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Ⅰ. Facebook編

第1章　SNS

第1章　SNS

第2章　Google

❷ 企業ページを作成する
❶ 個人アカウントを作成する

❸ 企業ページの詳細を設定する

❹ 投稿をする

❺ 本格運用に入り、投稿分析をする

Ⅱ. Instagram編
❶ ビジネスアカウントを開設する
❷ ビジネスアカウントを設定する
❸ 投稿をする

❹ 本格運用に入り、投稿分析をする

Ⅲ. Twitter編

①フィード投稿　②ストーリーズ投稿　③リール投稿

❶ アカウントを開設する
❷ プロフィールを作成する
❸ 投稿（ツイート）をする
❹ リツイート、引用リツイートをする
❺ 本格運用に入り、投稿分析をする

①ページに投稿　②ストーリーズ投稿
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Googleビジネスプロフィール
❶ Googleビジネスプロフィールを設定してみよう
❷ Googleビジネスプロフィールを応用しよう
❸ 「インサイト」を使って分析する
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❶ 個人アカウントを作成する

Ⅰ. Facebook編
InstagramとFacebook両方で企業ページ作成をお考えの場合は、まずFacebookから作成すると便利です。

（フェイスブック）

における個人アカウントと、企業ページの関係

個人
アカウント
（1人1つ）

企業ページ

★企業ページは、個人アカウントがないと作れません

管理側

作成

個人ユーザー

管理

（複数作成可）

「いいね」リクエスト

複数人での
管理可能。

「いいね」・コメントは
できない

「いいね」（ファンになる）

（既にお持ちの場合は、この手順は不要）

STEP１：GooglePlayストア、App Storeで「Facebook」をインストール。
　　　　「新しいアカウントを作成」をクリック。

登　録　手　順

INDEX

・検索エンジン（Google他）で検索対象
・プロフィールの分析可能
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STEP２：指示に従い、登録していきます。

STEP3：指示に従い、登録していきます。

①Facebookに登録 ②連絡先へのアクセスを
　Facebookに許可しますか？

③電話の発信と管理を
　Facebookに許可しますか？ ⑦携帯電話番号 ⑧パスワード ⑨正しいメールアドレス

　ですか？

⑩アカウント認証④名前 ⑤生年月日 ⑥性別

Facebookは、1人1アカウントを原則
としています。ここでの名前は企業ペー
ジには出ませんので、実名を登録しまし
ょう。

Facebookが利用できるのは13歳から
なので、13歳未満は登録できません。

女性または男性以外の性別を選択した
い場合や性別を表示したくない場合は
「カスタム」を選択してください。

認証コードをどちらかで確認して、入力後「送信」

携帯電話で登録・・・SMSを確認
メールアドレスで登録・・・メールを確認

※コードが届かない場合は、
下部の「コードが届かなかった」をクリックして、
再送信等を選びましょう。

個人アカウント 登録完了
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●プライバシー設定を修正しましょう

登録が完了したら、プロフィールの編集が可能です。
その際の注意点です。

あくまで個人のアカウントですので必要以上に
個人情報を公開するのは得策ではありません。
各情報（電話番号や住所など）の公開範囲を
設定しましょう。

●自分に「友達リクエスト」を送れる人を設定しましょう

自分に友達リクエストを送れる人を
「全員」または「友達の友達」に設定可能です。
「承認」しなければ問題ないですが、ビジネスサイトなど
不必要なアカウントからリクエストが来る場合もあるので、
念のため「友達の友達」に設定することをおすすめします。

メニュー（右上の三本線マーク） ■

▲

 設定とプライバシー ■
▲

 設定
■

▲

 プライバシー設定の確認 ■

▲

 コンテンツのプライバシー設定 ■

▲

 次へ

メニュー（右上の三本線マーク） ■

▲

 設定とプライバシー ■

▲

 検索と連絡に関する設定

個人アカウント編集時の注意点
❷ 企業ページを作成する
STEP１：個人アカウントへログイン

STEP２：「企業ページ」を作成する
①Facebookのホーム画面 ■

▲

 ②メニュー画面 ■

▲

 ③ページ

STEP３：「企業ページ」の設定する

画面上にあるメニューバーの一番右の三本線のマークをタップし、
メニューを開きましょう。

メニュー画面の旗マーク「ページ」をタップし、
Facebookページのメニュー画面を開きましょう。

画面の左上にある「作成」ボタンをタップします。

①ページ名

ここでは、ページを作成する企業や
組織の名前を入力しましょう。
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ページを作成する企業や組織、
お店のカテゴリを設定しましょう。
入力欄にキーワードを入力すると、
それに近いジャンルが表示されるので
その中から選びましょう。

思うようなジャンルが
見つからないかもしれませんが、
キーワードを変えたりして選んでみましょう。
カテゴリーは３つまで選択可能です。

②カテゴリー

③住所

企業や組織、お店の住所を設定します。

住所を公開したくない場合や、住所がない場合は下の方にある
「住所を追加したくない」にチェックを入れましょう。

⑤画像

ページのカバー画像とプロフィール画像を登録しましょう。

ホーム（プロフィールページ）で表示される大きめの画像です。
その企業のイメージを印象づけます。

≪ 画像の内容 ≫
企業や組織、お店を印象づける文字を入れたイメージ画像、
お店の外観、主力商品、従業員の働く姿などユーザーに
印象づけたいイメージに近い写真がおススメです。

≪ 画像の大きさ ≫
Facebook公式で指定されているパソコンでの画像サイズとスマホでの画像サイズは
異なるだけではなく、比率も違うのでオススメは以下の通り

820px ✕ 360px 位で、その画像の中の
640px ✕ 320px 位の中に必要な要素が見切れないよう入れる

約360px

約820px 

約640px 

約320px 

[ オススメ作成サイズ ]

カバー画像
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プロフィール画像

プロフィール画像は、ページで投稿を行った時などに表示される顔のようなものです。

≪ 画像の内容 ≫

お店のロゴを使われる場合が多いです。
良いサイズのものがなければ、看板を入れた外観や商品写真などを利用しましょう。

≪ 画像のサイズ≫
170px ✕ 170px が最適ですが、丸い形で表示されるので気をつけて選びましょう。

[ プロフィール画像やカバーに使う画像が無い場合 ]

●有料で依頼する

せっかくだからオリジナルで良いものを作りたいという方は、
「スキマ」などのオーダーメイドマーケットサイトで作成依頼しましょう。

・スキマ : https://skima.jp/illustration

●自分で作ってみる

「canva」や「ロゴメーカー」などロゴ作成サービスや、アバター作成サービスを
利用して作成してみましょう。

・canva : https://canva.com/ja_jp/
・ロゴメーカー : https://logo-maker.stores.jp/

企業ページ完成
これで企業ページが完成ですので、投稿など可能になります!

しかし、このままでは営業時間や、問い合わせ先の情報など詳細な情報がないため、
せっかく見にきてもらっても有効に活用してもらえません。
有効に活用してもらうためにも詳細な設定をしていきましょう!

❸ 企業ページの詳細を設定する

ただ、この段階ですべてを完成させなくとも、いつでも編集可能です!
ある程度情報を入れてから、投稿などの運用を始めても問題ありません!

「ページを編集」 ■

▲

 各種編集ページへ

右上 歯車ボタンからページ
情報をクリックすると基本
データを設定できます。
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プロフィール画像は、ページで投稿を行った時などに表示される顔のようなものです。

≪ 画像の内容 ≫

お店のロゴを使われる場合が多いです。
良いサイズのものがなければ、看板を入れた外観や商品写真などを利用しましょう。
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利用して作成してみましょう。

・canva : https://canva.com/ja_jp/
・ロゴメーカー : https://logo-maker.stores.jp/

企業ページ完成
これで企業ページが完成ですので、投稿など可能になります!

しかし、このままでは営業時間や、問い合わせ先の情報など詳細な情報がないため、
せっかく見にきてもらっても有効に活用してもらえません。
有効に活用してもらうためにも詳細な設定をしていきましょう!

❸ 企業ページの詳細を設定する

ただ、この段階ですべてを完成させなくとも、いつでも編集可能です!
ある程度情報を入れてから、投稿などの運用を始めても問題ありません!

「ページを編集」 ■

▲

 各種編集ページへ

右上 歯車ボタンからページ
情報をクリックすると基本
データを設定できます。
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●基本データ

・カテゴリ

選びなおすことが可能です。

・ウェブサイト

webサイトをお持ちの場合は、こちらにURLを記入しましょう。
URLがなければ、「このページにウェブサイトはありません」に
チェックを入れます。

・詳細

企業や組織や商品の紹介文、ページで公開していく内容などを記入します。
例「○○にありますパン屋です！国産の小麦と天然酵母にこだわり、夫婦でがん
ばっております。定番のパンと季節の素材を使った酵母、惣菜パンなど日々違った
パンも作っております。新作パンや、親父のがんばりなど色々投稿していきます♪」

●連絡先

・電話番号

電話番号を記入します。電話番号がない場合や公開したくない場合は
「このページに電話番号はありません」にチェックを入れましょう。

・メール
ユーザーとのやりとりが可能なメールアドレスを記入しましょう。
メールアドレスがない場合や、公開したくない場合は、
「このページにメールはありません」にチェックを入れます。
メールアドレスを記入した場合、Facebookから認証用のメールが届くので、
忘れず確認して認証しましょう。

・WhatsApp
WhatsApp（ワッツアップはLINEのようなチャットアプリ）も
ユーザとのやりとりでご使用される場合は入力。

●営業時間
企業や組織の営業時間を設定できます。
「営業時間記載なし」にチェックをいれると、ページに営業時間は表記されません。
営業時間を設定するには、一番下の「通常営業時間」にチェックを入れます。
すると、「営業時間を編集」というボタンが出てくるのでそちらをタップし、
詳細な営業時間の設定画面に移動します。
設定画面に移ったら、営業している曜日と時間を設定していきます。
企業や組織が営業している曜日をタップしてチェックを入れます。
すると、チェックした曜日の下に薄い文字で「開始」「終了」と出てくるので
それぞれタップし、営業時間を設定します。

一番下にある「完了」ボタンをタップすると、
初めの営業時間の設定の画面に戻ります。

●その他
価格帯や、屋外席の有無、補足などを設定することが可能です。
必要に応じて変更しましょう。

❹ 投稿をする

ある程度設定ができたら、投稿してみましょう。
また、無理のない範囲で、定期的に投稿できる体制を整えましょう。
タイムラインの投稿を見てファン（いいね!）になるか決めるユーザーもいますので、
独りよがり、内輪ネタにせず、ユーザーにとって有益な情報を心がけましょう。

STEP１：投稿をする

①｢投稿を作成｣をクリック

②写真を「写真・動画」から選び、
　テキストを入力していきます。

必ず確認!

テキストを入力!

タップ

①ページに投稿

投　稿　手　順

複数選択可能
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ページ投稿は「公開」のみ

場所（チェックイン）、気分など追加できます

簡単な画像編集もできます

最後にタップして投稿

③公開をタップして、投稿

お店の投稿にお店の場所（チェックイン）を追加することをオススメします!

ココにあれば、選択。

検索しても出てこない場合は、お店の場所をスポットとして新規作成してください。

STEP２：コメントできる人を制限

①投稿右上の … （点3つ）からメニューを開く

②「あなたの投稿にコメントできる人」をタップ

③（必要であれば）制限をきめる

企業ページでの投稿は、投稿閲覧者の制限ができず全員が見られる状態です。

そのままだと見た全員がコメントができる状態なので、
すべてに返信が難しいなどの事情があればコメントする人を制限することも可能です。

ページへの投稿完了
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②ストーリーズ投稿・リール投稿

Facebookでも、instagramと同様ストーリーズ
やリールの投稿が可能です。
※詳細は、instagram編参照。

＜ストーリーズ＞
フォロワーなどに対し、ニュースフィードの上部に２４時間だけ
表示させることが可能です。
通常投稿を連続で行うと、フォロワーのタイムラインを
埋め尽くす可能性があるため嫌がられる原因になりますが、
ストーリーズ投稿だとフォロワー側で見るものを選択できるので、
連続投稿も邪魔になりにくいです。

❺ 本格運用に入り、投稿分析をする
個人アカウントとは違い、企業ページは目的を持って開始されると思いますので、
内容に即しているか、反応はどうかなど定期的に投稿の効果測定をする必要があります。

また、誤爆・炎上をせずに地道に投稿を続けていくことが大切ですので、運用体制、
投稿ルール炎上が起こった場合の対処方法など決めておきましょう。

■■KGI（ゴール）を設定する

まずは、Facebookを運用することで達成したいゴールを設定し、
そのゴールを数値化したKGIを決めます。
例えば、「子育て世代ファミリーでの売上を前年度から20％向上させる」「自社商品の認知度を
第二商圏○○エリアで前年度比で20％向上させる」というものがKGIにあたります。

■■KGIが達成できるKPI（目標値）を設定する

KGIが設定できたら、KPIを設定します。KPIとは、KGIを要素分解した指標なので、
KPIがすべて達成できればKGIも達成できることになります。
運用業務において日々追いかけるのはKPIに設定した数値になるので、
目的を元に正確に数値に落とし込んでいく必要があります。
KPIは複数設定するものですが、あまりに多すぎると見る数字が多くなりすぎるため、
優先度をつけましょう。

①投稿のリーチ数
投稿のリーチ数とは、投稿を閲覧したユーザー数を示す数値です（インプレッションは閲覧された数）。
リーチ数が高いほど、たくさんの人に投稿を見てもらえていることになります。

②ページへの「いいね！」数
ページに「いいね！」をしたユーザーの数（ファン数）です。
投稿に対する「いいね！」とページに対する「いいね！」は異なり、
企業ページに直接「いいね！」をすると、ユーザーは同時にページをフォローすることになります。
ページへの「いいね！」の数が増えるだけ、ページを見てくれる人が増えるのです。

運用例

分　析　手　順

[ Facebookの効果測定に使われることが多い5つのKPI例 ]

＜リール＞
ストーリーズ同様、縦長のフルスクリーン動画を
最大90秒投稿できます
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③エンゲージメント数
投稿に対して「いいね！」やコメントなど、何らかのアクションを実行したユーザーの合計数と、
アクションタイプ別の内訳の数値です。
また、エンゲージメント数をリーチ数で割るとエンゲージメント率を出すことができます。
エンゲージメントは、ユーザーのページに対する好感度を表す指標として解釈します。

④webサイトへの流入数
流入数とは、ユーザーが広告や投稿についているリンクを通して
どれだけサイトに誘導されたのかを表す指標です。
自社サイトへのアクセス数の増加を目的としていたり、
広告の効果測定をする上では重要になる指標で、エンゲージメントから分析します。

⑤ユーザーの属性
性別、年齢など、どんな属性のユーザーが集まっているのか、ターゲットとしているユーザーを
本当に集められているのかをチェックするために有効な指標です。当初想定していたユーザーの
属性と、実際に集まっているユーザー属性が異なる場合は、投稿内容の変更を検討しましょう。

分析ツール

では、上述のKPIはどこで確認すれば良いのでしょうか？
Facebook公式の「インサイト」がおすすめです。

隠れている場合は、メニューの
一番右までスクロールしてください。

集計する期間は、ココで変更。

①投稿のリーチ

③エンゲージメント

②ページへの「いいね」

②ページへの「いいね」
　ページに「いいね」をすると自動的にフォローもされます。

④webサイトへの流入数

⑤ユーザーの属性
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Ⅱ. Instagram編

❶ ビジネスアカウントを開設する

①アカウントを登録
まずは、個人アカウントと同じように登録します。

STEP1：GooglePlayストア、App Storeで
             「インスタグラム」をインストール。

STEP2：指示に従い、登録していきます。

ビジネスアカウントとは?

Instagramには、個人アカウントとビジネスアカウントの2種類があります。
ビジネスアカウントにすると

●お店の場所webサイトなど「ビジネスプロフィール」が掲載できる。
●分析ができる。
●広告が掲載できる。
の主に3つのメリットがあります。
お店の集客、売上UPを目指すには、ぜひ「ビジネスアカウント」を開設しましょう!

携帯電話番号か、メールアドレス、facebookアカウントの
いずれかを登録します。
※電話番号は、固定電話、050～は不可。携帯番号を登録してください。

認証コードをご確認ください。
電話番号の場合はSMSへ、
メールアドレスの場合は
そのアドレスへ認証コードが届きます。

認証コード入力後、アカウントの名前とログインパスワード、誕生日を登録します。
アカウントの名前は、分りやすく店の名前、サービスの名前などにしましょう。
facebookと同じでOKです。

←ダミーです。

② ビジネスアカウントに変更
STEP1：設定 ■

▲

 アカウント ■

▲

 プロアカウントに切り替える

（インスタグラム）
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STEP2：質問に従い設定していきます。

●カテゴリ

「カテゴリレベルを表示」をONにすると、
プロフィールに表示されるのでオススメ。

検索して、業種を選びます。

●プロアカウントの種類
Instagramには法人や有名人の利用向けに2種類の「プロアカウント」があります。
「ビジネスアカウント」と「クリエイターアカウント」の2種類ありますが、
企業やお店で利用する場合は基本的に「ビジネスアカウント」でOKです。

●連絡先

ビジネスアカウント完成

企業、お店のメールアドレスや電話番号、住所を入力します。
プロフィールの「問い合わせ」ボタンから
連絡できるようになりますので、
正確な情報を入力しましょう（後から変更もできます）。

●Facebookとリンク

リンクしたいページを選んで、
設定しておきましょう。

●アカウント作成後に、ｆacebookとリンクする場合

フィード投稿とストーリーの同時投稿（シェア）をオンにする。

右上「　 メニュー」 ■

▲

 設定 ■

▲

 アカウント ■

▲

 他のアプリへのシェア ■

▲

 Facebookを選ぶ
■

▲

 画面下の次へ ■

▲

 はい、設定を完了します選択。（Facebookとの連携完了）
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❷ ビジネスアカウントを設定する

●プロフィール写真
ロゴや外観など、一目で分るものにしましょう。
※色などイメージで判別するユーザーもいます。
最後に、「プロフィールを編集」から

プロフィールページ

プロフィール写真や自己紹介、
ウェブサイトURLなどを登録します。

●名前

2回変更後、3回目は14日後にしか
変更できませんので、ご注意ください。

instagramではどんな名前を入力するかが
検索対策として重要になります。
ユーザーが検索した際にできる限り
ヒットしやすいキーワードを選択し、
名前に組み込む必要があります。

※自己紹介文にキーワードを入れても
　検索では認識されません。

名前はプロフィールページの太字になっている
部分で、お店の名前など誰がこのアカウントの
持ち主なのかを表すものです。
ユーザーネームは左上に表示されているもので、
URLのようにアカウントの住所を表すものです。

【 名前とユーザーネームの違い 】

●ポイント
・自己紹介文：150文字の制限があります。
　企業名や地域、ビジネスの特徴を
　わかりやすく書きましょう！
　ハッシュタグを入れるのもおすすめです。
・ウェブサイトURL：必ず設定しましょう。

①プロフィールの設定

❸ 投稿をする

①フィード投稿

＋マークから「投稿」もしくは「投稿する」を選択。
自分のスマホに保存されている写真や動画が画面一覧で表示されるので、
投稿したい写真・動画を選択して「次へ」をタップしましょう。

複数の写真をアップしたい場合

写真の編集やフィルターが可能

●テキストを入力
ここに、ハッシュタグ「#〇〇〇〇」や
メンション「@ユーザー名」の追加も可能

キャプションの中で紹介したいアカウント
を掲載することです。

●人物をタグ付け
写真に「@ユーザー名」の追加可能

●場所を追加
投稿に関連する場所情報を追加。
常に自分のお店などでもOK！

（スポットにない場合は、作成しましょう）
※参照facebook投稿

●他のアカウントに投稿
連携されている他のSNSや、
Instagramの他のアカウントに
同時投稿が可能。

投稿

投稿完了

オススメ

「メンション」とは？

uchino_ouchi

この部分が「名前」

この部分が「ユーザーネーム」
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［ ハッシュタグを活用しよう ］ ［ URLの貼り方 ］

Instagramにどんなに魅力的な投稿をしても、見てもらえないとあまり意味がありません。
投稿を多くの人に見てもらうためにハッシュタグをつけてみましょう。

ハッシュタグとは、自分の投稿がどのようなものかを説明するラベルのことで「#○○○○」で表されます。
1つの投稿に最大30個までハッシュタグをつけることができます。

Instagramではハッシュタグで検索してお気に入りの投稿を見つける人も多く、
ハッシュタグをたくさんつけることでハッシュタグ検索経由で自分の投稿を見てもらう可能性が広がります。

★多すぎず少なすぎないハッシュタグがオススメ！

ハッシュタグにはそれぞれ使っている投稿の数があります。

そのハッシュタグを利用している投稿が多くなればなるほど、
自分の投稿が数多くある他ユーザーの投稿の中のひとつに埋もれてしまう可能性が高くなります。

（ 例：#パン屋 147万件、 #パン屋巡り 41.2万件 ）

逆にボリュームが少なすぎるとそのタグを検索する人も少なくなるため、
閲覧してもらえる回数が少なくなります。

（ 例：#パン部 17.7万件 ）

ハッシュタグを利用してより多くの人に自分の投稿を見てもらうためには、
適切な量のハッシュタグを使うことが重要です。

Instagramでは、facebookやtwitterと違い、
投稿文キャプションやコメントにURLを記載してもリンクになりません。

サイトへの直接リンクが貼れるのは“プロフィール欄に1件”もしくは“ストーリーズのみ”です。
この点を知らずに、タップしてもWEBサイトにリンクされていない長いURLを投稿文に
記載しているアカウントも少なくなく、これらは機会損失となっています。

★WEBサイトへ誘導したい場合は、下記３つのいずれかの方法を試してみてください。

■InstagramからWEBサイトへ誘導する方法

ストーリーズからWEBサイトへ誘導する方法は
30ページをご覧ください。

①プロフィール欄に記載のURLをタップするように促す。
②「〇〇で検索」と検索を促す。
③Instagram広告を出稿する。
（広告の場合は、サイトへの誘導ボタンを設置可能です）
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②ストーリーズ投稿

［ Instagramストーリーズの特徴 ］

｢ストーリーズ｣とはInstagramでの投稿方法のひとつで、
ニュースフィードの上部から確認することができます。

最大の特徴は｢24時間｣で投稿が消えることです。
そのため“インスタ映え”や

“アカウントの統一感”などを気にせず、
気軽に投稿できる点が魅力で、
若者を中心に人気ですのでぜひ抑えておきましょう。

★「今」の相互コミュニケーションを意識する!

ストーリーズは、投稿の種類が多岐にわたります（撮影モードだけでも6種類）。
ココでは、一般的な「撮影モード投稿」のみをご紹介します。

撮影モード投稿

過去撮影した写真や動画はココから選ぶ

STEP1：2つのどれかから、新規作成画面へ

STEP2：撮影or画像・動画選択

① （基本的に）投稿から24時間で消える。
② スマホに『フルスクリーン表示（全画面）』できる。
③ 複数の写真や動画を『スライドショー形式』で表示できる。
④ 写真や動画にかんたんに『スタンプや文字』を入れることができる。
⑤ プロフィール欄に常時表示できる『ハイライト機能』がある。
⑥ 親しい友達リストで『限定公開』できる。

①

②

①

タップ … 写真撮影
長押し … 動画撮影

ココクリック

ココクリック
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STEP3：編集
テキストフォント、エフェクト、
色も編集可能。
大きさは画面左のバーで調節可能。

フィルター機能でアニメーション加工

タップ

テキスト

位置情報・@メンション・投票機能・質問機能などを
プラス可。

■スタンプハッシュタグ

↑スタンプハッシュタグ

スタンプハッシュタグとしては、1つしかつけられません。
フィード投稿と同じように検索対象になりますので、
効果的なハッシュタグをつけましょう。
他にもハッシュタグを追加する場合は、テキストにて
「#」をつければなんと50個以上つけることができます。

Instagramは一方的な発信よりも他のユーザーと
交流して「つながり」を持つことを評価しています。
この辺りを活用できるとユーザーとの「つながり」を
増やすことができます。

上記スタンプを使えば
WEBサイトへ誘導できます。

閲覧したユーザーに簡単なアンケートが取れたりします。
返信はオープンではなく、DMで届くので、
密なやりとりが可能になります。

こういったアンケートの集計結果を
次のストーリーズで配信するなど、
相互コミュニケーションを意識して
みてはいかがでしょうか。

STEP4：送信（投稿）

［ その他投稿 ］

■フィード投稿のシェア
フィード投稿を、よりたくさんの方に読んでもらうために、ストーリーズにシェアします。

シェアしたい、フィード投稿の
このマークをタップ

編集して
投稿(シェア)

ストーリーズ
投稿完了
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こういったアンケートの集計結果を
次のストーリーズで配信するなど、
相互コミュニケーションを意識して
みてはいかがでしょうか。

STEP4：送信（投稿）

［ その他投稿 ］

■フィード投稿のシェア
フィード投稿を、よりたくさんの方に読んでもらうために、ストーリーズにシェアします。
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投稿完了



32

InstagramInstagram

■文字投稿（作成モード）

お知らせなどメッセージをきちんと伝えたいときは、
写真を使わない文字のみ投稿（作成モード）を使います。

≪ ハイライト機能 ≫

｢ハイライト機能｣は、過去に投稿したストーリーズをプロフィール欄に固定表示
させる機能です。通常のストーリーズと違い、24時間たっても消えないので、
多くのユーザーに見てもらえる可能性があります。

流れてしまうストーリーズを名前を付けてまとめる「雑誌」のような扱いで
好きにまとめられます。

プロフィールの下に配置されるので、
初めてアカウントを見たユーザーに
「こんな情報を配信していく」という
アピールにもなります。
分かりやすい名前を付けましょう。

ハイライトに「リンクスタンプ」を使った
ストーリーズを残しておくと
24時間で消えないのでハイライトに
URLを残しておくことができます。

③リール投稿

Instagramのリール機能とは、15秒・30秒・60秒・90秒モードを選択して
短尺動画を簡単に作成・投稿・発見できる機能のことです。

プロフィール画面からはココ。

この表示が出ているのがリール。

発見タブからも見ることが出来ます。

右→にスワイプで
色 メ々ニューが出てきます。
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STEP1：＋から「リール」を選び、新規作成画面へ

STEP2：撮影

撮影開始

編集ツール

■動画時間の選択
15と書いてあるアイコンをタップすると、
15秒・30秒・60秒・90秒の動画を選択できます。

■音源
Instagramミュージックライブラリで曲を検索し、
リール動画のBGMとして流すことが可能です。

■再生速度
再生速度のアイコンをタップすると、2、3、4倍速から
3.5倍スローモーションまで動画の速度を変えられます。
速度を変えることで、ユーザーの目を引いたり、
インパクトを与えたりできるのがメリットです。

■タイマー
最長30秒までタイマーを設定できます。
3秒、または10秒からのカウントダウンの設定が可能で、録画ボタンを押すと、
カウントダウンをしてくれるので、ハンズフリーで録画可能です。

STEP3：編集

ストーリーズのSTEP③（30ページ）のように
撮影後、クイズ、アンケート、バロメーター等のスタンプや
ペンなどで装飾ができます。
装飾後（しない場合も）、「次へ」をタップ。

STEP4：キャプションを書いて、シェア

リール投稿完了

カバーとは、サムネイルで一覧になった時の表紙画像です。
動画の中の一場面でもOKですし、
タイトルをつけるなど統一感を持たせる（〇〇レシピ等）
などの変更が可能です。

ONオススメ

編
集
ツ
ー
ル

キャプションは
ココに

キャプションは
ココに

カバーカバー
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❹ 本格運用に入り、投稿分析をする

FacebookやほかのSNSと同様、運用体制、投稿ルール、KPIなどを整えておきましょう。

Instagram上ではPCからの投稿はできませんが、Meta社公式のクリエイタースタジオ
（https://business.facebook.com/creatorstudio/home）から投稿が可能です。

ココで投稿の予約も可能です。とくにフィード投稿に関しては
体系だった投稿を計画的に検討しましょう。

KGIやKPIは、「Facebook編⑤本格運用に入り、投稿分析をする」（17ページ)を参照してください。

分析ツール

分析ツールもFacebookと同じ公式ツールのインサイトがおすすめです。
PCからも閲覧可能です。

Instagramを選ぶ

集計期間を選ぶ リーチは、投稿を見た人の数です。
どんな人にどれだけ、どんな投稿が
届いたのか定期的に確認しましょう。

インタラクションは、投稿に対して「いいね」
「コメント」など反応があった数です。
どんな投稿が反応が良いのか確認しましょう。

オーディエンスで、フォロワーの数、増減、
属性などが確認できます。
狙った場所や属性と大きく外れている
状況が続く場合は、投稿内容を見直したり、
広告などを検討してもいいかもしれません。

★投稿〇回ごとなどタイミングを決め、
　定期的にインサイトを確認して
　振り返り・対策を打ちましょう。
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Ⅲ. Twitter編
❶ アカウントを開設する

STEP1：アプリをインストールし開く。

STEP2：指示に従い、登録していきます

Android iphone 

名前は他のSNSと同じでお店の名前にしてOK！
携帯電話番号か、メールアドレスのいずれかを登録します。
※電話番号は、固定電話、050～は不可。携帯番号を登録してください。

チェックしたまま「次へ」へ

★Twitterアカウントは、個人と企業に区分はありません。

アカウント完成

認証コードをご確認ください。
電話番号の場合はSMSへ、
メールアドレスの場合は
そのアドレスへ認証コードが
届きます

認証コードを入力

（ツイッター）

アカウントを作成アカウントを作成
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❷ プロフィールを作成する

■運用体制、トーン&マナー等

Twitterは、他のSNSと比べて企業アカウントが少し特殊なトーンで運用されています。

公式なPR情報も投稿しつつ、いわゆる「中の人」と呼ばれるTwitter投稿担当者が個人的な発信をしたり、
ユーザーと積極的に絡んだり、同業種他社とコラボしたりと、担当者の距離感が非常に近くユーモアに
あふれた運用が見られます（シャープ、キングジムなど参照）。

マジメな投稿と、距離感の近い投稿の割合（全てマジメな投稿でも構いません）や言葉の統一など、
アカウントのキャラクターの方向性を決めたうえで、プロフィールを作成することをおすすめします。

●プロフィール画像

プロフィールだけではなく、ツイートのアイコンにも使われます。
可能であれば、お店や企業のロゴマークを使ってください。
無ければイメージ写真にお店の名前をかぶせるなどシンプルなものを作成してください。
ツイートの中からユーザーは瞬間的にあなたのアカウントと判断する場合が多いので、
できるだけ変更はしないようにしましょう。

表示は円形で、推奨サイズは 400px × 400px です

調整可能です

●自己紹介 ●ユーザー名

●連絡先の同期

※興味のあるトピックを選択をします。
　最低3つ選択する必要があります。

●興味のあるトピックの選択　 ●詳細カテゴリを選択

●アカウントをフォローする

※最低１アカウントをフォローする
　必要があります。

●プロフィールを編集する

ユーザー名とは、「@」マークの後ろに表示される
名前のことで、Twitterハンドルとも呼ばれます。
ユーザー名はアカウントごとに違い、プロフィー
ルページのURLに表示されます。英数字のみで
すが、表示名に関係するものにしておきましょう。
文字数は15文字までです。

表示名はユーザー名の真上に表示され、いつで
も変更できます。社名やブランド名、親しみがあり
分りやすい名前にすることをおすすめします。
表示名の文字数は最大で50文字です。

プロフィール完成
ブランジュリーぱど
＠ｂrandiｐado

＠ｂrandiｐado
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●自己紹介（位置情報・webサイト）

❸ 投稿（ツイート）をする
STEP１：ホーム画面の右下に出る青丸に白い羽のマークをタップ。
STEP2：投稿の種類を選択。ツイートは＋に羽マークをタップ。
STEP3：テキストを入力、必要なら画像も選択
　　　　■

▲

 右上の「ツイートする」をタップ。

テキスト入力

❹ リツイート、引用リツイートをする
リツイートとは「自分のツイート（投稿）を再度ツイート」したり、
「他人のツイートを引用してツイート」することをいいます。
他人のツイートを自分のフォロワーに紹介することができます。

●ヘッダー画像

ヘッダー画像は、プロフィール画像と違いアピールしたい最新情報、
宣伝したい商品などを掲示して変化を持たせていきましょう。
画像の推奨サイズは 1500px × 1500px です。

調整可能です

利用者にわかりやすく企業、お店の内容をアピールしましょう。
文字数の上限は160文字。
業務内容やアカウントをフォローするメリットを伝えましょう。

・実店舗の場合、営業時間、お店の場所を入れましょう。
・URLも入れられますので、instagramやfacebookの
　アカウントを持ちの場合は記載することをおすすめします。
・webサイトをお持ちでしたら、直接誘導したい
　URLを入れましょう。

プロフィール完成

ブランジュリーぱど

ブランジュリーぱど

＠ｂrandiｐado
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TwitterTwitter

❺ 本格運用に入り、投稿分析をする
前述したようにTwitterは、他のSNSと比べユーザーとの距離感が近く、
企業アカウントの運用でのスタンスを難しく感じることがあると思います。

最初のスタンス（ユーザーとの距離感、ルール）など
運用体制を決めることもほかのSNSよりも必要になると思いますが、
分析ツールを使ってユーザーの反応を振り返ることも大切です。

分析ツール

公式の「Twitterアナリティクス（https://analytics.twitter.com/about）」に
ブラウザからアクセスしてログインすることで、一つひとつのツイートの
アクティビティを確認できます。

Googleビジネスプロフィール
❶ Googleビジネスプロフィール（GBP）を
    設定してみよう

（グーグル）

STEP1：
下記URLのGoogleビジネスプロフィール
のトップページにアクセスし、
画面右上の「ご利用を開始」をクリック。
https://www.google.co.jp/intl/ja/business/

STEP2：
Googleアカウントのメールアドレス
または電話番号を入力し「次へ」
ボタンをクリック

STEP3：
Googleアカウントの
パスワードを入力し「次」
ボタンをクリック

スマホアプリは2022年7月で終了しました。今後は、インターネットの
Google検索画面より更新・編集ができるようになっています。
自社のビジネスを検索すると、検索結果上部に管理画面のようなボタン
が表示されます。

https://support.google.com/business/answer/
11402083?hl=ja&co=GENIE.Platform=
Android&visit_id=637973666608616323-3747642177&rd=1

●参照サイト

スマホアプリの場合

第2章　Google

Googleビジネスプロフィールでは、無料で店舗の基本情報を掲載でき、
ユーザーがとった行動の分析もできます。
※Googleアカウントの取り方は55ページに記載してます。

！
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店舗の固定電話番号を入力します。
携帯電話でも大丈夫ですが、GBP上で公開されます。
ここで電話番号を入力していると後述のオーナー登録確認時に
電話での確認も選択できます。

STEP4：
Googleビジネスプロフィールはインターネット上に公開されている店舗情報を
自動的にキャッチして、店舗情報として公開しています。
すでにお店の情報が紹介されている場合は、新たに作成しなくてもページ編集が
出来るため、まずはお店の情報がすでに掲載されていないか確認します。
未掲載の場合は、Googleにビジネス情報を追加から入力を進めます。

STEP5：
Googleより発行される確認コードを受け取ります。
電話番号での確認の場合、通話をクリックするとすぐにGoogleから
着信があります。

STEP6：
認証完了後、Googleの検索結果に表示開始されます。

●郵送より早く手続きが完了できます。
　その他、はがきでの確認も可能ですが
　到着まで14日程度かかります。

①

①
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❷ Googleビジネスプロフィールを応用しよう

①「情報」を編集する
ログイン後、ビジネス名、カテゴリ、住所、営業時間、特別営業時間、
電話番号等が編集できます

②「写真」を登録（追加）する。
写真は、店舗の魅力・店舗の雰囲気を伝えるために、必ず活用すべきメニューです。
ナレッジパネルの写真部分をクリックされると、
Googleビジネスプロフィールに登録している写真や、
一般ユーザーが投稿してきた写真などが一覧で表示されます。

写真の追加は、管理画面の写真をクリックし、青い●印をクリック。
追加したい画像を選択して行います。

Googleビジネスプロフィールのヘルプ情報を閲覧する

いますぐアピールしたい魅力的な情報をナレッジパネルへ表示させる機能

店舗名・企業名、住所、営業時間などを設定する

Googleビジネスプロフィールへのアクション・ユーザーからの反応を確認する

ユーザーが投稿してきたクチコミに対して返信コメントを書く

写真を追加・削除する

無料のウェブページを作成する

Googleビジネスプロフィールを操作できるユーザーを追加・削除する

Google広告を出稿する

Googleビジネスプロフィールに新しい店舗・企業を追加する

Googleビジネスプロフィールで複数の店舗を管理しているときに使用する

他のGoogleサービスとアカウントをリンクする

Googleビジネスプロフィールに関する情報をメールで受け取るか否かを設定

ビジネス名

属性

ビジネス情報

開業月

写真を追加

カテゴリー名

住所

営業時間

特別営業時間

電話番号

ウェブサイト

ナレッジパネルとは

※①

※①

検索の際に画面右側に

表示される縦長の情報を

提示する枠のことです。

ナレッジパネル
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❷ Googleビジネスプロフィールを応用しよう
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Googleビジネスプロフィールのヘルプ情報を閲覧する

いますぐアピールしたい魅力的な情報をナレッジパネルへ表示させる機能
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Googleビジネスプロフィールで複数の店舗を管理しているときに使用する
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※①

※①

検索の際に画面右側に

表示される縦長の情報を

提示する枠のことです。

ナレッジパネル
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③「投稿」を使って、アピールポイントを発信する

④「クチコミ」の返信をする

投稿した内容は、ナレッジパネルの中
でも大きく表示されて目立ちます。 

この目立つ場所に、
魅力的な情報（写真・テキスト）を
掲載することで、ユーザーに
強くアピールでき、非常に効果的です。
投稿できるカテゴリには、
「COVID-19の最新情報」
「特典」「最新情報」「イベント」
「商品」があります。

Googleビジネスプロフィールには、ユーザーが
クチコミを書き込む機能が設定されています。
ユーザーのクチコミを使って、有益な情報を提供
したり、ビジネスをアピールしたりしましょう。

GBPへのクチコミ情報は、顧客との信頼関係を
築くための好感度をUPするチャンスです。
いいクチコミも悪いクチコミもありますが、
出来る限り返信することをおすすめします。
誠実な対応をすることで、ポジティブな印象を
与えることが出来ます。

■クチコミ返信のヒント

管理画面のクチコミをクリック、
返信ボタンからクチコミに対する
返信メッセージが送れます。

ここを
クリック

例えば、このような投稿をしてみましょう！
■投稿のヒント

●毎朝、本日のおすすめメニューを
　投稿する

●新着商品を入荷したことを投稿する

●クーポンを投稿する

●セミナーの開催告知を投稿する

●キャンペーン開始日にキャンペーン
　情報を投稿する

投稿は、管理画面の投稿をクリックし、
右下の青い    印をクリック。
投稿のカテゴリを選択し、
画像追加や説明文を入力し、
公開をクリックすると
投稿されます。

※①

※①

※②

※②
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※①

※①

※②

※②
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❸ 「インサイト」を使って分析する

インサイトではユーザーがあなたのお店や会社を
検索した方法やユーザーが電話をしたタイミングなど
自身のGoogleビジネスプロフィールでの
ユーザーの行動を分析することが出来ます。

ビジネスを見つけた方法と見つけたユーザーの数が分かります。

全ての項目が１週間、１か月、四半期単位で
選択して見ることができます。

電話をかけたタイミングは
時間帯か曜日も選択出来ます。

①ユーザーがあなたのビジネスを検索した方法

■直接
ビジネスの名前や住所で検索して
あなたのビジネスプロフィールを見つけたユーザー

■間接
業種や商品、サービスで検索して
あなたのビジネスプロフィールを見つけたユーザー

■ブランド名
あなたのビジネスに関連するブランドを検索して
あなたのビジネスプロフィールを見つけたユーザー

②ユーザーがビジネスを見つけたGoogleサービス
Googleマップ、Google検索で
あなたのビジネスを見つけた
ユーザーの数が分かります。
※同じユーザーがGoogleマップと
Google検索両方みた場合の表示回数は
２となります。

③ユーザーの反応
ユーザーがあなたのビジネスを発見してからどのような行動をとったかを
見ることができます。

④ルートのリクエスト
ユーザーがサービスまでの住所を検索開始した場所を知ることができます。

●Webサイトへのアクセス数
●お店や会社までの経路の検索数
●電話をかけた回数
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クリック

⑤電話
ユーザーが電話をかけた回数と
タイミングが分かります。
曜日と時間帯で絞り込みが
できるので最も多い問合せの
曜日と時間を知ることができます。

⑥写真の閲覧
ユーザーに写真が表示された
回数を見ることができます。

⑦写真の枚数
ビジネスに投稿している写真の枚数を同業他社と比較することができます。
枚数にはオーナーが投稿した写真と顧客が投稿した写真どちらも含まれます。

①Googleの右上の９つの点のボタンから、
　アカウントをクリック

②アカウントを作成するをクリック。

③必要箇所を入力してください。

クリック

Googleアカウントの開設方法
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④必要箇所を入力してください。

⑤これでGoogleアカウントは作成できました！

※当ガイドブックの掲載内容は令和4年6月時点のものです。
　また、無断転載･引用は固くお断りいたします。

©令和4年度東大阪市商業振興コーディネート事業

活用ガイドブック
SNS・GBP


