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01 フォロワーがお��に�わるただのSNSで�わらせない インスタの�徴・仕�み・�体�の理�
02 ���果を�⼤�に上げるインスタの各��の使い�と使い�け
03 ��できるアカウントづくりのための�期�� 
04 たった1�で�ばれる、�⼒が�わるプロフィール作成
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06 ���知が⽌まらない「�受け�らないと損」と思わせるプレゼント作成
07 理想のお��が1�で�き�せられる��がとれる��の作り�
08 ⼀度�んだだけで�頼がアップする��の書き�
09 理想のお��が�々と�まる��ネタのリサーチ��
10 つけ�を間�うと��果。アクセスアップを狙うあなたに�わせたハッシュタグのつけ�
11 ⾒�み�となるフォロワーをみるみる�やす��
12 ����で���を�やすためのインサイト��の⾒�
13 フォロワーがあなたのファンになる ���果UPのストーリーズ活⽤�� 
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※上�と別に受�開��すぐに
スタートアップセッションを⾏います



WEEK1 -  WEEK４ CURRICULUM 
１ヶ⽉⽬

STEP 1

 インスタ��の基�知識

STEP 2

インスタ��の必須項⽬

プロフィール��のコツ

書き�・�典づくり

STEP 3

�頼され��につながる

��づくり

STEP 4

フォロワー・LINE��を
�やす戦略



WEEK１ インスタ��の基�知識

01 フォロワーがお��に�わる⭐ ただのSNSで�わらせない

  インスタの�徴・仕�み・�体�の理�

02 ���果を�⼤�に上げるインスタの各��の使い�と使い�け

03 ��できるアカウントづくりのための�期�� 



WEEK2 インスタ��の必須項⽬
              プロフィール��のコツ
              書き�・�典づくり

04 たった1�で�ばれる、�⼒が�わるプロフィール作成

05 お��が�かりやすく「�に必�」と思われるインパクトの

あるコンセプトづくり

06 ���知が⽌まらない「�受け�らないと損」と思わせるプ

レゼント作成 



WEEK3 �頼され��につながる��づくり

07 理想のお��が1�で�き�せられる��がとれる��の作り�

08 ⼀度�んだだけで�頼がアップする��の書き�

09 理想のお��が�々と�まる��ネタのリサーチ��



WEEK4 フォロワー・LINE��を�やす戦略

10 つけ�を間�うと��果。アクセスアップを狙うあなたに�わ

せたハッシュタグのつけ�

11 ⾒�み�となるフォロワーを�やす��

12 ����で���を�やすためのインサイト��の⾒�

13 フォロワーがあなたのファンになる ���果UPのストーリーズ

活⽤�� 



01 フォロワーがお��に�わる⭐ 
   ただのSNSで�わらせない
   インスタの�徴・仕�み・�体�の理�

インスタグラムは、��に�して「エ

ンゲージメント」と呼ばれる��の�

さが他のSNSにはない�みです。イン
スタ独⾃のアルゴリズムをとらえ、フ

ォロー、LINE��されるまでの�路を
知り、インスタグラム��の仕�み、

�体�を理�します。

WEEK1



 02 ���果を�⼤�に上げるインスタの各
��の使い�と使い�け

インスタグラムで可�な��形式は６

つあります。それぞれの�徴、�いを

知ることで、���果を�める使い�

けができます。

WEEK1



03 ��できるアカウントづくりのための�
期�� 

ビジネス��⽬的でインスタグラムを

活⽤するために、アカウントタイプを

切り替えます。ビジネスに�わせたア

カウントタイプに切り替えることで

「インスタグラムインサイト」を利⽤

できます。フォロワーに�する情�、

��の���果を測�するデータを�

�できるようになります。

WEEK1



04 たった1�で�ばれる、�⼒が�わるプ
ロフィール作成

プロフィールはアカウントの�⼀�

�、��できるかどうかを左右する重

�な��です。⼀⽬⾒て「この�は何

をしている�なのか」��できる、か

つ��で�⼒が�わるように作る必�

があります。フォロー、��する�率

が上がる�みやすいプロフィールの書

き�がわかります。

WEEK2



05 お��が�かりやすく「�に必�」と思
われるインパクトのあるコンセプトづくり

⾒�みのお��にあなたの�品・サー

ビスで何をしてあげられるのかはっき

り⽰すために、「�のための何の専⾨

�」であるのかを��にします。でき

る�り�かりやすくあなたの�みが�

わるコンセプトを作ります。

WEEK2



06 ���知が⽌まらない「�受け�らない
と損」と思わせるプレゼント作成 

プロフィールからLINE��してもらう
には、メリットがないと��されませ

ん。あなたの�品・サービスがどのよ

うなものかが�かり、「�すぐどうし

ても�しい」、「��しないと損」」

と価�を�じてもらうプレゼントを作

ります。

WEEK2



07 理想のお��が1�で�き�せられる�
�がとれる��の作り�

インスタグラムは��メインのSNSで
す。どのような��を��するかによ

って��が⼤きく�わります。⼀�で

⽬を�き、��が�くとれる��の共

�点を知り、�界�の�⼀性まで�識

した��つくりを�びます。

WEEK3



08 ⼀度�んだだけで�頼がアップする��
の書き�

��で�味をひいても、��まで�ま

れないと��にはつながりません。�

�まで�まれる構成、�頼される��

の書き�のポイントを知って仕上げま

す。

WEEK3



09 理想のお��が�々と�まる��ネタの
リサーチ��

��につながる��は、⾒�み�がリ

アルに�える�みや願�に�うもので

す。お��から�問されることやイン

ターネット�索を使い、�や当てずっ

ぽうではないネタ切れしないリサーチ

��が�かります。

WEEK3



10 つけ�を間�うと��果。アクセスアッ
プを狙うあなたに�わせたハッシュタグの

つけ�

��にアクセスを�めるために、⾒�

みのお��が�索しそうなハッシュタ

グを�びます。

また、ハッシュタグは、インスタ側に

アカウントのジャンルを�識してもら

うためでもあります。コンセプトと�

�し、アカウントのステージに�わせ

たハッシュタグの�び�を知り、アク

セスの上乗せを狙います。

WEEK4



11 ⾒�み�となるフォロワーをみるみる�
やす��

理想のお��が�まるインスタ�⽤

は、やみくもにフォロワーを�やす

ことではありません。あなたのアカ

ウントに⾒�み�となるフォロワー

を�める�体的な⼿順を�びます。

WEEK4



12 ����で���を�やすためのインサ
イト��の⾒�

��につなげるためにインサイト�

�を活⽤します。「ターゲット�に

��が�いているのか」、「��が

良かった��は」などを��し、あ

なたのアカウントを�率良くより�

くの�に�ける�策を立てます。

WEEK4



13 フォロワーがあなたのファンになる ��
�果UPのストーリーズ活⽤�� 

ストーリーズは�常の��と�い

24時間で消えてしまいます。�常
の��と使い�けがうまくできる

と、フォロワーとの�離が�まりス

トーリーからも��が⾒�めます。

WEEK4



 受�開��すぐのスタートアップコンサル
 受�期間中のチャット�制�
 １ヶ⽉⽬�1時間の個別��を4回開�
 ２ヶ⽉⽬�30�の個別コンサルを３回  
 プロフィール、���削フィードバック
 インスタ��マニュアル�料
 ��⽤��テンプレート
 電�での�疑��プラン
 インフルエンサーピックアップ代⾏
 あなたのビジネスに�わせたハッシュタグリスト
 インスタ��情�配�

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

インスタ��サポート�典

【コース共�】



1. 受�開��すぐのスタートアップコンサル
事前アンケートにご回�ください。受�開��すぐに、あなたの現状、⽬標、2ヶ
⽉で⽬標を�成するための�題を��にする個別コンサルを⾏います。��になっ

た�題を元に個別コンサルをカスタマイズします。

��のためのインスタ�⽤サポート�典



2. 受�期間中のチャット�制�
受�期間中は�制�でチャットで�問できます。�索で�べても�からない疑問点

はその場で�消できます。サポート期間中は�うことなくインスタ�⽤を��でき

ます。

��のためのインスタ�⽤サポート�典



3. 1時間の個別��を4回開�（１ヶ⽉⽬）
��テーマに�って1時間個別レッスンします。疑問点、�しい点など�みに�わ
せてそれが�消できるようカスタマイズします。周りに気兼ねなくあなたのペース

で��します。

��のためのインスタ�⽤サポート�典



4. 30�の個別��を3回開�（２ヶ⽉⽬）
疑問点、�しい点などそのときの�題に�じて�消できるようカスタマイズしま

す。

��のためのインスタ�⽤サポート�典



5. プロフィール、���削フィードバック
プロフィールはフォロー、LINE��するプロセスで⼀�で��される箇�です。プ
ロフィール作成�に��できる内�になっているか�削します。��は��、タイ

トル、構成などフィードバックします。

��のためのインスタ�⽤サポート�典



6. インスタ��マニュアル�料
��で使⽤するインスタグラム��攻略マニュアルをお�しします。受��の復�

に活⽤できます。（��期間4ヶ⽉）

��のためのインスタ�⽤サポート�典



7. ��⽤��テンプレート
インスタで��するために、プロフィールにいかに�くのアクセスを�めるかが重

��題です。��からプロフィールへ⾒�み�をスムーズに�くための��テンプ

レートを活⽤できます。

��のためのインスタ�⽤サポート�典



8. 電�での�疑��プラン
チャットでの�問��のやり�りだと⼤�。�せばすぐに�決できる。そんなあな

たのために電�での�疑��プランです。ご希�の⽇時をお�りいただき、双�の

⽇�を�わせたあとこちらからおかけします。

��のためのインスタ�⽤サポート�典



9. インフルエンサーピックアップ代⾏
インスタ��は、フォロワー�を�い�めるのではありません。いかに⾒�み�に

フォローしてもらえるかがポイントです。あなたの⾒�み�はあなたと同じビジネ

スのインフルエンサーのところに�まっています。⾒�みのお��へアプローチす

るためのインフルエンサーをこちらでピックアップします。

��のためのインスタ�⽤サポート�典



10. ビジネスに�わせたハッシュタグ��リスト
ハッシュタグは単�に���の�いものを�ぶのではありません。あなたの��に

��したハッシュタグを⼤中⼩のテーマ別にバランスよくつけます。あなたの発�

内�に�わせたハッシュタグ��をリストアップします。

��のためのインスタ�⽤サポート�典



11. インスタ��情�配�
インスタグラムの��情�を配�します。��かつ��にわたるアップデート内�

の中でも�にインスタ��に��が�ると予測される項⽬についてお�えします。

��アルゴリズムの理�や��の�策が立てられます。

��のためのインスタ�⽤サポート�典



ここまでが��コース・�別コース共�の�典

ここからは�別コースの�典



３ヶ⽉⽬チャット�問  受け付け  
受�１ヶ⽉�３０��料コンサル

【�別コース�典サポート】

11の�典に�下をプラス  



12万5千円 →   10万5千円

受�価�（��コース）

�決価�



14万5千円 → 12万5千円

受�価�（�別コース）

�決価�


