
３日目
集客



3日目のゴール

● ツールごとの特徴、使い方のコツがわかる

● 自分の集客方法がみつかる

● SNS（Instagram）の仕組みを理解する



集客で大切なこと

マーケティングの視点ブランディングの視点

2日目のサービス設計１日目のコンセプト

何を使って知ってもらうか？

どうやって信頼してもらうか？

どうやって選んでもらうか？

３日目　テクニック



１，集客は４つの過程にわけて考える

1. 認知

2. 信頼

3. 購入

4. リピート

存在を知ってもらうためにやること

信頼してもらうためにやること

購入してもらうためにやること

リピートしてもらうためにやること



１，認知

自分のことを全く知らない人に、存在をどうやって知ってもらうか？

認知してもらうには２つしかない

お金をかける お金をかけない

＜メリット＞
・早い
・楽

＜デメリット＞
・金額が高くないと元をとれない
・ユーザーの質が下がる

＜メリット＞
・継続することで末永いファンができやすい

＜デメリット＞
・時間がかかる
・運用テクニックをマスターしなければならない
・何が合うかいろいろ試さないとわからない

広告、チラシ、運用代行 自分で発信



２，信頼してもらうためにやること

● 自己開示

● 有益な情報提供

● ブレない姿勢

● わかってくれたという共感、安心感

３，購入してもらうためにやること

● わかりやすいサービス展開

● わかりやすい購入方法（５W1H）

● 得られる結果の提示（お客様の声）＝ベネフィットを把握



４，リピートしてもらうためにやること

● あなたにピッタリの「次の商品」をちゃんと薦める（コンシェルジュ）

● 自動的にリピートする仕組みを作る（参照：2日目の「継続型」）

● 最初からコースでしか紹介しない

● 期間限定の割引チケットを作る

1ヶ月以内割引チケット
例） 子育てカラー講座（1,500円）

カラーセラピーセッション（ 5,000円）

セラピスト養成講座（2万円）

セラピスト養成講座（6万円）



ツール別の特徴と運用方法

ツール 向いてるタイミング 会社 利用者数（日本／世界）

Instagram 認知、信頼 Meta（2012年買収） 3,300万／10億

Facebook 認知 Meta 2,600万／29億3,000万

Twitter 認知 Twitter 4,500万／3億3,300万

TikTok 認知 Byte Dance 1,700万／10億

Youtube 認知、信頼 Google 7,000万／20億

ブログ（note） 信頼 note 6,300万

LINE 購入、リピート LINE 9,200万／1億9,300万

メルマガ 購入、リピート



「認知」と「信頼」のタイミングと攻略

媒体ごと

媒体 目的 向いてるタイミング 攻略

Instagram、
Twitter

ひまつぶし、気楽な情報収集、息
抜き

認知 いかに自分のジャンルに
興味ある人に存在を認
知してもらうか

ブログ、
Youtube

情報収集、学び 信頼 もっと学びたい、もっと教
えてほしいと思わせられ
るか

LINE、メルマ
ガ

情報を能動的に受け取りたい、行
動する

購入 丁寧な説明、説得、
買わないと損



Twitter

Instagram

Tiktok

Youtube
引用　https://grove.tokyo/media/g0181/



集客の仕組み

認知

↓

信頼

↓

登録

↓

購入

↓

リピート

2日目に作ったフロント

2日目に作ったサービス設計

世間で言われてる「集客」はここだけ注目される事が多いが、全体
からいうとほんの一部でしかない。

● どんなメニュー名？
● いくら？
● キャッチコピーは？ ...etc

1日目のお客様に
聞かないとわからない



SNSの攻略方法とは？

集客の攻略方法は「アルゴリズム」を理解すること

アルゴリズム　＝　「おすすめ」に表示される仕組み（ざっくり）

効率のよい運用はAIを知らずして、できません



Instagram攻略ポイント

あなたの分野に興味関心のある人に、どれだけ見つけてもらえるか

フォロワー又はフォロワー以外に知ってもらう方法

● 「フィード投稿」に出てくる→フォロワーが見る

● 「ストーリーズ」の1番左に出てくる→フォロワーが見る

● 「発見タブ」（リール含む）に出てくる→フォロワー以外が見る

表示されるにはインスタ側に
「このアカウントはあなたにオススメだよ！」と認識して
もらわないといけない

シグナルを貯める



アルゴリズムに基づいたInstagram攻略のポイント

発見タブに表示される

フォロワー以外に表示されるから

存在を知ってもらえる（認知）

発見タブに表示されるには？

1. アカウントのジャンルやテーマを明確にする

2. 滞在時間が長くなる工夫をする

3. 保存されるようにする（反応率を上げる）

引用：https://about.instagram.com/ja-jp/blog/announcements/shedding-more-light-on-how-instagram-works

その他

1. コメントもらう施策
2. DMをもらう施策
3. プロフィール欄の工夫
4. 毎日投稿
5. ストーリーズ回数アップ

インスタグラムから
「あなたにおすすめだよ！」認定をされる



Instagram運用のコツ

投稿の反応率を上げる施策をする
（いいね、コメント、

保存などのリアクション）

投稿からプロフィールを見てもらう施策
（導線・誘導方法の見直し）

プロフィールの改善
（プロフ文章、ハイライト、リンク）

濃いフォロワーとの継続的な接触
（ホーム率を意識、ニーズの見直し、ストー
リーズ施策）

シグナル貯金運動

「発見」や「あなたにおすすめ」に表示され
新規フォロワーが増える



フォロワーが増える仕組み

フォロワーに見られる

↓

フォロワー外にも表示される

↓

プロフィールが見られる

↓

フォローされる

ホーム率を上げる＝エンゲージメントを高めるためのシ
グナル貯金をする

⇒いいね・コメントを増やす、滞在時間、 DM

発見タブ、おすすめに表示されるようにする

⇒インスタに評価されるアカウントにする

プロフィールに誘導する

⇒投稿内でメンション、次回予告やシリーズ投稿で誘導

⇒フォローするメリットを伝える



ホーム率 そもそもフォロワーに見られてるか？（上級編）

前提：プロアカウントであること（細かい分析が見られる）

自分のフォロワーに投稿が表示されているかは「ホーム率」でわかる

フォロワー数

÷
「インサイト」ー「あなたがシェアしたコンテンツ」ー「リーチしたアカウント」から投稿を選
ぶー「リーチ」の円グラフの「フォロワー」の数

例）フォロワー300人　
　　フォロワーへのリーチ数 80　　26%　←これがホーム率

せめて30％・・
できれば50％目指したい！！



発見タブに表示されるまでのふるいにかける仕組み

Step1　数億のアカウントから 500ほどに絞る

よくいいね！や保存してるアカウントと 同じ
ようなアカウントにしぼる

Step2　500からさらに25に絞る

Sourcing Stage

Ranking Stage

インスタグラムにこのアカウントが何のジャンルなのか はっ
きり認識してもらうようにする

● 反応率が高い（いいね、コメント、保存 etc）
● 滞在時間が長い
● 初速がいい

質の高い投稿を表示させる



ランキングステージに勝ち残るための攻略ポイント

②「濃い」フォロワーを増やす

理由：RankingStageで生き残るために、インスタグラムに「反応率の高い」アカウントと認識させる
対策：投稿内容やタイミング（初動を測る）を考える、同ジャンルの人にいいねをしている人にいいねをする、ス
トーリーを多くあげる

①ジャンルを明確にし、誰が見ても何の投稿をしている人かわかるようにする

理由：SourcingStageで生き残るために、インスタグラムに正しく認識させる
対策：発信内容の統一、ハッシュタグ、同ジャンルのアカウントやハッシュタグをフォローする

③質の高い投稿をする

理由：RankingStageで生き残るために、シグナルを貯める
対策：保存、滞在時間



課題 改善策

フォロワー数に対して投稿のいい
ねやコメント数が少ない

● ユーザーニーズの見直し（重くない？）
● いいねやコメントを求めてみる
● コメントしたくなる投稿にする
● シリーズ化投稿（多くても３回まで）
● 反応のいい投稿時間を調査する
● 投稿頻度を上げる

保存されない ● 保存してほしいページに「保存」誘導する
● なぜ保存すべきなのか説明する（メモの必要なし、後から見返せる、１秒タップ、あとでじっく

り・・・etc）
● まとめ投稿をする

滞在時間を確保できてないかも・・ ● 最後まで読みたくなる１０枚（1枚目、前半に命をかける）
● 読みやすくする（文字サイズ、色）
● ストーリーズいっぱいあげて物理的に接触回数を増やす

プロフィールがわかりにくい ● 「改行」「箇条書き」「共感」「ベネフィット」「いつ投稿するのか」

インスタから人が来ない、リスト化
されない

● 投稿からの誘導ができてる？（キャプション、ストーリーズでのメンション）
● インスタからどこに誘導するか決めてる？選択肢が多すぎないか？どこにいけばいいかわ

かる？
● 告知ばかりしてない？（フォロワーに表示されてない可能性大）
● 関連ありそうな人にいいね回りしてホーム率を上げ直し、投稿内容を見直す



致命的な問題点 改善策

フォロワーに表示されてない気がする・・
（ホーム率が低い）

● プロフィール欄・投稿内容改善後、既存フォロワーにいいね回りして再度自分のアカ
ウントに来訪してもらう

ストーリーズをあげても見られない（左側
に表示されてない）

● シグナル貯金対策をゼロから見直す
● DMイベントなどでなんとかしてDMをもらう

ストーリーズのアンケート反応が悪い ● 簡単で答えたくなるアンケート（質問）に変える
● 自分の意見もちゃんと上げる
● 回答結果を発表する

DMが来ない ● DMの送り方を丁寧に説明する
● DMの画像をストーリーズでアップし、それに回答する

始めたばかりでフォロワーがいない ● 自分と同ジャンルのフォロワー数が多い人をフォローする（３０ぐらい）
● 自分と同ジャンルのフォロワー数が多い人をフォローしている人の投稿をいいねして

回る（アカウント立ち上げ直後は警告がでるので１日３０回ぐらいから試して）
● １５投稿ぐらいになるまでは１日２回投稿

いいねは増えてもフォローされない ● 投稿で次回予告する
● 投稿内容を見直す



フォロワー数0〜100 フォロワー数  100〜600 フォロワー数　1,000以上

可能性は無限大！！
まずは100フォロワー目指そう

ここがふんばりどころ！
フォロワーの質UP＆1,000目指そう

すごい！ここから本番！
分析＆もっとインスタに好かれよう

❏ プロフィールをわかりやすく

❏ 1日2投稿で2〜30投稿まで毎

日続ける

❏ いいね！まわり（1日30ぐらいか

ら少しづつ）

❏ 自分と同じジャンルの人をフォ

ロー（20ぐらい）

❏ フォロワーが50超えたらストー

リー1日5回アップ

❏ ホーム率を出してフォロワーからどれだけ見られているか

確認

❏ 反応率を確認して投稿の質アップ

❏ 投稿で反応よかったものをリールで上げ直す

❏ 滞在時間を長くする工夫をしよう（他の投稿を案内、シリー

ズ）

❏ 発見タブに表示されるようにインスタに気に入られる意識

をしよう

❏ DMイベントやストーリーの音源紹介、アンケートなどやっ

たことない方はチャレンジしてみよう



よくある質問

● フォローしまくらないとフォロワーは増えませんか？

● いいね周りはやった方がいいですか？

● 毎日投稿した方がいいですか？

● ストーリーは毎日何回あげた方がいいですか？

● どうしたらいいねされますか？

● どうしたらインスタから LINEやブログに流せますか？

● フォロワーはある程度いますが集客につながりません、なぜですか？

● プロフィールのうまい書き方ありますか？

● インスタライブってやったほうがいいですか？


