
『2ヶ月で2000フォロワー獲得！』 

インスタグラム 
無料集客マニュアル 

このレポートでは、2020年5月現在、ぼく澤井がインスタグラ
ムで無料集客している方法をお伝えします。 

インスタのアカウント自体は数年前からもっていたんですが、
今年の3月までは放置している状態でした。 

ですから、下の図を見てもらうとわかりますが、インスタ集客
に力を入れ始めた3月11日はフォロワーの数が291名でした。 
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で、3月の中頃から、インスタ集客に力を入れ始めたところ、
チョロチョロとではあるんですが、メールアドレスやLINEのID
という顧客リストを取れるようになりました。 

といっても、ショートカットできるウラ技的な方法ではなく、
昔っからある地道で泥くさい作業をコツコツと習慣化する、と
いう方法です。 
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で、このレポートを書いている5月21日現在は、というと、 

2456名までフォロワーさんの数を増やすことができました。 

３月11日が291名で、5月11日が2292名ですので、2ヶ月で
2000名増えたことになります。 

はいはいフォロワーさんが増えていることはわかった。けど、
ぶっちゃけ顧客リストはどれくらい取れているのか？というと
メールアドレスとLINEのIDを合算して40名ほどです。 
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「は、たった40名だけ？少なっ！」もしくは「そんなチマチマ
面倒なことやってられへんわ」と感じられたあなたは、どー
ぞ、広告を使ってショートカットして下さい。 

けど、できれば広告費をおさえたい、と考えているからこのレ
ポートを読んでくれているのではないでしょうか？ 

そんな、あなたはぼく自身が実践して現状まだ、インスタから
無料で集客できているのでぜひ始めて下さい。 

現在は広告を使うと１リスト獲得の平均単価は3000円、と言
われています。 

ってことは、3000円✖ 40名＝12万円となるので、12万円の
広告費を浮かせた、と考えることができるんですよ。 

いよいよ「日本の広告費」はインターネットの広告費がテレビ
の広告費をうわまりました。 

どうして、テレビを上回ったのか？と言うと、『消費者のテレ
ビ離れ』が原因です。 
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インターネットが普及する前までは、消費者の情報収集源はテ
レビがメインでした。ですからマスに対してバカ高い広告費を
かけても利益を出すことができていたんです。 

ですが、今はどうでしょう？我が家には３人の子供がいるんで
すが、まーテレビなんてほとんど見ません。 

地上波ではなく、Amazonファイヤースティックやプライムビ
デオを見たり、朝から夜までスマホを見ています。 

ですから、マスに向けてテレビ広告をだすよりも、AIなど最新
のテクノロジーを駆使して、それぞれの消費者が興味ある広告
をピンポイントで出すことができるネット広告。 

の方が圧倒的に費用対効果が高い、と言うことに多くの企業さ
んが気づき始めたんです。ですから、今後、ネット広告費はど
んどんと上昇してゆくことでしょう。 

だからこそ、時間と労力はかかるけど、無料で集客できる方法
に価値があるんじゃないでしょうか。 

まあ価値観は人それぞれですし、広告を使った方が集客のス
ピードは早いです。が、まだスタートアップの時点で、広告費
がキツいよなと感じるあなたは、先ずは無料集客を実践する。 
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そして、ファーストキャッシュをえたら浪費するんじゃなく、
広告費に回してブーストをかけて行く、という作戦がいいん
じゃないでしょうか。 

ちょっとむずかしいことを言うと、無料集客は、じっさいに広
告を使うことを想定して成約率をチェックする、という役割も
になっているんです。 

が、先ずは手を動かして1つでも2つでも顧客リストを獲得する
ことが大切なので、手を動かしましょう。 

ってことで、ぼくが２ヶ月ほどかけて実際にやったことやイン
スタ集客するにあたり注意したポイント、絶対にやるべき事前
準備、意識したこと、すべてをシェアするので、ぜひ最後まで
読んでマスターして下さいね。 

インスタ集客を始める前に準備しておく
べき4つのこと 

何をおこなうにも事前準備が大切です。で、無料でできるので
テキトーにやっちゃう人が多いですが、相手は人間なんですか
らテキトーにして集客できるような甘い世界ではありません。 
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ですから、ビジネスととらえて真剣に取り組みましょう。 

では、準備しておくことを解説しますね。 

①コンセプトを決める 

コンセプトを一言でいうと、 

”誰だれさんが、〇〇になれるサービス” 

です。 

ですから、このアカウントは『誰の〇〇と言う問題を解決する
ためにあるんだ』というコンセプトを決めましょう。 

どうして、コンセプトを決めなきゃならないのか？というと、
何の専門家なのか？がわからなければ、見込み客候補にそもそ
も興味をもってもらえないから。 

それに、コンセプトがないと、何を投稿していいのか？がわか
らずブレブレな内容になってしまい、結果だれからも選ばれな
い無価値なアカウントになってしまいます。 
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ですから、先ずはコンセプトを決めて下さい。 

②魅力的なプロフィールを書く 

あなたの投稿を読んで価値を感じた人は「この投稿を書いてい
る人ってどんな人なんだ？」と、あなたという人間に興味をも
ちます。 

で、どのような人物かを知るために必ずプロフィールをチェッ
クします。 

ですから、プロフィールをパッと見ただけで、あなたがどのよ
うな人物なんだ？ってことがわかるようにしておく必要がある
んです。 

ここで、さらに「へぇー、面白そうな人だな！」と感じてもら
えたら、あなたのことをさらに深く知るためにメールアドレス
やLINEのIDを登録してれる確率がグンとアップしますので。 

ぼく自身は、真剣にインスタを運営しだして2ヶ月ちょっとで
すが、肩書きは5回以上かえてるし、内容もちょいちょい変更
しています。 
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「正しい答え」なんてありませんが、リスト獲得の成約率を上
げるために反応をみながらアップデートを繰り返しましょう。 

ポイントは箇条書きにすることです。 

よければ、ぼくのアカウントを参考にして下さい。 

https://www.instagram.com/sawai_sinichirou/ 

③投稿を９個は投稿しておく 

以下の画像を見て下さい。 
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ほとんどの人はインスタをスマホで見ます。その時に、直近の
9つの投稿が表示されるんです。 

ですから、投稿が3つくらいしかなかったら、見込み客候補に
「なーんだ始めたばっかの素人か」と感じられてしまいます。 
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なので「この人は、〇〇の専門家なんだな」と認識してもらえ
るように、最低９個は投稿してから集客を始めましょう。 

④リスト獲得の導線を準備しておく 

インスタグラムは投稿内にリンクを貼ることができません、唯
一リンクを貼れるのはプロフィール欄です。 

ですから、そこにメールアドレスを登録してもらうためのラン
ディングページやLINEのIDを登録してもらうためのページの
URLを必ず入れておきましょう。 

投稿する時に意識するべき7つのこと 

インスタの投稿といえば、『インスタ映えする写真』という風
に感じるでしょうが、集客目的の場合は『映える写真』は必要
ありません。 

どうしてかというと、映える写真に反応する人は見込み客にな
らないからです。ですから、しっかりと言葉であなたの価値を
伝えることが大切。 

ここでは、ぼくが実践している方法をシェアしますね。 
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①タイトルを書いた画像を投稿する 

インスタを投稿する際は、毎回画像に投稿内容がわかるタイト
ルを入れましょう。 

この方法、じつは、8年くらい前にフェイスブック集客で流
行っていた方法なんですが、パッと見た瞬間にどのようなこと
が書かれている記事なのか？を知ることができるので効果的で
す。 

見込み客でない人にはスルーされますが、興味ある見込み客は
「お！」と反応してくれるし、毎回楽しみにしてくれるファン
も出てくるので、すべての画像にタイトルを入れましょう。 

で、タイトルの書き方自体にもコツがあるんですが、話が長く
なるのでここでは割愛させてもらいます。 

ぼく自身はプロのライターでもあるので、テクニックを使いま
くってます。笑 
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ですから、よければ参考にして下さいね。 

https://www.instagram.com/sawai_sinichirou/ 

それと、画像を正方形に加工したり文字を入れたりするのに便
利な『Phonto』というアプリがあるので、スマホにインス
トールして使いましょう。 

②一貫性があり、かつ価値ある記事を書く 

たとえば、ダイエットの専門家のアカウントなのに、スイーツ
の作り方とか、子供とお出かけしてきましたー！的な内容の投
稿ばっかだと、「専門家である」という権威性を発揮すること
ができません。 

ですから、コンセプトで決めた「誰だれさんが、〇〇になれ
る」ようにサポートしてあげる内容の投稿をしましょう。 

ダイエットだと、 
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自宅でできる運動方法とか、空腹をおさえる方法など、「ダイ
エットのプロだ！」と感じてもらえるように一貫性のある投稿
をすることが大切です。 

が、あなたのパーソナルな人間性や人となりも伝える必要があ
るので、たまには、プライベートなシーンも見せることが必要
です。 

まあ、さじ加減はむずかしいと思いますが、あなたがベンチ
マークしているライバルアカウントのマネをする方法がいちば
ん簡単です。 

あと、ぼくのインスタ投稿のマネをするのもありです。 

③毎日、投稿すること 

ザイオンス効果という心理効果があるんです。 

どういう効果があるのか？というと 

人は接触する回数が増えれば増えるほど、親近感や信頼感を感
じる、という効果です。 
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たとえば、学生時代に、まったく好みじゃない異性なんだけ
ど、１週間1ヶ月3ヶ月と、毎朝、「おはよう！」と元気にあい
さつされた、としたらどうでしょう？ 

毎日、遠くから眺めるだけで、話したこともない憧れのあの人
より確実に親近感や信頼感が湧いてくるはずです。 

で、ある日をさかいに、プイっとそっぽを向かれたら「あれ、
どうしたんだろう？」と気になる、と思うんです。 

また、たとえば、毎日メルマガを配信する人と、自分が売り込
みたい時だけ、配信してくる人だと、あなたはどちらの人間を
信用するでしょうか？ 

ですから、毎日投稿を心がけて下さい。 

習慣化するために、投稿するまでは「お酒を飲まない」とか「お
風呂に入らない」というルールを自分に課す。 

もしくは、自己規律を守る自信がない意志の弱いあなたは、誰
かに毎日投稿することを宣言しちゃう方法がおすすめです。 
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ちなみに、ぼく自身も毎日投稿しているんですが、一回投稿す
ると少なくても280、多い時は400以上いいねがつくので、ホ
ント継続することは大切です。 

④週に3日はストーリー投稿をする 

ぼく自身、２ヶ月ちょっと前まではインスタをやってなかった
ので、ストーリー投稿ってなんのこっちゃ？と思ってたんで
す。 

が、いろいろリサーチすることで24時間で見れなくなってしま
うストーリー投稿って、けっこう見られているという事実を知
りました。 

そして、じっさいにストーリー投稿をはじめてみると平均で
130名ほどが見てくれていることがわかりました。 

ですから、リスト獲得のために「Amazonランキング1位に
なった書籍を無料でプレゼントしてますよー！」という情報
や、 

「ジュージューと音がする美味しそうな焼き肉」のプライベー
トな情報などを使い分けながら発信しています。 
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⑤ハッシュタグは15個にしよう 

インスタグラムでは30個まで付けれるんですが、ハッシュタグ
についてもかなりリサーチをしました。 

で、30個マックスまでつけたほうがいいって方や、５個がいち
ばんいいって方など、人によって言っていることがマチマチで
す。 

が、現在インスタ集客界隈でおそらく一番権威のあるであろう
ベンチマークしてる方が15個をおすすめしていたので、モデリ
ングでぼく自身も毎回、15個ハッシュタグを付けています。 

つける場所は、投稿の一番下、もしくはコメントどちらかで
OKです。 

なぜハッシュタグが必要なのか？具体的にどのようなワードを
選べばいいのか？については長くなるのでここでは割愛しま
す。 

が、とにかく、あなたの見込み客と接触できる（出会える）
ワードを選ぶようにして下さいね。 
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⑥投稿の時間を意識する 

インスタグラムのインサイト機能のオーディエンスという場所
で、フォロワーがインスタグラムを見ている平均滞在時間を見
ることができます。 

で、たとえば、ぼくの場合だと21時のグラフが一番長いんで
す。 

ですから、21時ごろに投稿すればより多くの人に見てもらえる
のでは？と仮定して21時ごろに投稿することが多いです。 

まあフツーに考えたらわかると思いますが、深夜の３時とかに
起きている人ってかなり少ないですよねぇ。 

ですから、あなたの見込み客は何時くらいにインスタグラムを
見ているんだろう？と想定して、より多くの見込み客にリーチ
できる時間をイメージして投稿することが大切です。 

⑦毎回、記事の後半でURLに誘導する 
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ぼく自身もそうでしたが、毎回記事の下でメルマガやLINEのID
の登録をしてもらうために誘導するのって、バリバリ売り込み
感満載やから、嫌われちゃうんじゃないの？という価値観を
もっていました。（数年前にFacebook集客を始めた時） 

が、ビジネスをする上でその価値観はおかしいってことに気づ
きました。 

マーケティングの世界で権威のあるダン・S・ケネディさんも、
「毎回、必ず何かしらのオファーをしろ。しない奴はバカ
だ！」とまで、おっしゃられているんです。 

が、マーケティングを勉強はじめたころは「毎回、売り込むと
金の亡者みたいに思われて絶対に嫌われてしまうやんか！」な
んて思ってたんです。 

が、そもそもビジネスとは「売り込むこと」ではなく「自分の
サービスで困った人を救うための活動なんだ」という考え方に
気づいた時に価値観が塗りかえられたのです。 

ですが、中には暗号通貨やFXなど、自分のゼニ儲けのことしか
考えていない稼ぐ系の情報を発信しているアホがいます。 
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だから、そのような連中と一緒くたにされるとシャクに触るか
も知れません。 

が、あなたにしか救えない人が必ずいるので、明るい未来を手
に入れてもらうために臆することなくURLに誘導しましょう。 

フォロワーを増やす方法 

人によっては「もう古いで」というような古典的な方法でフォロ
ワーを増やしてゆきます。 

やることは、めちゃくちゃシンプルでたった２ステップでOK 

【ステップ① 】そこそこ影響力のあるライバ
ルとなるアカウントをピックアップする 

先ずは、自分のライバルかつ、そこそこ影響力のあるアカウン
トをいくつかピックアップしましょう。 

フォロワーが3000人以上いて、投稿もまじめに書いていて、
各投稿にいいねが100以上ある人を探しましょう。 

© 2020 澤井　真一郎



【ステップ②】ライバルの投稿にいいねしてい
る人をフォローする 

で、ピックアップしたアカウントの投稿にいいねをしている人
たちにフォローしていって、フォローバックを狙う、という作
戦です。 

返報性を狙っただけの、めちゃくちゃ古典的な方法だし、たと
えば、フェイスブックには「あったことがない人の申請は受け
付けません」なんて人がいます。 

そして、「なぜ俺のことをフォローしてきたんだ？」みたいな
メッセージを送ってくる相手も時々おられます。 

が、感情を消してクールに作業を進めましょう。 

そして、もし仮に怒られたり、ややこしいメッセージを送られ
てしまったら、誠心誠意、愛情をもって対応をし、頭を切り替
えて作業に戻りましょう。 
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＊信頼関係を構築してエンゲージメントを上げるた
めにプラスアルファでやった方がいいこと 

先ほどは、クールに作業を進めましょう！と言いましたが、相
手はあたたかい血の通った、感情のある生身の人間です。 

ですから、チャッチャカチャッチャカと機械的にフォローする
だけではなく、コミュケーションをとることをおすすめしま
す。 

そうすることで、一気に仲良くなれますので。 

具体的には以下の5つのアクションです。 

①相手の投稿にいいねをする 

②相手の投稿にコメントを入れる 

③フォローバックしてくれた人にお礼の個別メッセージをする 

④メッセージをくれた人には必ず返信をする 

⑤コメントをくれた人には必ずコメ返をする 
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ただ、フォローされるだけだと、「どーせランダムにやってる
んでしょ！」もしくは「自動ツールを使ってるんじゃない
の？」と感じる方もおられます。 

ですが自分の投稿にいいねをしてくれたり、コメントを書いて
くれたりすると、「わー、みに来てくれたんだ～！」と嬉しい
気持ちになるじゃないですか。 

ですから、積極的にコミュニケーションをとりにいくことをお
すすめします。 

＊フォローする時に注意すべきこと 

・一気にたくさんフォローしたり、いいね、コメントをすると
利用制限がかかるので、朝・昼・夜と回数を分けること 

一気にたくさんの人をフォローしたり、いいねやコメントまわ
りをやりすぎると、アカウントに利用制限をかけられてしまい
ます。 

ぼく自身は、２ヶ月で４回ほど制限をかけられてしまいまし
た。＾＾；学生の頃にタバコが見つかって謹慎処分を受けた感
じですかね。 
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どこまでやれば制限を受けてしなうのか？という基準値はない
んですが、調べると１日にいいねは何回までOKみたいなこと
が書いてあるサイトがたくさんあります。 

で、ぼく自身もリサーチしてその数字をもとに運用したんです
が、なんかねぇ、全然的はずれな感じです。 

たとえば、ぼくの場合は、朝・昼・夜と３回に分けて35名ずつ
フォローしていたんですが、最初はこの数字で24時間の利用制
限を受けてしまいました。 
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制限がかかると、上記のようなポップアップが表示されます。 

で、しばらくして運用していると、また、突然おなじく24時間
の利用制限。 

そして、５月に入ってからは、1週間の利用制限を受けてしま
いました。 
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24時間のときは、フォローはできないけど、記事投稿やいいね
やメッセージへの返答はできていたんです。 

が、1週間クラスになると、何もできない厳しめの制限となる
んです。 

で、このレポートを書いているいいまも、じつは1週間の利用
制限を受けている最中なんですわ。笑 

ですから、あと残り2日は大人しくしとかなければなりませ
ん。 

リスク回避のために複数アカウントを運用する、というやり方
もあります。 

が、どー考えても同一人物なのに、それぞれ異なるアカウント
からフォローされた、何てことが時々あるんですが、もしぼく
がそれやられちゃうと、一気に信頼を無くしてしまうので、個
人的にはおすすめではありません。 

ですので、一つのアカウントを大切に育ててゆくことをおすす
めします。 
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・外国人やFXや稼ぐ系のアカウントなど、自分の見込み客に
ならない人のフォローはしないこと 

相手をフォローする時って、パッパッパッパっとリズムよく早
く終わらせたい、という心理が働きますが、ちょっと待ったな
んです。 

どうしてかというと、自分の見込み客にならないアカウントを
フォローしてもまったく意味がないからです。 

たとえば、日本語が話せない外国人や、自分とまったく同業種
のライバル、または、稼ぐ系のアカウントなんてフォローして
も意味ないですから。 

無料集客といっても、のちの利益をもたらしてくれる見込み客
とつながること、が目的です。 

ですから、面倒かも知れませんが、相手をチェックしてから
フォローするようにしましょう。 

まとめ 

ここまで、ぼくが実際に行っているインスタグラム無料集客の方法
についてお話ししてきました。 

© 2020 澤井　真一郎



が、基本はこちらからフォローしてフォローバックを期待する。と
いう泥くさくて古典的な方法です。 

そして、インスタグラムでバンバン集客できていた全盛期に比べる
と、かなり効果は落ちていることでしょう。（全盛期はやってない
ので具体的な効果はわかりませんが） 

しかし、まだまだ顧客リストを取ることは可能です。 

ですから、ぜひチャレンジして下さいね。 

以上 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　澤井　真一郎 
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