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■著作権について

本冊⼦と表記は、著作権法で保護されている著作物です。本冊⼦の著作権

は、発⾏者にあります。本冊⼦の使⽤に関しましては、以下の点にご注意く

ださい。

■使⽤許諾契約書

本契約は、本冊⼦を⼊⼿した個⼈・法⼈(以下、甲と称す)と発⾏者(以下、⼄
と称す)との間で合意した契約です。本冊⼦を甲が受け取り開封することによ
り、甲はこの契約に同意したことになり�ます。

1.本契約の⽬的
⼄が著作権を有する本冊⼦に含まれる情報を、本契約に基づき甲�が独占的に
しようする権利を承諾するものです。

2．禁⽌事項�本冊⼦に含まれる情報は、著作権法によって保護されていま
す。�甲は本冊⼦から得た情報を、⼄の書⾯による事前許可を得ずして出版・
講演活動および電⼦メディアによる配信等により⼀般公開�することを禁じま
す。

3.損害賠償�甲が本契約の第2条に違反し、⼄に損害が⽣じた場合、甲は⼄に
対し、違約⾦が発⽣する場合がございますのでご注意ください。

4.契約の解除�甲が本契約に違反したと⼄が判断した場合には、⼄は使⽤許諾
契約書を解除することができるものとします。

5.責任の範囲�本冊⼦の情報の使⽤の⼀切の責任は甲にあり、この情報を使っ
て損害が⽣じたとしても⼄は⼀切の責任を負いません。
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【1分でできる！ツイートする前にチェックすべきこと】

・⾳読をして、流れるように⽂章が出来ているか。

・誤字脱字がないか。

・専⾨⽤語や難しい漢字を使ってないか

・、や。は適切な場所か。

・ターゲットは1⼈に絞れているか。
・読み⼿が共感できる部分はあるか。、

・ツイートを読んだ後に⾏動して欲しいことは明確か。

・⾔いたいことは⼀つに絞れているか

・投稿時間は適切か

・今の流⾏や世間に合っているか(逆張りなら別)
・⾃分⾃⾝に興味を持ってもらえる内容か。（プロフに誘導する場合）

・⾃分の運⽤コンセプトと合っているか。

全部当てはまることは不可能ですが、あまりにもずれている場合は作り直し

た⽅がいいと思います。

ツイートする前にこれらを確認してみて下さい！☺ 



Twitter完全攻略

ツイートではあなたの当たり前が宝になりますって話をします。

⾃分にとっては当たり前でもフォロワーさんにとっては超有益であることは

よくあります。

特に、過去の⾃分に向けてのツイートやノウハウ系だとこうなるケースはた

くさんあります。

#過去のペルソナ（⾃分）が知らなかったことは沢⼭あったはずです。

なので、『こんなん簡単な内容でいいのかな？』と思ってもどんどんツイー

トしてみてください。

意外と反応が良い場合は多々あります。

逆に、専⾨的すぎるとほぼ理解されないので注意してください。

繰り返しにはなりますが、あなたにとって当たり前でもフォロワーさんにと

っては有益である可能性は⼗分あります。

どんどんツイートして反応を確かめてみて下さい。
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【Twitterが伸びる⼈の特徴】

・共感を取るのが上⼿い

・⾃⼰開⽰ツイートを⼊れている

・企画で圧倒的なgiveをしている
・毎⽇ツイートしている

・アイコンやヘッダーのクオリティが⾼い

・プロフを⾒れば何をしている⼈かわかる

・〇〇といえば〇〇というブランディングができてる。

・仲間がいる

・Twitter以外に武器がある(ブログやnote)
・リプが上⼿い

・⽂章⼒がたかい。

・フォロワーさんを⼤切にしている

・挑戦している過程を出してる。

・有益性がちゃんとある

・適度に変化がある(アイコンや発信内容、実績など)
・⼈間味が⾒える

分析していると伸びてる⼈はこの中の特徴に多く当てはまっています。改善

できるところから1つずつやっていきましょ！
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SNSを伸ばすのに重要なのは『⼀貫性』です。

Twitter伸びてない⼈を⾒ると、プロフに書いてあることと発信内容が⼤きく
違う。

なんてことはよくあります。それだと、せっかくプロフィールに来てもらっ

ても『結局何の⼈？』と思われてフォローされないです。

そうならないために『⼀貫性』を意識したアカウント作りはとても重要で

す。

⭐ ツイート内容とプロフに『⼀貫性』を
・アイコン&ヘッダーの⾊合いや雰囲気
・プロフには発信内容とそれに関する実績

・名前の肩書きもプロフや発信内容に合うものを

・発信内容は多くても3つまで
・アイコンはコロコロ変えない

・いきなり発信内容を変えない(少しずつ変える)
・⼝調や使う絵⽂字は意図がない限りコロコロ変えない

アカウントに⼀貫性があり、あなたの世界観を作ることができればTwitterは
伸ばせます。今⼀度⾒直してみて下さい！
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【ツイートは⼀⽂⽬で決まります】

なぜなら、⼀⽂⽬で興味を持ってもらえないと、ツイートは読まれないから

です。そしたら、反応も取れないです。

なので、⼀⽂⽬に持ってくると良いものをご紹介します。

・ツイートの結論

・〇〇？と読み⼿に投げかける

・"ここだけの話“や"超有益です！"などで煽る
・『なんと...』や『実は..』など先が気になる⾔葉
・誰もが⼀度は聞いた事がある名⾔やフレーズ 

・"100万円"など数字を⼊れる
・『〇〇でお困りの⽅』とターゲットに呼びかける

・【情報発信は最強です】と【】でタイトルにする

・電⾞内の広告やCMのキャッチコピーをパクる

⽇々の⽣活で思わず⽬が⽌まった⾔葉やフレーズをメモっておき、ツイート

に活かすのがおすすめです！
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ツイートで失敗する⼈の特徴

・⾔い切らない

・改⾏し過ぎる

・伝えたい事を1つに絞れていない
・相⼿⽬線でない

・難しい⾔葉や専⾨⽤語を使う

・⼀⽂が⻑すぎる

・⾏動喚起がない

・共感できるポイントがない

・書かなくても良い⾔葉が⼊っている

・『、』や『。』がない

・漢字、ひらがな、カタカナのバランスが悪い

・ターゲットが明確でない

・発信者の⼈柄が⾒えない

・バズらせようとしている

ツイートの反応率を⾼めるためにも、投稿する前はこれらを確認してみて下

さい！
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【ツイート時間】についてです！

ツイートとは基本的に、5〜8時、11〜13時、18〜21時の間であれば、
Twitterを開いてる⼈が多いので問題ないです。

しかし、上記の中で具体的にどの時間が⼀番良いのかは、『あなたのフォロ

ワーさん』に合わせる必要があります。

いつもリプやいいねをくれる⼈のアカウントに⾶んで、『ツイートと返信』

を⾒れば、どの時間にTwitterを開いているかは⼤体予想がつきます。

なので、その時間帯を狙って反応を確かめていくのがベストです。

⾃分の時間を⾒つけて

ツイートしていきましょう！
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Twitterを継続するために（初⼼者限定）

1、まずは件数を追い求めずツイートすることになれる。（リプ、引⽤中
⼼）

2、慣れてきたら徐々にツイート数を増やす
3、オリジナルツイートも増やしてく。

リプ何百件した⽅が良いと⾔われますが、急にやり始めると反動が来るので

徐々に慣れて習慣化していくのが継続のコツなのかなと思ってます。

本当に1週間2週間はこれでもいいと思います！☺ 
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Twitterは他の⽅の⼒を
使うのも⼤事。

・企画に参加する

・運⽤法をパクる

・メンションで紹介してもらう

・引⽤RTをリツイートしてもらう
・伸びてるツイートにリプを送る

・キリ番で応援要請する

・流⾏りの型に乗っかる

・インフルさんにリプを送り露出を増やす

Twitterで有効なこれらに共通しているのは『⼈の⼒を借りる』ことです。

改善には⾃責が必要ですが、伸ばす時に他⼈の⼒を借りるのも⼤切です。

Twitterは団体戦だと思って、仲間とお互いに伸ばし合うのも⼀つの⼿です。
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【Twitter継続法】を紹介します。
もし良ければ、取り⼊れてみて下さい。

①Twitterやる時はタイマーで計る
ダラダラやるのを防ぐため

②毎⽇3ツイート作るという⾃分ルール
1⽇1ツートでも良いので毎⽇やるのが⼤切

③数字を追う

数字を追うのが⽬的になったら本末転倒だが、『100リプ送る』など決めた
⽅が⼀つの指針にはなる。

④伸びない時期は必ずあるの⼼得る

精神論だが、必ず誰でもあるので必要以上に凹まなくても良いです。

⑤ログインする時間を決める

忙しくても20〜21時の間だけはTwitterやるなど、予め決めておく

⑥睡眠時間や⾷事は削らない

真夜中は皆さんが寝てるので伸びませんし、睡眠を削ったり、⾷事中にやる

のは、強制感が出てしまって楽しめないかも。

⑦ツイートネタは⽇々メモる。

いつでも思い浮かんだら、すぐにメモアプリに書き留めます。

他にもありますが、普段はこんな感じでTwitterガチってます。

⽣活に取り⼊れやすそうなものがあれば、ぜひ試してみて下さい。
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僕がツイートする時に意識する10の事。

❶⼩学⽣でも分かる単語を使う。難しい⾔葉は簡単にする

❷⾳読しスっと読めるリズム。

（何回も⾳読し確認すると��♂�）
❸事実と意⾒を分ける。

ここをごちゃごちゃにすると何を伝えたいか分からなくなる。

❹イメージが頭に浮かぶように書く。

相⼿に情景が浮かぶようにな書くと、反応が取れる

❺曖昧な表現は避け客観的にかく。

曖昧な表現は反応が取れない。

みんなが⾔いたいけど、⾔えないことをツイートしたりすると反応取れやす

い。代わりに⾔ってくれたって反応してくれる。

❻単純な形容詞はさける。

140字しかツイート出来ないので、いらない部分は全て削る
❼時間とトレンドを意識。

反応が取れない原因として、時間の問題も考えられるので、時間やトレンド

も意識。

❽ツイートの⽬的を明確に。

何を伝えたいかを1つに絞ってツイートする。
❾経験や価値観を発信

ファンにしやすい

⑩量よりも質にこだわる。

最初は量でいいと思いますが、伸びてくると質にこだわった⽅がいい。

他にも何個かありますが、この10個はすごい重要なことなので書きました。

是⾮参考にしてみてください！
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▫�Twitterを伸ばすためにやった⽅がいい10個のこと。

❶プロフ→フォローへの導線を意識する

ここがなければ、フォロワーを増やすのが難しくなる。

❷アルゴリズムを徹底的に理解する。

反応率が変わってくる。

❸プロフを第三者に⾒てもらい、意⾒をもらう。

客観視してもらい、読み⼿がフォローするメリットがあるか考える

❹⾃分のキャラクターを確率する。

ブランディングをしっかりする。

⾦髪といえば→ヒカルみたいな感じです。

❺⽬指す⼈の発信をまずは真似する。

成功者の真似をするのは⼤事です。

❻共感を当たり前の視点で⾔わない。

あなたの⽇常での気付きが価値になる場合は多いです。

❼いいねは⾒込み客としていいね返しする

❽同じ伸び具合の⼈をライバルに⾼め合う

❾季節ネタやトレンドになる

⑩←これだけ⼩さい。等の発⾒を共有する。

ぜひ参考にしてください！
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【⽬的を理解するツイート術】について解説します！

❶【7時】おはツイ
▶初めての⼈と絡みいいね、リプを送り合う仲間を増やす。

朝⽅は読んでいる⼈の思考が動いていないので、シンプルで分かりやすいも

のがオススメ

❷【12時】共感
▶幅広い⼈に向けて発信し、フォロワーの層を広げる

❸【17時】経験・有益
▶既存フォロワーに向けてあなたの強みを発信する。

ファン化する。

時間帯によって、⽬的を変えたりすると発信するネタが出てくるかもしれま

せん。

ぜひ参考にしてください！✨
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【ツイートし続けるコツ】についてです。

僕は1⽇の8ツイート以上を2ヶ⽉続けていた事があります。

どうすればツイートを⼤量にする事が出来るのか、それはあるコツがあるか

らです。

そのコツをお伝えします。

❶ツイートのネタを⽇々探す

❷過去伸びたツイートをリライトする

❸他の⼈の伸びているツイートを真似する

❹時間帯でツイート内容を決める

❺リアルを充実させる

❻⼈と会話するようにする

❼全部のツイートを100%でしない
❽続けられる運⽤をする

とにかく肩の⼒を抜くこと。

100%のオリジナルばかり作らなくてもいいんです。

過去の⾃分のツイートやほかの⼈のツイートを参考にしても⼤丈夫です。

ツイートできない⼈は『考え過ぎ』です。

全て0から⽣み出そうとせずに、気楽にやりましょう！
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『ツイートで動かすべき感情7選』です！

ツイートする時に相⼿のどの感情を動かすかは重要です！

なんの感情もない動かないツイートに、⼈は反応しません。

だからこそ、感情を動かして反応を貰えるようにしましょう！

【ツイートで動かすべき感情】

①尊敬〜すごい、かっこいい

②共感〜わかる

③類似〜同じ趣味や癖

④同情〜助けたい、励ましたい

⑤好意〜好き、応援したい

⑥反感〜ムカつく、反対

⑦嫉妬〜羨ましい、悔しい

上記の感情を上⼿く動かすことで、反応率は上がります

気をつけて欲しいのが⑥、⑦はアンチが来る可能性もあるので、注意してく

ださい！
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僕が最初の頃にやっていた、【反応率が⾼いツイートの作成⽅法】を解説し

ます！

僕は⾊んなやり⽅を試して、今にたどり着きました。

①とにかくツイートする（3ツイート）
最初はツイートの練習をするのが⼤事です。後々、ツイート数を減らす

Twitter運⽤は��♂�

②2.3⼈ほどモデリング先を⾒つけて、パクる。
とにかく最初は成功者の真似をする。

③伸びてる⼈のツイートをパクる

④何パターンか発信して⾃分に合う型、ブランディングなどを探す。

⑤プロフクリック、反応がいいツイートをブクマ

⑥①〜⑤を徹底的に繰り返し、何パターンも作る

⑦ブクマに⾃分の伸びる型ができる。

最初からオリジナルで反応を取るのは難しいです。

なので、最初は沢⼭の⽅から参考にさせて頂いて、学んでいくのが効率いい

と思います。

そしたら、⾃分に求められているものを⾒つけられると思います
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今⽇は【1000フォロワーまでの最低限抑えること】について話します。

Twitterでは1000フォロワーは⼀番最初のラインです。
しかし、ここを乗り越えるのもなかなか⼤変。

そこで次の項⽬の7つを抑えると2ヶ⽉以内に1000フォロワーは突破すると思い
ます。

❶1⽇5ツイート
とにかく最初は数をこなして、反応が取れるツイートを探す。

ツイートは参考にする⼈を⾒つけて、型を真似るのはオススメ

❷1⽇200リプ
リプをするのが⽬的になってはいけないが、交流や認知を深める意味では良

い。

返報性の原理で⾃分のツイートにいいねしてくれやすい。

❸インフルエンサー5⼈マーク
好きな⼈でおっけー。

❹マークしたインフルエンサーに全リプ

全リプすることによって、そのインフルエンサーに認知して貰える。困った時

に助けてくれることがある。

❺アイコン、ヘッダー、プロフを整える

ここが整ってなければ、他のことをいくら頑張っても無駄になる。

相⼿がフォローするメリットがあるか考えよう。

❻毎⽇分析し、実践と修正

分析をしないと、いつまで経っても同じことをして、伸び悩んでしまうことが

ある。

何が今の⾃分は良くて、何が今の⾃分に必要なのかを常に考えて実践。

❼伸びたツイートをブクマ

伸びたツイートをブクマして、ツイートに活かしていこう！

以上ですが、とにかく『継続』です。

この7つのポイントをしっかり抑えて、継続すれば最初のラインの1000フォロワ
ーは突破します！

毎⽇、⾃分と向き合って頑張りましょう！
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【⾃⼰開⽰ツイートを作るポイント】について解説します！

いくら有益ツイートをしていてもあなたに興味を持って貰えないと、ファンは

付きません。

ファン作りには【⾃⼰開⽰】（⽇常ツイート）がオススメです。

⾃⼰開⽰ツイートの作り⽅を解説しました。

参考にしてあなたもファンを増やしてください。

『⾃⼰開⽰ツイートを作るポイント』

・作り話はNG
・独り⾔にならないようにする

・常に相⼿視点

・最後はハッピーエンドにする

・映像が浮かぶような描写を盛り込む

・必ず『僕』『私』等の⼀⼈称をいれる

・読んだ⼈にどんな感情を抱かせたいかをイメージする

上⼿な⾃⼰開⽰が出来る⼈には、強いファンが出来ます。

1⽇の中で1〜2ツイートくらいを⾃⼰開⽰するといいと思います。

有益ツイートとのバランスが重要です。

是⾮参考にしてください！
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『ファンを作るのTwitter運⽤』について解説していきます。

今の時代は情報に溢れかえっていて、情報で差別化するのは厳しい。

だからこそ、『誰が』発信しているかが重要になってくる。

だからこそTwitterでも、ファン作りを⾏う必要がある。

ファン作りのコツ

❶⼀貫性をもつ。

⾔っていることがバラバラであれば、信⽤されない

❷決まった時間に発信

YouTuberも毎⽇同じ時間に上がっていて、たまに投稿を上げない⽇があったら、「気になっちゃう」あの感じ

が⼤事です。

とにかく今⽇も投稿しているか覗きこられたら勝ちです。

❸⾃⼰開⽰で共感をうみ親近感を持たせる。

ファンを作る時に、共感や親近感は必須です。

❹Twitter以外の発信もする。

Twitterだけの事を発信していると、発信内容が薄くなってしまって、ファンを作れない場合がある。

❺夢や⽬標、理念を共有。

⼈は夢や理念に強く共感して、ファンになる事もよくある。

❻売り込もうとしすぎない。

つねに相⼿のためと思って、Twitter運⽤をする

❼情報の出し惜しみをしない。

今は情報に価値がないので、こんなところまで出しちゃって良いのかなと思うぐらい出しましょう。

❽Twitter以外の実績も作る。

❾常に感謝の気持ちを伝える。

フォロワーさんのおかげで今の⾃分があることを

⑩差別化をはかる。（唯⼀無⼆の存在になる）

とにかけ何かしらのジャンルで突き抜けるのが重要

⑪zoomやLIVEなどの⽣の声は⼤事。

親近感⽣まれやすい。

「フォロワー増やす運⽤｣と「ファンを増やす運⽤」は全く別物です。

是⾮参考にしてください！
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ツイートで『相⼿に届ける⽂章の作り⽅』について解説していきます。

Twitterでは「響く」、「刺さる」発信をするとフォロワーが増えます。

特に最近はその傾向が強い。

その為に相⼿に届く⽂章を書く必要が出てくる。

⾃分が伝えたいことを書いても⾃⼰満⾜で終わってしまう。

それでは意味が無いので、今回は簡単な6つのポイントを紹介します。

❶必ず⾔い切る。

曖昧な表現は届きません。

〜だと思う。とかは基本❌

❷⾃分の経験を偽りなく話す。

⾃分の経験で強い感情が⽣まれたことをツイートしてみると、共感が⽣まれ

る可能性が⾼い。

⚠�嘘の⽂章は⾒抜かれるので、注意。

❸「みんな」ではなく「あなた」にする。

ターゲットを1⼈に決めて、その⼈に届けるつもりで⽂章を書く。

❹読み⼿の頭に映像が浮かぶように書く。

情景や感情などを相⼿視点で考えて、細かく説明するといい。

❺相⼿の感情をコントロールする。

読んだ⼈がどんな気持ちになるかをかんがえる

❻⾃分の本⾳を書く

批判を恐れずに⾃⼰開⽰することで、共感してくれる⼈は必ずいる。

1割の⼈でも共感してくれたら、⼤丈夫。

是⾮参考にしてみてください！
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【Twitterアナリティクスの代表的な名称と意味】を解説します！

これこそ、あなたの当たり前って

意外と知られてないってことあるよね。

って話です。

過去の⾃分を思い出してください。

あなたの当たり前は超有益な可能性も⼗分にあります。

さっそく⾏きましょう。

①エンゲージメント

利⽤者がツイートに反応した合計回数。

②インプレッション

利⽤者のタイムラインまたは検索結果にツイートが表⽰された回数

③プロフィールクリック数

ツイートした⼈のプロフィールをクリックした回数。

『ポイント』フォロワーを増やしたいなら、徹底的にここの数字にこだわると伸びます。

ただ、これだけを伸ばしても収益に繋がらない場合があるので、注意。

④リツイート

リツイートした回数

⑤いいね

ツイートをいいねした回数

⑥返信

ツイートに返信した回数

⑦詳細のクリック数

ツイートを押して、詳細表⽰した回数

以上です。

知ってるようで意味が説明できない⼈も実際います。

初⼼の気持ちを忘れないように、常に⼼がけましょう！



Twitter完全攻略
【フォロワーが増えるプロフィール】

❶アイコンは覚えられやすいように顔かイラスト。

・後は、両⽬が写ってるもの。⼈は⽬があるものに親近感を持つ。

❷名前は呼びやすく覚えられやすく。

・平仮名で4⽂字以下がオススメ。

❸肩書き（サブネーム）でなんの⼈かを⼀⾔で表す

・名前と肩書きで14⽂字以内に収める。

・⾃信をもって、プロ感を出す。

・過去の⾃分から⾒て、気になるような名前にする。

❹ヘッダーは⼀⾔で伝えたいことを印象付け。

・ヘッダーでは⽂字をダラダラ書きすぎない。

・ヘッダーの右側に⼈物を⼊れていると、綺麗に収まりやすい。

・無料でやる場合は、Canvaというサイト、アプリでやるのがオススメ。

❺プロフは冒頭の⽂章に全⼒をそそげ。

・ここで興味を持ってくれなかったら、後のプロフィールは読んでくれない。キャッチ

ーにするように。

❻プロフではフォローするメリット、発信内容を書くのも必須。

・相⼿がフォローするメリットを感じれるようにプロフを書かないと、フォローはされ

ない。

・また、ターゲットをしっかり決めておかないとブレる場合があるので注意。

❼プロフのストーリー（やってきた経緯）は基本⼊れない。

・ただ実績がない場合は、ストーリーで共感を⽣んだほうがいい。

❽最後に絡みやすいフレーズを⼊れておくと、親近感が持たれやすい。

・弱点や夢、伝えたいことで��♂�

・160字パンパンに書いたから、プロフがいい訳では無い。⻑ければ⻑いほど読んでく

れない可能性があるので、できるだけ短く、⼤事なところをまとめるようにしよう。

是⾮参考に！✨
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▫�絶対やるべき三⼤分析

❶エンゲージメント率

▶�エンゲ÷インプ

いいね&リプが貰える⽅に変更

❷プロフクリック率

▶�プロクリ数÷インプ

ツイートで⾃分に興味を持ってもらう

プロフ誘導を盛り込む

❸フォロー増加数÷プロクリ数

プロフ&固定ツイを⾒直す

これをやれば、勝⼿に伸びちゃいます。

是⾮参考に。
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