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なぜ、Instagramを始めるべきなのか

いま、多くの人は「何を買うか」をInstagramで決めている。

Instagramをマーケティングに活用すべきだという理由、広告やほか
のSNSではなく、Instagramこそ有利だという理由が、ここに集約され
ます。

次のページの画像を見てください。
この画像は、実際のユーザーがInstagramの投稿を「保存」し、フォ

ルダ分けしている状態のスクリーンショットです。
詳しくは本文で説明しますが、ユーザーの多くは普段からInstagram

をチェックし、気になる投稿があれば保存しています。そして、実際に
何かを購入する際には保存したものの中から比較検討して決めます。

私たちが4,500人のF1層に対して行った「美容系の商品を購入する
際、Instagramの美容系アカウントの投稿をどれくらい参考にします
か？」というアンケートでは、「購入と投稿に関連性はない」という人は
わずか3.5％でした。

人の購買行動そのものが大きく変化する中、ビジネスを展開する側に
とってSNSへの対応は必須です。

読者のみなさんの中には、企業の広報やマーケティング担当としてす
でにSNSを運用している人もいるでしょう。また、飲食店や美容室な
ど、いわゆるローカルビジネスをしていて、普段からSNSで情報発信

はじめに
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をしている人もいると思います。
しかし、現実には、こんな人が多いのではないでしょうか。

「フォロワーが増えない理由がわからない」

「どんなデータを見て分析すればいいかわからない」

「やるべき施策が多過ぎて時間が足りない」

これらの悩みを解決するのが、本書の役割です。

300アカウント、400万フォロワーの	

分析をもとにしたノウハウ

Instagramでのマーケティングがうまくいかないのは、その「仕組
み」を知らないから。このひと言に尽きます。

とはいえ、その仕組みが公式に発表されているわけではなく、仮説を
もとに考えていくしかありません。

私は、Instagramのマーケティング支援を行うSAKIYOMIという会社
を経営しています。私たちはこれまで、300以上のアカウントを支援
し、400万以上のフォロワーを分析してきました。

本書のノウハウは、私たちがこれまでに暗中模索で導き出したもので
あり、検証・分析を経たものだけを掲載しています。どんなジャンルの
ビジネスでも、また規模の大小を問わず、必ず成果を生み出すことがで
きます。

私たちが運用代行を行ったアカウントでは、平均4.2カ月で１万
フォロワーを実現しており、基本的には４つの施策のサイクルを回すだ
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けで、誰でも実施可能です。

その中で、特に大きな効果が出た例を紹介します。

・�節約・時短レシピ紹介アカウントが、施策開始から６カ月間で20万
フォロワーを達成

・�糖尿病の専門医が、Instagramで医療情報を提供して2万4,000フォ
ロワーを獲得。

・�アウトドア系のアカウントが、新商品開発の資金調達のためクラウド
ファンディングを実施。Instagramで告知し、3回連続で1,000万円
を調達

・�美容系のアカウントが、ハイライトに商品販売サイトへのリンクを設

定。月100万円を超えるアフィリエイト収入を実現

・�ガス・電気・インターネットの切り替えを請け負う企業が、節約情報

を発信するアカウントを作成。LINE公式アカウントの登録者数が月
間100人以上に

効果的なInstagramマーケティングのために必要なのは、ちょっとし
た時間と、１台のスマホ。あとは正しい知識だけです。本書を手に取っ
ていただいたことを機会に、ぜひ挑戦してみてください。
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本書の内容は、2022年6月1日時点の情報をもとに構成されています。

また、本書を参考にしたInstagram運用の結果について、

著者および株式会社SAKIYOMI、�

株式会社クロスメディア・パブリッシングは、

一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

Instagramに関する用語は、さまざまに定義されています。

また、本書では一部独自の用語も使用しています。

巻末に用語説明を掲載していますので、参照してください。



Instagramの運用を始める前に、準備しておいていただきたいことが
２つあります。

❶プロアカウントへ切り替える

❷「インサイト」の見方を知っておく

どちらも簡単にできるので、以降の説明を読みながらやってみてくだ
さい。すでに済ませている人は、読み飛ばしていただいて結構です。

❶プロアカウントへの切り替え

Instagramを個人用のアカウントで利用している人は、「プロアカウン
ト」に切り替えておきましょう。マーケティングに活用できるさまざま
な機能を使えるようになります。

プロアカウントでできること（一部）
・「インサイト」の確認
・プロフィールの表示項目の追加
・「Instagramショッピング」機能の使用
・DMフォルダの分類
・DMの返信テンプレートの作成
・自分の投稿を広告として出稿

設定方法は、次の通りです。

1 画面右下をタップしてプロフィール画面に移動。

運用を始める前の準備
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2  右上の「メニュー」ボタンをタップして、設定＞アカウントと進み、
青文字で表示されている「プロアカウントに切り替える」をタップ。

メニュー
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3  画面に従って進めていくと、「クリエイター」と「ビジネス」のどちら
かを選択することになります。アーティストやインフルエンサーと
しての活動を目的とするのであれば「クリエイター」を、その他一般
的なビジネスであれば「ビジネス」を選択してください。

そこから、プロフィールなどを追加していきます。これらの考え方に
ついては、第２章を参照してください。

❷「インサイト」の見方を知っておく

本書のノウハウでは、「ホーム率」や「保存率」など、それぞれ目安と
なる指標を定めています。それらの基準となる数値は、「インサイト」と
いう機能で確認します。

指標については各章の冒頭で説明しますので、インサイトを確認する
方法を覚えておいてください。

1 画面右下をタップしてプロフィール画面に移動
2 右上の「メニュー」ボタンをタップ
3 上から3番目の「インサイトを取得」をタップ

いろいろな数値がありますが、本書のノウハウで必要となる指標は次
のページの通りです。

これらをもとに、目安となる数値に届いているかを定期的にチェック
します。どれくらいの頻度で検証するかは各章の冒頭で説明しますが、
インサイトの集計はなるべく毎日行ってください。日常的に振り返るこ
とで、感覚的に理解できるようになります。
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期間を選択

チェックしたい
投稿を選択

画面下部へ

画面下部へ

※�投稿ごとの保存数・リーチ数・ホーム数は投稿画面からも確認できます

インサイトホーム画面

フォロワー数 期間中の
合計の
リーチ数

フォロワー増加数

投稿ごとの
保存数

投稿ごとの
リーチ数

ホーム数

プロフィール
アクセス数
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