
 理 解し、

 実 践し、

活用する！

活用方法



01
Instagramのアルゴリズムのシクミ

02
大切なエンゲージメント率

03
具体的運用方法

（いいね・コメント・保存・滞在期間・写真・リール・広告など）

項目内容

問い合わせがくる

アカウントへの成長!

＋

広告のポイント

GOA
L



58%集客

SNSの重要性

Touchand
Tap!58%

見学会
紹介
自社HP
雑誌

見学会
紹介
自社HP
雑誌

23%

10%

9%

SNSを活用していない場合

SNSを活用した場合

自社HPから集客するためには、
SNS（Instagram)を活用していくのがベスト！

集客

58%

23%

10%9%

デジタルシフトしないと生き残れない時代へ



インターネットによるメリット

生活に便利性・快適さをもたらす

インターネットが生活や社会に
与える影響の変化

（出所）NRI「新型コロナウィルス感染拡大による生活に影響調査」（2020年5月）
　　　　NRI「日本人の日常生活に関する調査」（2020年1月）

インターネットなしの生活は考えられない

ネットサーフィンは
コストパフォーマンスのよい時間つぶしである

インターネットによるデメリット

インターネット情報から離れて
休息を取ることも必要だ

インターネットから得られる情報が多すぎて、
疲れを感じることがある



各ニーズと広告段階

潜在層 ・家を建てるが自社を知らない
・興味がない

TV・ラジオ・雑誌・チラシ（紙広告）

準顕在層 ・情報収集段階
・ニーズ検索

ディスプレイ広告・SNS広告・ポータルサイト

顕在層 ・具体的な検討段階
・名称検索

リスティング・リターゲ広告・モデル
展示場・紹介・DM・HP・SEO対策
ライン＠・メルマガ・MA・アプリ

明確層 ・自社サービス活用



日本の媒体別広告費
単位：億円
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ユーザーは検索サイトで
地域情報を探しています！

オンラインのみ

オンラインとオフライン

オフラインのみ

地域情報は探さない

検索サイト

ウェブサイト

マップ

クーポンサイト

口コミサイト

地域ビジネスを探す際の手段

地域ビジネスを探す際に利用する
オンライン情報源

43%

10%

9%

47%

90%の
ユーザーが
オンラインを

活用

5%

5%

80%

43%

33%

23%



WEBの時代って

分かっているけど

具体的に

どうすればいいの…



広告配信

広告費 広告視聴

インスタグラムのビジネスモデル

01
Instagramのアルゴリズムのシクミ



※Instagramより抜粋

Instagramフィードのしくみ

Instagramフィードは、自分が関心のある人やものと情報を共有したり、つながった

りするための場所です。Instagramを開いたりフィードを再読み込みしたりすると、

あなたが高い関心を持っているとInstagramが判断した写真や動画が、フィードの上の

ほうに表示されます。 フォロー中の人やハッシュタグからのコンテンツに加え、あなた

の趣味・関心に合ったおすすめのアカウントも表示されることがあります。

Instagramのテクノロジーは、さまざまな方法やシグナルを利用して、フィードに投稿が表示さ
れる順序を決定しています。フィードの表示順を決定するために使用されるシグナルには、以下
のような物があります。

・あなたがそのコンテンツに関心を持つ可能性の程度

・投稿がシェアされた日付

・投稿者との過去の交流

Instagramではフィードに投稿が表示される順序をどのように決定していますか。

数日前の投稿がフィードに表示される場合があります。これは、フォローしている人の投稿
を見逃さないようにするためです。

Instagramフィードに古い投稿が表示されるのはなぜですか。



インスタグラム
開発スタッフインタビューの要約

・投稿されるとき、エンゲージメントを測定するためにフォロワーの内、

   選ばれたグループ内にまず表示される

・もっとも交流しているジャンルのコンテンツがよりタイムラインの

　上部に表示される

・ハッシュタグもアルゴリズムに影響力をもつが、主要な役割は

　投稿検索である

・ユーザーが過ごした時間がより長い投稿はアルゴリズムには重要視される

・いいねやコメントを通して、積極的にアクションを起こしている

　アカウントのプロフィールは、エンゲージメントを獲得しやすい

・エンゲージメントを獲得しているコミュニティ内ではお互いの

　投稿の信頼性が高い

・定期的な投稿をするとユーザーのタイムラインにより表示される

・DM経由でシェアされた投稿はアルゴリズムに高いランクがつけられる



目標設定（KPI）
フォロワー数=KPIでは無い

投稿に対する

反応率（エンゲージメント率）

＝（いいね数+コメント数+保存数）÷フォロワー数×１００

共感・愛着の数値化

のこと

02
大切なエンゲージメント

そもそもエンゲージメントとは?

いいね数 保存数コメント数



アカウントの反応率が
高いか低いかの基準値

反応率（エンゲージメント率）3.5%

＝（いいね数100+コメント数2+保存数3）

÷フォロワー数3000×100

・5万フォロワー以下であれば7%以上だと高いです。

逆に3%以下だと低いです。

・5万フォロワー以上であれば5%以上だと高く、

1.5%以下だと低いです。

通常の投稿



アルゴリズム基本要素

①フォロワー数が多い

②いいねの数が多い

③コメントの数が多い

④投稿の保存数が多い

⑤投稿に対しての滞在時間が長い

※特に投稿から1時間以内のいいね数が重要

一般人要素

⑥いいね率
※投稿平均いいね数÷フォロワー数×100

⑦コメント率
※投稿平均いいね数÷フォロワー数×100

⑧投稿の保存率
※投稿平均いいね数÷フォロワー数×100

⑨フォロワー毎の滞在率



率の目指すべき目標

発見タブのシクミ

1,000フォロワー以下では平均「いいね率」10％
※投稿平均いいね数100÷フォロワー数800×100＝12.5%

8,000～30,000フォロワーは平均「いいね率」約7％
※投稿平均いいね数700÷フォロワー数10,000×100=7%

30,000フォロワー以上は平均「いいね率」は4％

興味関心が近いエンゲージメントが高いアカウントを選定

（閲覧・いいね・保存・コメント）



発見タブのシクミ

発見タブ
（上位25投稿）

過去の行動分析

500投稿サンプリング

スパム等の削除

数千投稿抽出

接触したアカウントと類似したアカウントリスト

過去に接触したアカウントリスト

インサイトの見方

リーチしたアカウント

プロフィールへのアクセス

フォロー

リーチ

インプレッション数

ホーム

プロフィール

この投稿を見たユーザーアカウント

投稿からプロフへの流入数

投稿からフォローした数

投稿を見たアカウント数

投稿が表示された合計回数

ホームから閲覧した数

プロフィールからタップ数



※毎日動かす

03
エンゲージメントを増やす対策について

基本フォロワーの動線

発見：オススメやハッシュタグ

プロフィール画像

DM・HP移動

資料請求・来場

フォロー



アルゴリズム基本要素

プロフィールのチェックポイント

一般人要素

「コメント率」
※投稿平均コメント数÷フォロワー数×100

「投稿の保存率」
※投稿平均保存数÷フォロワー数×100

フォロワー毎の滞在率

「いいね率」
※投稿平均いいね数÷フォロワー数×100

１週間のインプレッションに対して
プロフィールアクセス数×10が30%以下の場合は改善が必要

例
4,082インプレッション
54×10＝540       540÷4,082×100＝13.2％



プロフィールポイント

・誰に、何を発信しているか？
   (ターゲット層が見てフォローする価値があるか)

・プロフィール写真は内容とマッチした写真か？

・興味や共感を生む内容か？

・10秒以内で読めて、分かりやすく箇条書きにしてるか？

・URLの導線は短くしっかりとしてるか？

・プロフィールの内容と投稿の統一性があるか？

アカウント

(例）

▼HP▼資料請求▼相談会予約はこちらから▼
ホームページ

▼施工事例はこちらから▼
@

・〇〇市を中心に注文住宅を建てています。
・キャッチ
・コンセプト
・特徴



いいね！について

相手に認識してもらう

いいねを返してもらう

ハッシュタグの上位をねらう

できればフォローもしてもらう

目的

いいねをすること× 相手に認識してもらうこと◯

Tap!



3投稿連続いいね

ユーザーの投稿している左上から
３つの写真にいいね！する

１）左手だけで操作できるから

２）いいね！の履歴が長く残る

たくさんの写真を見てくれたと
ユーザーに好印象を与える

＜いいねの制限＞
・連続でいいねする場合、
　28秒～36秒の間隔が必要
・24時間で1000いいねまで



フォロワー獲得について

「相互狙いのフォローはせず、
   いいねとコメントのみを行っていく」A

スピード感は落ちますが、フォロー・フォロワー数(以下FF値)を適正
に保ちながら、アカウントを育てていくことができます。
いいねやコメントをしても、タイムラインが溢れることがありません。

「徐々にフォロー解除していく」B
フォローはフォロワー数の1/10位に抑える、フォローと同時にフォ
ロー解除も行う。フォロー解除は、フォローしてから1週間経っても
フォローバックが来なかったアカウントから行う。

フォローの一覧を、フォローした順に並べることができます。通常
は「デフォルト」になっているので、「新しい順」に変更します。



「直近でフォローした人が上位に来やすい」
というデータ＝「上の人ほどアクティブユーザー」

自分と投稿内容が似たアカウントを
フォローしている人をフォロー

1日MAX90人。やり過ぎ注意

シンプルに上から順に30を人フォローする

※目安はフォロワー数千～数万位の人

（※フォローの制限）
•連続でフォローする場合、28秒～36秒の間隔が必要
•1時間で200フォローまで
•24時間で1000フォローまで



他アカウントフォロー時の
類似アカウント枠に載せる

おすすめ枠に掲載させたいアカウントと
類似性を持たせた投稿、フォロワーを抱える必要あり。

該当するアカウントのフォロワーに
こちらからいいねやフォローなどのアクションをする

Sinmido

シンミドウ
親身とは、常に相手の立場になって考えた上で ベストを尽くすことであ。真實とは、常
に自らの経験と責任を根拠に 使命感を持って取り組むことである。新観とは、常に新し
いモノの見方を意識し 新たな価値観を創出することである。

A社 B社 C社

ああああああ
A社

ああああああ
B社

ああああああ
C社



コメントについて

ターゲティング

コメントの制限
•1時間で12～14コメントまで
•連続でコメントする場合、350秒～400秒の間隔が必要

「ハッシュタグの最近欄に表示されている投稿」
にコメント



アルゴリズム基本要素

マメ知識テク

投稿から1時間以内のいいね数を増やす

コメント数を増やす

①フォロワー数が多い

②いいねの数が多い

③コメントの数が多い

④投稿の保存数が多い

⑤投稿に対しての滞在時間が長い

※特に投稿から1時間以内のいいね数が重要

Check!



・レベル1：1万以下

・レベル2：1万～10万

・レベル3：10万～50万

・レベル4：50万～100万

・レベル5：100万以上

・レベル1：1万以下＝5個

・レベル2：1万～10万＝13個

・レベル3：10万～50万＝9個

・レベル4：50万～100万＝2個

・レベル5：100万以上＝1個

※合計30個

投稿・ハッシュタグについて

ハッシュタグ分類について

レベルごとの最適な個数



・複数枚投稿にする

・キャプションを長めに書く

・動画投稿（お家の紹介）

投稿をしたら30分後、1時間後、3時間おきぐらいに

それぞれのハッシュタグでどの位置に表示されているか検証

ハッシュタグの上位投稿を見てみて

「自分の投稿写真のテイストとあっているかどうか」確認

テイストが合ってなかったら、アルゴリズムに弾かれます。

手間がかかりますが、それだけハッシュタグは重要です。

自分の投稿にあったハッシュタグを探してください。

滞在時間について

ハッシュタグの精度を上げる



インスタが判断するいい写真

いい写真はハッシュタグがなくてもフォロワーが増える！
いい写真には言葉も不要

対象を中心に配置した奥行きのある写真

写真について



ユーザー目線

９分割グリッドを有効活用

好
印
象

広く拡散する

ユーザー目線

AI目線

いいね！増える
フォロワー増える

家具
インテリア
身内にしか伝わらない
しつらえ
生活感

アングル
角度
構図



いい写真を

撮るための

３つの構図



POINT

三分割構図

バランスがとれた安定感を生む代表的な構図
まずは最も使いやすいくて代表的な構図「3分割構図」です。
画面を縦、横ともに三分割し、三分割した線を「分割線」、
交わる点を「分割点」と呼びます。「分割線」「分割点」に合わせて
主題を置いたり、区切りとして配置することで、バランスがとれた
安定感を生むことができる構図です。



POINT

奥行、写真に広がりを与える構図
奥に向かって集まる点を「収束点」といいます。
それを写真の中に作ることで奥行や広がりを与える構図を
「放射構図」といいます。

放射構図



POINT

画面を２分割にするだけでなく、対比した主題を２つ置き、
お互いの存在感で全体を引き立てる「二分割構図」。
「日の丸構図」もそうですが、簡単そうな構図ほど逆に主題を
どうしていいか分からなくなりやすい、少し難易度の高い構図です。

二分割構図



保存数について

一つの基準としては「保存÷リーチ数」が

3%を超えてくると発見欄に表示される

機会が増えます。

・有益さ&再現性の高さ

・完全保存版〇〇
（サムネイル、センチなど）

・投稿内容の分かりやすさ+情報量の多さ

・複数枚投稿

保存数を増やす施策

基準「保存率」



hugkumi_life

hugkumi_life

hugkumi_life hugkumi_life

hugkumi_life



ストーリーについて

フィード：親密度が高いほど上に表示
ストーリーズ：親密度が高いほど左に表示

新規投稿をした後、共有
①投稿後下記画像の飛行機マークをタップ
②ストーリーズに投稿を追加をタップ
③NEW POSTの絵文字を追加

ストーリーのハッシュタグの上限は10個
ハッシュタグが目立たないように、なるべく小さく

表示関連性

ストーリーズ簡易投稿

＋

hugkumi_life



※フォロワー5,000人以上の人を定義

①共有してくれそうなインフルエンサーを探す。

②DMでこの投稿をこのアカウントで紹介してもいいですか？と送る。

③OKならタグづけして ストーリーで共有する。

④良さげな投稿を見つけたら自分のストーリーに共有する。

→相手がストーリーでタグづけありがとう→それをストーリーでシェアする

インフルエンサーの投稿を
ストーリーで褒めて共有してもらう。

※超重要な注意点
ストーリーをシェアしただけでは、相手に通知がいきません。いくらシェアしてヨイショを
しても、相手に通知が行かず認識してもらえなければ意味がないので、確実に相手のアカウ
ントのタグづけをすること。

＜タグづけの方法＞
文字入力で@をつけて、そのままアカウント名を入力します。



①インスタライブコラボ
各自発信して当日にコラボ

ライブ配信者が、視聴者の中から1人ゲストを選択し、
自分のライブに招待する方法です。

1. 配信者側からゲストを「招待」する方法

視聴者から参加リクエストを送ることで、
ライブ配信のゲストとして迎えてもらう方法です。

２. 視聴者側から「参加リクエスト」を送って
ライブに加えてもらう方法

ストーリーズその他

・短くたくさん行う。（15分、20分で刻んで回数を）注意点

②クロスプロモーション

③プレゼントキャンペーン

似た傾向のフォロワーにストリーズで紹介しあうカタチ

（例）期間中にフォローしてくれた方の中から抽選で10名様に
　　　ギフトカード1万円が当たる！広告配信をする



1万人フォロワーを超えると

ストーリーズから直接サイトにユーザーを導けます！

特典として、ストーリーズにリンクが貼り付け可能に！

※インスタは文章のコピーができなくなっているので、
文章にリンク先を書き込んでもほとんど効果がありません！

24時間後までにフォロワー内30%～50%以上が

視聴した場合は反応率が高く、逆に10%以下だと低い。

ストーリーズ反応率



上記を行うことで、タイムラインには表示されず
フォロワーには表示される

※リーチの初速を狙うためのコツ
リールの初速(いいね獲得)を
早めるためには、「リール」だけでなく
「フィード」にもシェアをする。
ただタイムラインの統一感が
崩れてしまうことが嫌な方もいるはず。。
①フィードにシェア
②フィードに投稿されたリールを開き、
右上の「・・・」をタップ

③「プロフィールグリッドから削除
(Remove from Profile Grid)」を選択

InstagramやFacebookといったサービスは、新機能利用者に対する
優遇を行う傾向にあります。

新しく始めるサービスは積極的に使って欲しいという意図があるため、
ユーザーのメリットを訴求しようとします。

・ストーリーズ
・フィード
・リール

リールについて

３つのシェア　



リール作成のポイント

①長い時間見られる動画になっているか

②繰り返し見たいと思える動画になっているか

③アクション(いいね・コメント・シェア・保存)
したくなる動画になっているか

④発信者の他の動画も見たくなるか、
フォローしたくなるか

Instagramはパソコンからでも投稿可能

写真の加工数値の保存

・クリエイタースタジオを使えばPC投稿・予約が
可能になります。
予約投稿も行えるので、パソコンで編集した
画像や動画を投稿する場合には非常に便利です。

・写真の加工自体はInstagram上でもできるのですが、
加工数値を毎回確認しながら編集するのは大変です。
そこでVSCOなどの加工アプリを使えば、自分の
設定したお気に入りの加工数値を保存できるので、
編集も一瞬になります。



問い合わせがくるアカウントへ



 全 代行
パック

代行内容

こちらが行うこと 御社が行うこと

①複数枚投稿写真選定

②投稿文章の作成

③プロフィール文章変更

④ハッシュタグ30個の運用と付け替え

⑤ストーリー運用

⑥いいね、フォロー、コメント代行

⑦ハッシュタグの位置確認

⑧フォロー外し

10分

10分

20分

10分

30分

15分

10分

30分
＋

①写真を送る

②アカウントの共有

月額

※税込11万円

（税抜）

万円10
⑨月次運用レポート

毎日100分が必要な作業



埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4-244-1 2F
TEL：048-657-4343   FAX：048-657-4848

株式会社  シンミドウ




