、これまでの過程や気付きを文字にして投稿する



「ブランディング」を意識した
投稿の仕方

②私があなたを幸せにできる方法はコレ！
需要と供給を知る

好きなものや自慢の写真ではなく、

ターゲットが求めている写真を載せる

「私もこんな風になりたい」と思ってもらえるメッセージ

写真にターゲットが憧れて共感してもらえるような写真選びを



インスタグラムのギャラリー
＝自分が編集長を務める雑誌のようなもの

１枚１枚も大切だけど、ギャラリー全体のイメージも大切

自分が載せたいものだけをひたすら載せるので
はなく「どう見られたいのか？」を考える

ブランディングを自分でしっかり認識し、
載せる順番や投稿する写真にもこだわる

「ブランディング」を意識した
投稿の仕方



「ブランディング」を意識した
投稿の仕方

③色と言葉を使い、一瞬で
見つけてもらえるビジュアルを

自分を覚えてもらうためにも、表現する色（テーマカラー）を決
める。女性は色に敏感なのでイメージ色を定着させる

ブログやHPと同じ色でまとめ「あのInstagramの人だ」と
わかるようにしておく

（なぜか私はInstagramでピンクを多用。テーマカラーのゴールドへ変更しました）



「ブランディング」を意識した
投稿の仕方

言葉もブランディングになる！

テキスト＝文字にも心を込める。

2200文字も入れることが出来るInstagram

写真に夢中になりすぎて、キャプションをおざなりにしない。

ユーザーさんが読むのが楽しむになるぐらいにきちんと書く。

感情が動き、普段では恥ずかしいけどポエム調や歌詞のように書いて演出も。

素敵な写真を投稿するユーザーは多いが、テキストまでブランディングを意
識し、書いている人はまだまだ少ない。写真がメインのSNSなので文字に力
を入れると目立つためしっかりと文章を書く！



【ワーク】

①自分が幸せにできるターゲットは誰？どんな人？

②ターゲットが望んでいる投稿例

③自分を表す色（その色を選んだ理由）

【今回のステップでのゴール】

あなただから頼みたい！と言ってもらえる
自分だけのInstagramを構築する



いいね！100以上を獲得！
魅力的な加工を方法を知る

Instagramは写真がメインになるSNS

プロフィールや言葉ももちろん大切ですが、やはり魅力的な写真を見せる事
で濃いファンになってくれるフォロワーを作り、レッスンやセミナーの告知
を出した時にわざわざ足を運んで参加してくれるようになります。

Instagramのフォトジェニックとは何たるかを学び、

魅力的な写真の撮影・加工をし、いいね！を

100以上もらおう！



いいね！100以上を獲得！
魅力的な加工を方法を知る

①一枚一枚にしっかりストーリーを書こう！

フォトジェニックとは「写真映え」という意味

何もオシャレなスイーツや、可愛い壁の前でスタイルの良い女の子が

ポージングしている写真、ナイトプールでオシャレなカクテル、

海外の写真だけがフォトジェニックではなく

”一枚の写真にストーリーがあること”

単なる描写の１枚でもしっかりストーリがあれば人を共感させることも出来る



いいね！100以上を獲得！
魅力的な加工を方法を知る

美味しそうなパスタや可愛い服、非日常を体験した１枚を、

「こんな素敵な写真が投稿できる私ってすごいでしょ？」

という「ただの見たまま」や、自慢写真ではなく、

”その１枚にどんな背景があって何を想い
どんな感情が込められているのか？”

背景やストーリー、どうしてその感情を抱いたのか？
プロのカメラマンでもないので写真の美しさや構図を求められているのでは
なく、同じ１枚の写真でも”その写真１枚に先の感情を込めること“
⇒その写真一枚にどんな意味があるのか？



いいね！100以上を獲得！
魅力的な加工を方法を知る

②Instagramの写真は物ではなく色でとらえる

モノ（被写体）のカタチや位置に集中するのではなく、

背景やまわりの色にも意識を向ける。

メイン1点の他の色がごちゃついていると雑に見え

まとまりのない写真になってしまう。

だいたい３色でまとめるのがベスト（色調が同じだと１とカウントして良い）

意識するだけで散らばっていた写真がまとまり、見やすくなる。



いいね！100以上を獲得！
魅力的な加工を方法を知る

③インスタ映えする色は「青・黄色・紫」

色の中で「青」は、一番好かれる色で

特に女性は「青」に関する感度が高く、

同じ「青」の中でも、微妙な色彩を見分けられる



いいね！100以上を獲得！
魅力的な加工を方法を知る

加工する時に、色のフィルターを使うのも〇

黄色⇒レトロ感、もえる系

紫⇒スピリチュアル、非日常間、異世界

こてこてに加工し過ぎると、画像が悪くなり本来の写真の良さがなくなるので、

加工は３つまでが基本

加工してない方でも、明るさの調整と色（色調）のフィルターはマスト！

暗い写真は、問題外！「なんでこの写真、投稿したの？」となり

何の配慮をしていない⇒人に対しても配慮がないのでは？とファンになりにくい



ストーリーズを使って
ファンの囲い込み作戦

心理学に単純接触効果というものがあります

繰り返し接すると好意度や印象、親近感が高まるという効果で

初めのうちは興味がなかったり、苦手だったりしたものも、

何度も見たり、聞いたりすると、次第によい感情が起こるようになってく
る、という効果。

広告の効果も、単純接触効果によるところが大きい。

CMでの露出が多いほど単純接触効果が起きて、よい商品だと思ったり欲

くなったりするのも単純接触効果のひとつ



ストーリーズを使って
ファンの囲い込み作戦

Instagramは1日に何投稿もすると、フィードを埋める事になってしま
いうっとうしく思われフォローを解除されてしまう恐れがある。

しかし、1日に何回もユーザーの目に触れる機会を作らなければ

短期間で根強いファンを作る事が難しいのが現実。

ここで便利な機能が

Instagramのストーリーズ。



ストーリーズを使って
ファンの囲い込み作戦

ストーリーズは、Instagramの機能で

短い動画や写真をシェアして

24時間で消えてしまう機能。

ライブ配信なども行える事から

通常のギャラリーに比べて日常的な写真や

動画を投稿できるツール



ストーリーズを使って
ファンの囲い込み作戦

①ただのフォロワーではなく

ファンを作るためのストーリーズ

１日に何回も投稿するとうっとうしく思われるが、

１日１回のポストでは、なかなか短期間で根強いファンは作れない。

そこで、ストーリーズで投稿数を多くする

単純接触効果で、何度も目にすることで好きになっていく

（ビジネスをする上で重要な心理学）



ストーリーズを使って
ファンの囲い込み作戦

②ギャラリーで高嶺の花感（憧れる感じ）

ストーリーズで親しみやすいドジっと感を

「この人も同じ人間なんだ！なのにこんな生活を送れているなんて、

どんな秘密があるの？」

キメキメ写真は、ギャラリーで投稿。

それを少し崩して、普段のあなたをストーリーズの動画で親近感を。



ストーリーズを使って
ファンの囲い込み作戦
ストーリーズはそこまでキメキメで作らずゆるい感じ（物語や校正を考えなくて

良い）でOKですが、あまりギャラリーとかけ離れるとＮＧ！

※キメキメで作ると、投稿するネタもなくなるし、しんどくなってやらなくなる

ギャラリーはしっかり整えて

ストーリーズでは、少し人間味のある親近感を出す

★ストーリーズは、動画がおススメ！（気になって見てもらいやすいため）

★自分にとって、なんてことない日常やギャラリーで投稿しないような

「今日のランチおいしかった」でもＯＫ！

同じ風景、同じ景色でも「今日は暑い、今日は風がつよい」など



ストーリーズを使って
ファンの囲い込み作戦

③シリーズ化して
フォローせずにはいれない環境作りを

ギャラリーではなかなか見れない世界や

メインコンテンツではないコンテンツをシリーズ化

例）ストーリーズだけ、飼っているペットや子供、家族の日常などの動画

★ストーリーズはフォローしていないと見れないので、解除されにくくなる

ギャラリーでは見せない顔や秘密、違う人間味がある動画を見ることで

単純接触効果をさらに深め、根強いファンを作っていきましょう！



ストーリーズを使って
ファンの囲い込み作戦

④インサイトを活用して囲い込み作戦

ストーリーズにも”インサイト”機能があります

自分のストーリーズを見てみると

左下にアイコンと00人既読という文字があり

そこをクリックするとインサイトが見れます



ストーリーズを使って
ファンの囲い込み作戦

このストーリーズのインサイト、見た人がずらーっと並んでいるのですが、

この順番は実は見た人順ではなく「私の事が興味ある」順！

☑ストーリーを見る頻度(あげた人のストーリーをどれだけ見ているか？)

☑プロフィールに訪れる頻度

☑投稿に対してのいいね・コメント・保存の数 で決まります。

要するにどれだけ「私の事を知りたいと思っているか」なので、

このインサイトの順位が上の人に、直接コンタクトを取ってみると喜ばれ
てファンになってもらえる可能性もあります



【ワーク】

今週１週間、毎日３本ストーリーズの投稿をしてみましょう。

ストーリーズから、プロフィール⇒ギャラリーを見たら、

しっかりしたキメキメの写真としっかりしたキャンプション

そのギャップで引き込もう！

【今回のステップでのゴール】

ストーリーズを使って、フォロワーにもっと私の
ことを知ってもらおう！



告知を出すにもInstagramならではの
ルールがある！

フォロワーが500人を超える頃から、あなたのライフスタイルに憧れ
を持ち、1度会ってみたい！と思ってくれるファンがだんだんとつい
てきます。

投稿には毎回同じ人からいいね！をもらえたり、

コメントをくれる人も現れます。

（私はセミナーのお問合せや「メルマガ読んでいます」「動画買いました！」等のDMがありました！）

そうなった時に準備しなくてはいけないのが、

レッスンやイベント・ワークショップの告知です



告知を出すにもInstagramならではの
ルールがある！

Instagramには有料で広告を出せるシステムがあります。
（フィードの中に自分のフォローしたアカウントの投稿ではない「広告」と
書かれた投稿が有料で出されているPR広告です）

このようにInstagramには有料で出せる広告もありますが

お金をかけずに集客する為の方法をお伝えしていきます

告知を出すにもInstagramならではのルールがある！

素敵な言葉と写真を使おう！



告知を出すにもInstagramならではの
ルールがある！

①Instagramはあくまでフォト雑誌
文字だけの広告ではなく、ビジュアルで魅せる

営業臭やギラギラの集客臭を出すとフォロワーが離れてしまう場合があるので

機能性ではなく、情熱を伝える

情熱＝これまでに至った過程、どんな想いで作られたサービスなのか？

なぜそのレッスンやイベントを開きたいのか？という想いを書く

読んだ人の心が動くことがポイント！



告知を出すにもInstagramならではの
ルールがある！

②自分のフォト雑誌にふさわしいビジュアルを載せる

◆ふさわしい写真にシンプルなキャプションをつける

告知文は最低限で、詳細はブログや申込むフォームに書くと尚良い

普段と同じ雰囲気の写真選びをし、参加する人にも楽しんでもらえる写真で整える

◆テーマカラーやビジュアルを崩さない

告知な時だけ急に赤！（目立って集客しやすい色）やゴシック体で大文字はNG

いつもの雰囲気を保ったまま！フォロワーは裏切られた気になってしまう

フォロワーがどんな雰囲気が好きで見てくれているのか？を気にしながら告知を作る！



告知を出すにもInstagramならではの
ルールがある！

③毎日の投稿にもひっそりと告知を忍ばせる

既に申し込んでいる人もいるので、何度も同じ写真を投稿したり告知しない！

一度、写真で告知したら、翌日の投稿はキャプションの最後に書いておき、

迷っている人に少し背中を押すような告知だけ行う

ダイレクトな告知の投稿は３日に１度目安で忘れられないように。

土日などは告知１枚、普段の雰囲気１枚など、行けない人にも楽しんでもらえるような投
稿を

〆切前になると１日２回投稿をインサイトを活用して集める



【ワーク】

レッスンやイベントを開く事を念頭に入れた投稿を考えてみましょう。

レッスンやイベントができない場合は、メルマガへの登録の誘導や、

既に持っているサービスを買ってもらう方法を考えて

投稿してみて下さい

【今回のステップでのゴール】

投稿の中でレッスンやイベントの告知を出す



便利なアプリ、使えるツールのご紹介

◆Instagramでフォロワーが増えすぎた時に整理が便利！

鉄則は、フォロワー数＞フォロー数

《インスタグラムのフォロワー整理に苦労しているあなたにオススメ！

超使いやすいフォロワー管理アプリ！》

https://itunes.apple.com/jp/app/follower-tools/id1312703478?l=en&mt=8



便利なアプリ、使えるツールのご紹介

◆「改行ができない」問題を解決してくれる、便利なアプリ

長文になる場合や、見た目を良くして

読みやすくしたい場合、

「改行くん」を使えば解決！

※iPhoneでのみ使用可能

App Storeを起動し、右下の虫眼鏡の

マークをタップ。

次に検索窓に「改行くん」と入力して下さい



便利なアプリ、使えるツールのご紹介

◆Instagramでリンクをたくさん貼れる裏技「linktree」

Instagramはリンクを貼るところが１つしかないのですが、

Linktreeというアプリを使うとリンクをまとめたページが

生成できます！

いくつもリンクを張りたい場合はおススメ！

https://linktr.ee/

https://linktr.ee/


便利なアプリ、使えるツールのご紹介

◆「POMU.ME（ポムミー）」https://pomu.me/

個人が複数持つSNSアカウントや情報発信ページのリンクを

まとめ、相互でフォロワーが行き来する導線を

作ることができる

個人が保有するアカウントやブログのリンクをまとめ、

プロフィールサイトを作成できるサービス。

プロフィールの作成機能だけでなく

アクセス解析機能も搭載されている

https://pomu.me/


便利なアプリ、使えるツールのご紹介

◆Instagramをカレンダーで自動投稿できる「Later」

laterはこちら↓

https://later.com/

Instagramの投稿を自動化するためのマーケティングプラット
フォームサービス。
事前に撮影・編集した写真を、Webやスマートフォンアプリから自
由に投稿日をスケジューリングすることができるように
詳しい使い方は▽

https://ferret-plus.com/9948?utm_source=ferret&utm_medium=email&utm_campaign=20180615-2

https://later.com/


便利なアプリ、使えるツールのご紹介

◆遠目からの自撮りできる！

スマホ用の三脚を使ってリモート操作をして撮影

三脚の足もくねくね動くタイプ！安定が悪い場所でも

しっかり固定できます

私が使っているリモートボタンと三脚はこちら↓

「くねくねスポンジ三脚 リモコン スマホホルダーセット」

https://item.rakuten.co.jp/fine-
ph/1110019/?scid=af_pc_etc&sc2id=af_101_0_0



まとめ

①ポスト（投稿）は毎日する！
ペルソナに向けたブランディング（世界観、色、言葉）を意識した投稿をしよう

②いいね！は毎日30件以上する！
自分の付けているハッシュタグ⇒最新でいいね！10未満の投稿にいいね！しよう

③フォローは毎日30人以上する！
「フォローリスト」や「顕在層」「準顕層」を積極的に掘り起こそう



まとめ

Instagramはまだまだビジネスとして本気で運用できている人が少ないSNS

その為、起業後発組の方でも十分太刀打ちできるツールになります。

とくに女性はビジュアルで感情の動く生き物。

あなたらしいブランディングをしっかり作り

Instagramで世界観を確立して素敵なお客様と出合えるように

楽しみながら運用していってくださいね！


