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はじめに 

【推奨環境】 

このレポート上に書かれている URLはクリックできます。できない場合は最新の AdobeReader

をダウンロードしてください。（無料） 

https://get.adobe.com/jp/reader/ 

【著作権について】 

このレポートは著作権法で保護されている著作物です。 

下記の点にご注意戴きご利用ください。 

 

このレポートの著作権はノブコに属します。 

著作権者の許可なく、このレポートの全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、流

用、転売等することを禁じます。このレポートの開封をもって下記の事項に同意したものとみなしま

す。 

 

このレポートは秘匿性が高いものであるため、著作権者の許可なく、この商材の全部又は一部を

いかなる手段においても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。 著作権等違反の行為

を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った時は、関係法規に基づき損害賠償請求を

行う等、民事・刑事を問わず法的手段による解決を行う場合があります。 

 

このレポートに書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。著者は事前許可を得ずに誤

りの訂正、情報の最新化、見解の変更等を行う権利を有します。このレポートの作成には万全を

期しておりますが、万一誤り、不正確な情報等がありましても、著者・パートナー等の業務提携者

は、一切の責任を負わないことをご了承願います。 

 

このレポートを利用することにより生じたいかなる結果につきましても、著者・パートナー等の業務提

携者は、一切の責任を負わないことをご了承願います。 

https://get.adobe.com/jp/reader/
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■最初に 

はじめまして 

本特典作成者のノブコと申します。 

私はオーストラリアにもう 28年も住んでいます。 

 

オーストラリアは英語圏なのでアメリカの情報も早くというか、ほとんど同じで

す。人気情報 TV も時差の関係で 1日ずれるぐらいです。 

 

日本はやっぱりアメリカでの流行は遅く入ってきています。 

英語を日本語にしないといけないですしね。 

 

オーストラリアで誰も見向きもしなくなった健康器具が 1年以上過ぎてから日

本で流行ったりしています。 

ズンバの流行も 2年以上後でした。 

 

ですから、私のインスタグラムの情報は日本人が知らないことが多いと思いま

す。 

私の情報は娘から来ているので大丈夫ですよ。 

 

娘は私より 2年以上前からインスタグラムを始めています。 
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ですから、始める時も娘にインスタのやり方やフォロワーの増やし方などを娘に

教えてもらいました。 

 

私はこの方法でフォロワー0から 82日で１０００人のフォロワーを増やしま

した。 

82日で投稿は 63、フォロー中は 251人です。 

平均 1日 12人のフォロワーが増えたことになりますが、フォロワーが増えれば

どんどんフォロワーは増えてきます。 

今は 13500人以上になりました。 

 

そして私がインスタを始めたばかりの時に、同じジャンルのカナダ人が 18900

人もフォロワーがいるのにインスタをフォローしてくれて、その人は YouTube も

やっていて 

「YouTubeでコラボレーションをしよう」 

とメッセージを貰いコラボもしました。 

 

娘より私の方が短期間でフォロワーを増やしました。 

娘に教えてもらった方法の他にもいろいろな方法を試したからなんです。 

 

私がどんな風に短期間でフォロワーを増やしたかをお教えします。 
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そして、そのフォロワーさん達を YouTubeの登録者にする方法をお教えま

す。 

■インスタグラムとは 

インスタグラムは写真投稿サイトです。 

短い動画も投稿することができます。 

世界中の人、有名人から一般の人が写真投稿しています。 

そして有名の人の写真に一般の人もコメントを投稿することができます。 

もちろん無料で始められます。 

■インスタグラムと YouTubeの繋がり 

私は YouTube の登録者と再生回数を増やしたくて 

インスタグラムを始めました。 

 

YouTubeは動画をアップすることはできますが、 

自分でアクションすることはできません。 

視聴者がくるのを待っているだけです。 

 

でも、インスタグラムはフォロワーが増えれば 

YouTube登録もしてくれるし、その人たちが YouTube を見に来てくれるん

です。 
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海外の人も YouTube登録してくれます。↓↓↓ 

 

 

 

フォロワーが多いインスタグラマーさんが私の YouTube の 1動画を紹介をし

てくれた時は 

YouTubeの一つの動画の再生回数が伸びて 

1動画だけの 1日の報酬が 2万 8千円、1週間で 7万円でした。 

 

インスタグラムのフォロワーさんは「いいね」を付けることに慣れている（教育さ

れているとも言えます）ので 

YouTube を見に来てくれたら YouTube の「いいね」も付けてくれます。 
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YouTubeからのチャンネル登録者は見てコメントも書いてくれるのに 

「いいね」を付けることに慣れていないようで 

コメントに返事を書いても「いいね」を付けてくれない人が多いようです。 

 

インスタからの人達は「いいね」を付けることに慣れているので必ず付けてくれま

す。 

YouTube動画に「いいね」が多ければ動画の評価も上がり、YouTube お

すすめで紹介してくれることも増えるので再生回数も増えやすいのです。 

 

ですから、インスタからの YouTube登録者を増やすことはとても大切です。 

以下のように YouTube に新しく動画をアップした時にインスタグラムも写真を

アップしているとインスタから見に来る人がたくさん来ます。 
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インスタグラムのフォロワーが増えれば YouTube だけでなく、いろいろなビジネ

スにも使えます。 

ブログやサイトの訪問者を増やすこともできます。 

ブログやサイトのナチュラルなバックリンクとして使うこともできます。 

 

私の娘は趣味の猫のインスタなので 

猫のプロダクトの会社からインスタで猫の商品を紹介して欲しいと言われ 

無料で商品を貰ったと言っていました。 

 

趣味でやってもこうゆう利点もあるんですね。 
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有名なインスタグラマーはブランドの洋服やバックを紹介して収入を得ています

ね。 

■インスタグラムの始め方 

インスタグラムのアカウントを作る 

初めにインスタグラムのアカウントを作ります。 

私は PCで作ってその後スマホにもアプリを入れました。 

PCでもスマホでも、どちらでも良いと思います。 

というか、スマホだけで普通は充分です。 

私は PC に写真が入っているので、それを PC から投稿したかったからです。 

 

名前とユーザーネームはブログやサイト、YouTube のチャンネル名にします。 

「プロフィールを編集」のところをクリックして後から名前は変えることができま

す。 

◆インスタグラムのアカウントをビジネスアカウントにする 

これは最初にやっておくと良いです。 

私は知らなかったので最近始めましたが、詳細が良くわかるのでとても良いで

す。 

以下のようにインサイトがわかります。 
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無料でできますから大丈夫です。 

インサイトを見てもらうとわかりますが、ウエッブサイトクリックが 32 になっていま

すよね。 

インスタから YouTube を見に行ってくれた人が 32人いたということです。 

ですから、インスタは YouTube の再生回数を確実に増やしてくれます。 

他にも細かくわかります。 
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以下のサイトがビジネスアカウントにする方法が詳しく出ていますから参考にし

てやってみてくださいね。 

https://www.iscle.com/web-it/instagram/insta-business-

account.html 

■自分の YouTube チャンネルの勧め方 

インスタグラムを始めるのは YouTube のチャンネル登録者と視聴時間を増

やすためです。 

ですから、YouTube をやっていることを知らせないといけません。 

これはとても大切です。 

 

たまにインスタで YouTube をやっていると写真の投稿ページだけに書いて

URL を載せている人がいます。 

でも、これはリンクされていないので誰も見てくれません。 

https://www.iscle.com/web-it/instagram/insta-business-account.html
https://www.iscle.com/web-it/instagram/insta-business-account.html
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わざわざコピペして見てくれる面倒なことをしてくれる人はいません。 

 

プロフィール編集のページから 

自己紹介のところに 

YouTubeで〇〇を見ることが出来ます。 

You can see 〇〇 on my YouTube channel. 

○○は自分の YouTube の動画のジャンルや物など 

 

そして 

ウェブサイトを書く所に、あなたの YouTube チャンネルの URL を書きます。 

 

写真投稿のページには 

紹介した〇〇は YouTube で見ることが出来ます。 

プロフィールにリンクがあります 

You can see 〇〇 on my YouTube channel. 

と書きます。 

これらも押し売り的に書かない事です。 

 

投稿ページは URL を書いてもリンクされないので URLは書きません。 
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■注意 

URLは YouTube のチャンネルの登録ページの URL を書きます。 

そこをクリックしたらすぐにチャンネル登録になるようにしてはいけません。 

どんなチャンネルが見たいだけなのに、そんな風になっていると 

クリックした人は騙された気分になって絶対にチャンネル登録してくれません。 

 

■インスタに写真投稿と YouTubeの動画 

YouTube に動画をアップし公開した後にインスタに写真（YouTube のサ

ムネイル）を投稿します。 

フォロワーが増えてきてフォロワーと仲良くなってきたら 

写真を先に投稿して YouTube に明日アップするという風にしていっても良い

です。 

フォロワーが少ないうちは YouTubeが先で次にインスタが良いです。 

 

■YOUTUBEの再生リスト 

インスタから YouTube のチャンネルに訪れた人がすぐに見たい動画がすぐ見

られるように 

インスタグラムという名前の再生リストを作っておきます。 
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チャンネルページのトップにインスタグラムの再生リストを載せます。 

 

そして、写真投稿した同じ写真が YouTube のサムネイルにしておき、すぐに

その動画を見ることができるようにしておきましょう。 

・フォロワーが増えれば自然にもっとフォローする人も増えてきます。 

そのうち自分がフォローしている数よりフォロワーの方が多くなってきます。 

 

■インスタグラムのフォロワーが多い人と仲良くなって紹介して貰

う方法 

インスタグラムのフォロワーが多い人は影響力があります。 

ですからその人が良いという事はフォローしている人も良いと思います。 

 

これをする時期は初めてフォロワーがいない時ではなく 

少しフォロワーが増えて写真も増えた時点ですることが良いと思います。 

 

フォローする人の条件は、YouTube と同じジャンルで 

すべてのコメントに返事をしている人です。 

 

最初は「いいね」を出来る限り沢山付けて 
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褒め言葉とフォローさせて頂きました。 

とフォローします。 

 

そして必ず毎回コメントを書きます。 

仲良くなる方法は、やはりコメントです。 

 

ありきたりではなく共通点を強調したり（共通点のある人には誰でも親しみが

わきますよね） 

感想もこんな所に感動したとか、他の人とは違う心に引っかかるコメントを毎

回します。 

インスタグラムに写真投稿 

 

インスタグラムは写真投稿のサイトです。 

短い動画をアップしている人もいますが、YouTubeほどではありません。 

 

インスタグラムを見ると「インスタ映え」という言葉があるくらい写真を上手に見

せている人は人気があります。 

ですから、YouTubeは動画が大切ですが、 

インスタは写真の見た目が大切なのでキレイに見える写真を投稿することが

大切です。 
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インスタ用に少しオシャレに加工することも大切です。 

 

「インスタ映え」で検索すれば上手な写真の加工方法などがわかります。 

検索して調べてみて下さいね。 

 

写真は全体に統一感をもたせます。 

例えばバックグラウンドの色を統一するようにしたり、全体の見た目にもこだわ

りましょう。 

・注意 

写真は盗まれることもあるので写真に名前を入れると良いです。 

私は自分の写真が盗まれているのを見つけ、それから写真に名前を入れてい

ます。 

 

写真の投稿時間は同じ時間にするようにします。 

ジャンルにもよると思いますが、昼間より夜投稿した方が見てくれる人が多い

ように思います。 

◆ハッシュタグ＃ 

写真を投稿する時必ず＃ハッシュタグを付けましょう。 

できるだけたくさんの＃タグを付けます。 
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この時の注意はハッシュタグは半角でスペースを入れないように気を付けま

す。半角を入れたり全角のハッシュタグだとリンクが付きません。 

そして一つ付けたら半角で区切ります。 

■フォロワーを効率よく増やす方法 

写真を投稿したら、フォロワーを増やさないといけません。 

・フォローしてフォローバックを狙う方法 

・「いいね」をしてフォローして貰う方法 

・コメントを書いてフォローしてもらう方法 

があります。 

 

■フォローしてフォロワーを増やす方法 

最初はファロワーが 0ですから、まずは自分からフォローをしていきます。 

この時どんな人をフォローするかがとても大切です。 

 

■フォローする人の選び方 

同じフォローするにも闇雲にフォローするのではありません。 

条件のあった人を選んでフォローします。 
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自分のブログやサイト、YouTube と同じジャンルの人を選びます。 

 

■フォローする人を選ぶ時の注意点  

フォローする目的は自分のインスタのフォローワーを増やし YouTube の再生

数を伸ばすためです。 

 

フォローするのはフォローバックが目的です。 

でも、フォローバックしてくれないのでは無駄骨です。 

ですから、フォローバックしてくれそうな人を選ばないといけません。 

 

・この時の注意点は 

フォロワーが少なくフォローが多い人を選びます。 

フォロワーが少なくフォローが多い人はフォローしたらフォローバックしてくれる可

能性が多いです。 

 

そして、沢山フォローワーがいる人にフォローしても絶対にフォローバックしてくれ

ません。 

 

たまにフォローバックしてくれる良い人もいますが・・・・ 
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私は絶対フォローバックしてくれないと思ったけれど 

勉強のために沢山フォローワーがいる人をコメント無しでフォローしたらフォロー

バックしてくれて、私がコメントを書かないのにコメントまで書いてくれた人が数

人います。 

 

たまにそんな良い人もいますので、自分がホントに良いと思った人には 

勉強のためにフォローしても良いと思います。 

 

フォロワーが少なくてもフォローする人の方が少ない人の場合はフォローバックし

てくれないことが多いです。 

 

そんな人をフォローしても絶対「いいね」も付けてくれないし 

それどころか見に来てもくれません。 

完全無視です。 

 

時間の無駄なので、もしそうゆう人をフォローしたら様子を見てフォローを止め

ましょう。 

「いいね」をしなくてはいけないので時間の無駄です。 

 

フォロワーの少ない人を見つけたらフォローします。 
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そして、そのインスタに「いいね」もできる限り沢山付けて、とにかくいっぱい「い

いね」を付けます。 

「いいね」をいっぱい付けると目立つし誰でも嬉しいのですよね。 

嬉しくて感激で「いいね」の数を数えたという返事をもらったこともあります。 

 

出来たらコメント「素敵ですね。フォローさせて頂きました。投稿楽しみにしてい

ます。」 

のような自分の思った感想を書いてフォローします。 

 

そして初めのうちはフォローしてくれた人にはフォローバックします。 

 

■メッセージよりコメントを使う 

メッセージでも以上のことは書けますがコメントに書くようにしましょう。 

そうすれば他の人にもあなたを見てもらえるチャンスが増えます。 

他の人がそのコメントを見てあなたのインスタグラムを見に来てくれるかもしれま

せん。 

 

コメントを書くのが面倒ならコメント無しで「いいね」をいっぱい付けてフォローす

れば良いです。 
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「いいね」をいっぱい付けると目立つのでどんな人なのか見に来てくれる人が多

いです。 

もし、フォローしてくれなくても「いいね」を返してくれる人が多いので 

自分の写真の「いいね」が増えます。 

やっぱり「いいね」がいっぱい付いていた方が見た目が良いですよね。 

 

コメント無しでフォローする時に気をつけることは 

たまに無言フォローをお断りという面倒な人がいますから 

そうゆう人にはコメントを付けましょう。 

 

でも、面倒そうな人なので私はそうゆう人をフォローしません（笑） 

 

■効果的な「いいね」を付ける方法 

最初は自分から積極的に自分と同じジャンルの人を探し、どんどん「いいね」

を付けます。 

自分と同じジャンルの＃タグのページに行きます。 

人気投稿ではなく最新の方に行きます。 

 

そこにある写真にどんどん「いいね」を付けていきます。 
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初めのうちは自分のフォロワーも少ないし「いいね」を貰うことも少ないので 

「いいね」をしてくれた人には「いいね」を返しフォローもします。 

 

フォロワーが多くなってくると「いいね」を付けるだけでもフォローしてくれ

YouTube チャンネル登録もしてくれるようになります。 

 

■フォロワーを増やす効果的なコメントの方法 

フォローした時「いいね」をするのはもちろんですが 

面倒ですがコメント回りは効果があります。 
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コメントで「素敵ですね。フォローさせて頂きました。投稿楽しみにしていま

す。」 

などと自分の感想を入れます。 

 

■逆効果の言葉 

コメントに絶対書いてはいけない言葉 これを書いたら逆効果！ 

 

「フォローバックしてください」とかとか、 

「私のも見に来てください」書いてはいけません。 

図々しくて嫌な奴と思われるだけです。 

 

コメントはフォローしなくてもなるべくたくさん書いた方が 

いいねやフォローしてくれる人が増えます。 

（誰だってコメントくれる人には親しみがわきますよね。 
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但しスパム的な同じ言葉をみんなに書くのはダメです。） 

 

共通点があるとか、親しみを持ってもらえれば良いです。 

共通点があるだけでも親しみがわきますよね。 

 

同じ出身地とか、同じ年齢とか、好きなものが同じとか、猫好きとか、犬を飼

っているとか、いろいろありますよね。 

嘘は書いてはいけませんよ。 

何も共通点がなくても、ソコに行ったことがあるとか、行ってみたいとか書こうと

思えばいくらでも書けますよね。 

 

◆英語設定と日本語設定の違い 

フォローしてくれる人が増えるとフォロワーの数字が細かく見ることができません

が英語の方がよくわかるのでもし詳しく見たい時は英語設定にすると良いと思

います。 

日本語 
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英語 

 

◆メッセージの対応 

メッセージをくれる人で時々面倒な人がいます。 

YouTubeの動画を見ればわかるのに質問がいっぱいとか 

最初は頑張って質問に丁寧に答えて相手になっていましたが 

挙句は「スペシャルで自分用の動画を作って欲しい」とか 

面倒見切れないと思い、 

最後はメッセージが来るとすべてスタンプで返事をしました。 

そしたら「最近スタンプばかりですね」と 

スタンプで又返事をしたらメッセージが来なくなりました。 
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ネガティブなコメントの対応方法 

YouTube をやっているとネガティブなコメントをしてくる人がいます。 

以前は返事を書いていました。 

「ごめんなさい・・・・なんやらかんやら・・・」 

すると相手は 

「心から謝っていないだろう…なんやらかんやら・・・」 

なので、それ以降は無視することにしました。 

「死ね」とか書いてくる人もいますが 

そういう時は YouTube にレポートして 

その人のコメントは一切できないようにしました。 

ですので、もしネガティブなコメントが来ても凹まないで下さいね。 

 

■最後に 

フォローワーを増やして YouTube チャンネル登録を増やして再生回数を増

やすことが目的です。 

基本は自分がされたら嬉しいということを相手にもすることです。 

自分がされたら嫌だと思うことはしません。 

喜んでもらえることをすれば、相手もハッピーですし自分もハッピーになれますよ

ね。 
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フォローバックして欲しいとわかるような行動や 

YouTube を見て欲しいというあからさまな事も止めましょう。 

 

フォロワーが増えれば自分からフォローしなくても相手からフォローしてくれるよう

になります。 

YouTube チャンネル登録と再生回数を増やすために頑張りましょうね。 

 

 


