
※今回資料にある内容は、2022年2⽉7⽇時点での情報です。







平塚⿇美は現在アカウントを

３つ運⽤中！

フォトグラファーコンサルティング 旅（プライベート）



平塚⿇美はなんでインスタが

こんなに好きなの？

インスタは“好き”でつながる

ポジティブな世界だから

⾃分の好きな仕事のこと、

プライベートで好きなこと

堂々と楽しく発信しよっ！

⾃然と同じように“好き”と

共感してくれる⼈だけが集まってくる



インスタ基礎知識



Instagramが投稿やストーリーズなど
それぞれの機能に

アルゴリズム（インサイト）を

⾒れるようにしている⽬的は？

Question



創作、コミュニケーション、発⾒およびシェアを⾏い、つながりを構築するためのパーソ

ナライズされた機会を提供すること。⼈は皆それぞれ異なります。弊社は、利⽤者が実際

に関⼼を持ち、シェアする体験を通じて、⼈と⼈との関係強化を実現したいと考えていま

す。そこで弊社は、利⽤者やその他の⼈が、誰に対して、そして何について関⼼があるの

か理解するためのシステムを構築するとともに、利⽤者が関⼼のある体験を通じて創作、

発⾒、参加およびシェアを⾏うことができるよう⽀援するために、その情報を使⽤してい

ます。

Instagramがインサイトを⽤意している⽬的は、

参考：インスタグラム利⽤規約

ユーザーにとって

本当に価値のあるコンテンツを届けるため

ユーザー＝⾒込み客の興味関⼼・⼼理を理解すること

ユーザー
ファースト！

https://help.instagram.com/581066165581870


Instagramの基本は、、Check

・ユーザーが読みたいと思う内容になっているか

→⾃⼰満発信になってない？

→フィードに並んだ時に、⽂字が切れていない？

→⽂字が反転していない？⽂字⼩さすぎない？

→いいなと思う写真になってる？写真のクオリティはどう？

→初めて⾒た⼈にも伝わる内容になってる？

→専⾨⽤語使ってない？

・ユーザーが⾒たいと思う投稿画像になっているか



参照元：サムライト株式会社『20〜30代⼥性ユーザーはどう使っている？Instagramの“機能別”利⽤実態調査』
（2020年11⽉27⽇〜30⽇）

”なんとなく眺めている”⾒込み客の興味を引き、

欲しいを引き出すアカウント運⽤を⽬指す



参照元：サムライト株式会社『20〜30代⼥性ユーザーはどう使っている？Instagramの“機能別”利⽤実態調査』
（2020年11⽉27⽇〜30⽇）

フィード投稿だけじゃなくて、

積極的にいろんな機能を使う



参照元：サムライト株式会社『20〜30代⼥性ユーザーはどう使っている？Instagramの“機能別”利⽤実態調査』
（2020年11⽉27⽇〜30⽇）

好きになってもらうこと、

有益な情報を提供すること。



統計局によると,

99,996%の情報がスルーされている

そうです。

つまり、⾃分の投稿を読んでもらう

には、0.004%になる必要がある。

内容も、画像のデザインも、

⽂字の⼊れ⽅、写真の撮り⽅、、

徹底的に、⾒込み客⽬線になる



なんでインスタに

『世界観』が必要？



世界観＝⾒た⽬の“印象”をコントロール

⾊やデザイン、

写真で“印象”が変わる。

カラーや投稿の並びが整っていること。

＝⼈は統⼀感があるものが好き（無意識レベルで）





Check



集客できる

フィード投稿の基本



このアカウントから⾒�み�(フォロワー）が得られるものは�

（これが��の�になります）

平���の場�は、、、

１、インスタ����情�。

２、平���のコンサル受けたらどうなれる

３、平���ってこんな�（マインド・⾃立した⽣活）

１、

２、

３、

Work



��からどんなアクションをしてほしいですか�

（フォロー、URL の��、ショッピング、LINE＠��等）

※�は�択�が�いと苦�になるので、�ませない動�つくりが重��

平���の場�は、、、

メルマガ内で個別相�（フロント）を募�するので、

基�はメルマガ��へ��。

Work



⾒込み客が、あなたにたどり着く『検索キーワード』は？

※インスタでは、プロフィールや投稿の内容で、いかに興味関が持てるか、

＝「⾃分事」になるかがとても重要！

そのためのキーワードを考えて、戦略的に使っていきましょう。

基本はメインのキーワード１つ、多くても３つくらいに絞る

・

・

・

平���の場�は、、、

「インスタ��」

Work



※⾒込み客は、インスタをいつ⾒ている？

投稿時間を決めよう！（投稿頻度は1⽇1投稿がベスト）

○時に投稿する！

★インスタ集客できなーいって⼈は、

「⾃分の都合のいい時に投稿する。」

「集客したい時だけ投稿する。」という

⾃分都合な⽅が多い印象です。

⾒込み客の⾏動に合わせて発信するのが必要

Work



プロフィール

❶

❷

❸

❹

アカウント�は、

�索しやすい�前で。基�は�前に。

スペルがわからないサロン�や、

アルファベットや��の��は

�⼒使わない。

プロフィール写真は

顔がしっかりとわかるものを。

ここの第⼀印象はすごく⼤きいので

⾃撮りが苦⼿なら、

プロに撮ってもらうのがベスト。

プロフィール写真変えただけで、

1⽇でフォロワー50⼈増とか普通に

あります。

❶



❷ ここは、�索に�わってくるので、

“お��が�索するキーワード”と

⾃�の�書き・�前を�れる。

わたしだったら

「インスタ��」と「�界�」

※２回��で間�うと14⽇は�更できな

くなるので��。

����の�は前に

【地�】を�れる。

コンセプトよりも�索キーワード優先�



❸

❸
ここは、コンセプトと

�みや⾒�み�にこうなれる�という

未来、共�（看�師、�供の有�な

ど）の内�を�れる。

�⾏いれて�みやすく。

�索にも��するので、�索ワードも

�れずに。

ファーストビューは。上の4⾏しか

�めないので、

そこに�に重�な�葉を�れる▼



❹

❹

ここはURLをクリックしたくなる

⽂章を⼊れよう。

ここの⽂章でクリック率はかなり変わ

るので、何度も検証して

どんな⾔葉がいいか反応を⾒よう。

URLの下に、ローマ字の⼟地名を

⼊れている⼈もいるけれど

それはいらない。

ローマ字で読みにくいし、

それよりは上に⼊れましょう！



ハイライトの表紙も

揃えていると統⼀感あってGood

インスタのテンプレートに

合わせたデザインにするのも。



フィード投稿 専⾨性８割、プライベート2割

→専⾨性２列、プライベート１列

・⽂字投稿でお役⽴ち情報

・写真＋お客様の声（BA)

・プライベート投稿で共感・信頼

★おすすめは3列投稿！

⽂字の列が統⼀されるだけでも、

整った印象になる



フィード投稿
リーチが伸びるのは写真（1枚画像）

webクリックが多いのは⽂字投稿

写真で露出を広げて

⽂字投稿で⼼を動かす！



フィード投稿

（⽂字投稿）

⽂字投稿は必ず

『⾒込み客が⾃分事になるキーワード』を

⼊れること！

最近の流⾏りは4:5サイズだけど、

⼤事なのはそこじゃなくて、

思わず続きが気になる、⾃分に必要だと思って

もらえる内容にするかどうか



フィード投稿

（⽂字投稿）
よくあるNG集

▷2⽉キャンペーン

夏までに

ツルスベ肌になろう！

脱⽑初めてさん限定

2⽉キャンペーン



フィード投稿

（⽂字投稿）
よくあるNG集

何の反応！？

▷こんなに早く

反応があるなんて

思っていませんでした。

こんなに早く

新規ご予約が⼊るなんて

思っていませんでした。



フィード投稿

（⽂字投稿）
よくあるNG集

どんなお客様の声なのか

⼀⽬で伝わらない。

お客様の声 インスタから15件

お申し込み！

▷



フィード投稿

（お客様の声）
よくあるNG集

▷

何のビフォーアフターなのか

わからない





キャプションの

書き⽅

インスタグラムは読みやすさ、

わかりやすさ重視なので

⼀⽂は１５⽂字程度で改⾏、

ひとかたまりを４⾏以内で改⾏すると

読みやすさアップ♪

最近は、キャプションの中にある⽂章も

検索に出てくるようになったので、

『検索キーワード』を

バランスよく⼊れ込んだ⽂章にすると○



スマホでは、この“�きを�む”を

押されないとそもそも��を

�んでもらえないので、

�きを�みたくなる「タイトル」を

必ず�れる。



・ハッシュタグ検索

・フィード（今はフォローしている⼈で親和性が⾼い⼈

のが優先で出るようになってるが、今後時系列と選べる

ようになるらしい。）

・発⾒タブ（⾍眼鏡マーク）

・キーワード検索（2単語以上の検索可能）

インスタで⾒込み客と

出会う⽅法



検索結果で表⽰されやすくするために

�索�果には、テキストに⼀�した内�が�⽰されます。

Instagramのハンドルネームやプロフィール�として��のコン

テンツに��したものを使うことは、��の�索�果に�⽰さ

れやすくするベストな��です。友�やファンがあなたを��

の�前で知っているなら、その�前をユーザーネームやプロフ

ィールに�めましょう。そうすることで、彼らが�索した�に

⾒つかりやすくなります。

・適切なハンドルネームやプロフィール名を使⽤する。

参考：インスタグラムの詳しい仕組み

https://about.instagram.com/ja-jp/blog/announcements/break-down-how-instagram-search-works


ここでも同じ話です。⾃⼰紹介に、あなた⾃⾝やあなたのプロ

フィール内容と関係のあるキーワードを含めるようにしましょ

う。あなたのアカウントが中⼩ビジネスなど特定の場所に関連

している場合は、⾃⼰紹介の中でその場所を知らせましょう。

そうすることで、地域内の⼈びとに⾒つけてもらいやすくなり

ます。

・関連するキーワードや場所を⾃⼰紹介に含める。

・キャプションに関連キーワードとハッシュタグを含める。

検索で投稿を⾒つけてもらうためには、

キーワードとハッシュタグを⼊れる場所を、

コメントではなくキャプションにします。

参考：インスタグラムの詳しい仕組み

https://about.instagram.com/ja-jp/blog/announcements/break-down-how-instagram-search-works


ハッシュタグ

ユーザーはハッシュタグ�索で、トップ�⽰されている中で

⽬立つアカウントにアクセスしますが、

ハッシュタグ���の�が�いと、フォロワーが�ない内は埋もれてしまい、

ハッシュタグのトップ�⽰がされにくいです。

インスタグラム�式が、

「キャプションの中に�れよう」と発�

個�に�しては��あり。

ハッシュタグの�を⼤・中・⼩に�けて、

⼤ ハッシュタグ���が５万�上

 例 # ��て425 万件 

中 ハッシュタグ���が１〜５万�内

 例 # ��て�み1.3 万件 

⼩ ハッシュタグ���が5000〜１万�内

 例 # ��てライフ9000 件 

フォロワーが�ない内 5000 �内 は中を５個、⼩を10 個。

フォロワーが5000 �えると⼤も�ぜて��しましょう



ハッシュタグの決め�は、

ペルソナが�索しそうなキーワードを�れる�

例えば、⼩�矯正サロンでエラはりに�んでいるペルソナだったら、

『⼩�』をキーワードに、

＃⼩�サロン�2.8 万（中） ＃⼩�コルギ�5000 件（⼩）

＃⼩�矯正サロン�5000 件（⼩）

＃⼩�フェイシャル�5000 件（⼩）

＃⼩��形 1.1 万（中）

＃⼩�メイク�1.1 万（中）

＃⼩��体�1.1 万（中）

＃⼩��体�1.1 万（中）

・・

����のハッシュタグ



プライベート��のハッシュタグで露�を�げる。

ここも�索に�てくる。



発⾒タブ タグるはもう古い！タブる時代！

参考：プレスリリース【インスタの新常識】”タグる”ではなく”タブる”！ユーザーの新たな消費⾏動とは？

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000044549.html


74.1%もの⼈が発⾒タブの投稿から購⼊したいと思った経験が、
とてもよくある・よくあると回答

参考：プレスリリース【インスタの新常識】”タグる”ではなく”タブる”！ユーザーの新たな消費⾏動とは？

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000044549.html


『発⾒タブ』に載るには？？

・保存率を上げる

→投稿の質を上げる

・フォロワーとエンゲージメント率を上げる

→フォローいいねだけでなく、

コメントやDM、ストーリーのアンケート
ライブ配信などなど

※エンゲージメント率：投稿に対してどれだけのユーザーが

反応（エンゲージメント）したかを割合で⽰したもの



キーワード検索

・Googleのように
２単語以上の検索ができるように。

（まだ全ての単語に反映はされていない）

・キーワードは、

キャプション、ハッシュタグ、

プロフィール⽂の単語が反映される。

・フィード投稿と、

動画投稿が出てくる。

（リールは今の所出てこない）



ストーリーズ
ストーリーズは投稿すれば

するほど集客UP!

参照元：サムライト株式会社『20〜30代⼥性ユーザーはどう使っている？Instagramの“機能別”利⽤実態調査』
（2020年11⽉27⽇〜30⽇）



ストーリーズ投稿だけで

ダブルワークから

⽉商7桁サロンへ

ストーリーズは頑張る価値⼤！

ストーリーズ



ストーリーズ

・専⾨性８割、プライベート2割

・24時間で消えるので、

これでいいかな？と悩むより、投稿する。

・次々に流れていくので、⽂字の⼤きさや

1枚の⽂章量には注意

・基本は、フィード投稿と⼀緒



ストーリーズ ストーリーズ投稿最低５回（最低レベル）

（何回とか決めずに、朝昼⼣コンスタントに投稿！）

→���度（ザイオンス�果）を�めるため�

ペルソナの占有時間に、URLへの��。

プライベート�� ����お��の声��



ストーリーズ 以前は1万フォロワーしか使えなかった
『リンクボタン』が実装されました。

（⾃分にはありませんって⼈がたまにいるのですが、、

検索で「link」って⼊れると出てくる⼈います。それ
か、アップデートしてないか。インスタでわからないこ

とはネットで検索すると⼤抵教えてくれます。）



ストーリーズ 具体例で解説していきます！

（外部流出厳禁）



ストーリーズ 【知識の提供】



ストーリーズ 【お客様の声、before�after】



ストーリーズ 【お客様の声、before�after】



ストーリーズ 【プライベート投稿】



ストーリーズ プライベート投稿



ストーリーズ 夢や希望、背中を押す投稿も

よく⾒られてます✨



アンケートや�問��を積�的に活⽤して�流する

→お�DM からお申し�みが来ることもあり。

YES/NOだと、NOの時に�むので、

「�味ある/とても�味ある」みたいに

プラスの�えをもらえるようにする。



ファンができる

発信のコツ



専⾨的な知識やお客様の結果が出ていることは

『当たり前のこと』

そこから⼀歩進んで、

⼈としての信頼・共感・憧れを

得ることのできる⼈がSNSでファンができる♡



あなたの⾒込み客は

どんな⼈に共感、信頼、憧れを抱く？
Work

平���の場�は、、、

いつもおしゃれ、ちゃんとメイクして�⾒に気をつかってる

おしゃれを�しんでいる、常に挑戦している、�うことがぶれない、

�⽇を�しんでる、、etc



workでやった⼈に⾃分がなる努⼒をして発信。

＋『想い』の投稿は反応が⼤きい



そして⾃分の過去に⼼動かされる⼈も多い。





よくある質問





ただの作業と考えるとしんどくなっちゃうけれど、

『お客様が⾒つけやすくこちらからアプローチする』ので、

お客様のためでもある！

「なんのために頑張るのか」を⾒失わないこと

・同業者のインフルエンサー（少しでもフォロワーが多い⼈）

の最新の投稿にいいねをしている⼈にフォローに⾏きます。

・1⽇100〜200（ペナルティにならないように注意）

・「外国⼈」「業者」「⾮公開アカウント」の⼈はいかない。

（ペルソナに明らかにならなさそうな⼈は除外）

★フォローまわりのポイント

（その時にいいねを3つくらいすると反応がいいとも⾔われている。）



そしてフォローまわりは、チラシ配りと⼀緒！

（フォローの時に、⾒込み客か考えすぎない！）

この毎⽇のコツコツした⾏動ができるかどうかで

差が出ます。

例えば、、学習塾のチラシを配るのに

学⽣アパートには⼊れないですよね。

ファミリーがいそうな分譲マンションに⾏くと思います。

だけど、⼀軒⼀軒ポストを覗いて、「ここに⼦供はいる？」

とは考えないはず。

とにかく全部のポストに⼊れる！数を打つ！

フォローまわりはこれと⼀緒！





Click

⾼単価でも“お願いされる”
価値で選ばれる起業家になる⽅法

https://velche.wixsite.com/seminar


Click

https://sekaikanonline.wixsite.com/onlinesalon
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