
【著作権フリー　ツイッターの使い方資料】

こんにちは私は有限会社　ダブリュピー 81 の青木敬博と申します。

普段は企業の販促活動のお手伝いをしています。

私の実家は「一進堂」という伊豆の伊東にある和菓子屋で、弟が跡をついでいます。三年前に震災がありました。

観光地である伊豆は大打撃を受け、実家の売上げは 1 割（9 割減）になってしまいました。

そんな時、お客様がいなくて、やることがないからと、小さなことでもいいから何かやろうと街のみんなが

動き始め、その一つがツイッターやフェイスブックのの使い方の勉強会でした。私が講師を務め、この資料

はその時に作ったものです。

この資料は三年前に伊豆の人間に限り著作権フリーにしたものです。

三年間やってきて解ったことは、小売店においてフェイスブックや、ツイッターは非常に約に立つというこ

とです。

実家もそうですが、全国の小売店や商店街の皆様は、今、かなり大変な思いをされていると思います。

なので、本来は伊豆の為に書いたものですが、伊豆はある程度この資料の役割は終わったと思うので、今度

はこの資料をすべての方に）著作権をフリー (※販売目的の方、講習等で報酬を得る方には著作権を放棄しま

せん。）とします。

すこし古くなってしまいましたが、まだまだ使えると思います。

こちらから同じ物がダウンロード出来ます。→　http://www.wp81.com/twitter.pdf

著作権フリーなので、遠慮無くコピー、印刷、してお使い下さい。

ぜひ、みなさんのお店や、商店街でお役にたてていただければ幸いです。

少しでもお役にたったと思ったら、伊豆に遊びに来て下さい。

そして、この資料を読んでフェイスブックが使えるようになったら、

http://www.wp81.com/rensai.php?no=1

も読んで見てください。商店街、小売店の立場で書いた販促の方法の指南書です。

みなさんのお役に立つことを祈っております。

有限会社　ダブリュピー 81 青木敬博

※販売目的の方、講習等で報酬を得る方には著作権を放棄しません。



ツイッターとはインターネット上に自分が一回140字以内で発言する、そして誰かが140字以内で発言し
た言葉を聞くサイトです。　http://twitter.com/

■発言の仕方は
「いまどうしてる？」の下のテキストボックスに入力して、ツイート（発言）ボタンを押すだけです。

発言してみましょう

発言することをツイートといいます。

ツイート（発言）すると、その発言は同じくツイッターに登録している人間で、「あなたの言葉を聞きます
よ」という人（これをフォロワーと言います）の画面に表示されます。
はじめたばかりの時はフォロワーは当然「0」です。
無人島で喋ったのと同じ状態です。
「話を聞いてくれる人」（フォロワー）を作らないと会話になりません。

■フォロワーを増やすにはどうしたらいいか？

実際の社会と一緒です。
「まず、人に話を聞いて貰いたいときは自分から人の話を聞く。」
これが必要になります。

「あなたの話を聞きますよ」ということを「フォローする」といいます。
気になる人をフォローしましょう。そうするとそのうちの何人かはあなたもフォローしてくれます。
なぜなら、最近は少なくなりましたが、ツイッターにはフォローをされたら、フォローを返す。『フォロー返し』と
いう暗黙の了解がかつてありました。その名残でいまでもフォローをすればフォローが返ってくることが

あります。

では、そのフォロワーの探すのはどうするか一つの方
法として、検索窓に興味なる言葉をいれます。

（例）和菓子
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検索結果の中から気が合いそうな
人のアイコンを押します。

そうすると画面の右側にその人のプロ
フィールと、最近のツイート（発言）が表
示されます。
相手のプロフィールを見て、気に入った
ら
「フォローをする」ボタンを押します。
これで相手のフォローができました。

「←ホームに戻る」ボタンを押してみましょう。

フォローをした人のアイコンと文章（ツイート）が出
ているとおもいます。
これでフォローが完了しました。芸能人とかでなく、
一般人なら5～7割ぐらいの確立で数日の内に
フォローを返してくれると思います。

「知らない人をいきなりフォローしても
大丈夫か？」
というのは初めてツイッターをはじめた人に良くある

不安なのですが、結果からいうと、全然問題な
い。というのが結論です。
ツイッターはそういうものなのです。ま

た、逆に知らない人からフォローされることもあります。（そういうものなので）
その時はプロフィールや、発言を見て、フォローするかどうか決めればいいのです。

さて、人のツイート（発言）を見ることができて、自分のツイート（発言）が出来るようになっても、それじゃあ、お互いあ
さっての方向をみて喋っている状態。
すこし会話して（絡んで）みたいですよね。
それでは会話の仕方です。

2

1

3

まんじゅうが好き あの歌いいよね
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■直接話しかける。（リプライ/返信等といいます）
話しかけたい相手の、ツイート（発言）の上にマウスを重ねます。
そうすると
「時間　お気に入り　リツイート　返信」

と出てくるので、「返信」を
押します。

そうすると別画面が開い
て入力画面になります。

これのルールはどうなっているかというと

左の画像の○を付けた太字の部分。これをIDも
しくはユーザー名、アカウントといいます。（ID/
ユーザー名/アカウント名というところはツイッター上に表示さ
れるのニックネームの様な物です。）

このID/ユーザー名（アカウント名）の頭に@を
付けて、半角を開けて、発言（ツイート）を書きま
す。

例えばbbbと言う人に話しかける場合

@bbb 今日の夜は空いていますか？
と書きます。
そうすると、自分とbbbさんのタイムライン（ホーム画面）そして、自分とbbbさんをフォローしている人のタイムライン
にこのメッセージが表示されます。
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送り方だけみると一見、一対一のメッセージのやりとりの様に感じますが、ちょっと違います。

たとえば自分のユーザー名をaaaとして、上記の文章をbbbさんに送ったとしましょう。
この場合

aaaさん（送った人）とbbbさん（送られた人）の両方をフォローしている人（この図の場合
はcccさん）には同じように表示されます。(片方だけをフォローしているdddさん、eeeさんには表示さ
れません）
相関図にするとこんな感じです。
 

はい、ここでなんか解らないと思った人、ここでめげない。要するに、

「発言（ツイート）の全ては見られている。内緒話はできない」とだけ思っておけばいいです。
本当に知られたくない内容（内緒話）はダイレクトメッセージ（DM）をつかいます。これはあと
で説明します。

@aaa@ddd @eee

@ccc

フォロー

フォ
ロー

フォロー

フォロー

お互いフォロー

aaaさん（送った人）とbbbさん（送られた人）
の両方をフォローしている人

@bbb

@
リプライを送る
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■リツイート
（最も重要な部分です。）
何人かフォローをすると、文章の中にRTと
いう文字をたくさん発見するとおもいます。

これは『リツイート』といいます。『リツイート』は"公式"と、"非公式"があ
るのですが、非公式の方がメジャーになっています。最初に非公式から説明しま

す。

■非公式のリツイート
例えば、aaaさんが最初に

今日、伊豆でイベントがあるらしいんだけど、知っている人いますか？

と、つぶやいた（ツイート）したとします。

これに対して答えを知っている場合、あたまにRTという文字と、発言した人のユーザー名（アカウ
ント名）をつけて、

今日六時から伊東駅前です。RT@aaa 今日、伊豆でイベントがあるらしいんだけど、知っている
人いますか？

と、書いて送信します。

はい、ここでめんどくさいなと、思った方。大丈夫です。後で簡単な方
法を教えるので、流して先に進んで下さい。
ルールとしてこうなっていると言うことだけ覚えてください。

もし、書き上がった文章が140文字を超えてしまう場合、最初の文章を変えなければなり
ません。この場合、元の文章を書き換えたということを示す為にRTではなくQTを使いま
す。
最初の文章がaaa発信のこれの場合
「0月0日に伊豆高原にあるさくらの里にて、なにかイベントがあると聞いたのですが、詳細をご存じの方教えて下さ
い。あと桜はどれぐらい咲いていますか？その時は散ってしまっていますかね？」
これにあなたが答えるとして、
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「さくら祭りが行われています。露店やキャンドルをつかったイベント等各種催しが行われます。時間は0：00～0：
00です桜はたぶん満開です。」

この返事をする場合。ユーザー名（アカウント名）も含めると全部で162文字になってしまいます。

こんな感じ

「さくら祭りが行われています。露店やキャンドルをつかったイベント等各種催しが行われます。時間は0：00～0：
00です桜はたぶん満開です。RT@aaa 0月0日に伊豆高原にあるさくらの里にて、なにかイベントがあると聞いた
のですが、詳細をご存じの方教えて下さい。あと桜はどれぐらい咲いていますか？その時は散ってしまっています
かね？」

ツイッターは140文字までしか送れないのでなにかを消さなければ行けません。
そこで、最初の文章の「なにか」と「ご存じの方」と「その時は散ってしまっていますかね？」
を消します。」

そうすると、全部で137文字となりツイート出来るようになります。
最初の文章を変更した事を解らせるためRTではなくQTをつかい

こんな感じです。
「さくら祭りが行われています。露店やキャンドルをつかったイベント等各種催しが行われます。時間は0：00～0：
00です桜はたぶん満開です。QT@aaa 0月0日に伊豆高原にあるさくらの里にて、イベントがあると聞いたのです
が、詳細を教えて下さい。あと桜はどれぐらい咲いていますか？」

一応QTにするのが正式という事になっていますが、この辺はいい加減でRTで代用され
る事がよくあります。

■公式リツイート

非公式に対して、公式リツイート
は、一字一句変更のない状態であ
なたのフォロワーにツイートされ
ます。
やり方はリプライ同様マウスをリツ
イートしたい文章の上に持って行
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き、「リツイート」を押すだけです。
非公式だと文字数が越えてしまう場合や、特に絡める文章でない場合に有効です。

■ツイッターで観光客誘致
さて、この二つの『リツイート』。これが最初の肝です。
最初のリプライは「ツイートを送られた人」と、「ツイートを送った人と送られた人の両方をフォローしている人」のタイ
ムラインにしか表示されません。
最小は自分以外の1人にしか表示されません。

これに対して「リツイート」はどちらのリツイートもフォロワー全員にいきます。
最初に話したとおり、同じ情報を沢山の人間で流せば雑誌以上の力になることは事実。
しかしながら、時には忙しいときもあるでしょうし、だかが140文字の入力すらままならない時もあると思います。

そんなときは誰かが打った文章をリツイートすればいいのです。
リツイートにかかる時間は1秒もありません。

まずは伊豆に来る人を増やすことが大事。軽井沢、北海道、沖縄に行こうとするお客様を
伊豆に連れてくることが大事。伊豆の情報を積極的にお互いリツイートしあって、情報を
プッシュで届け、伊豆に来る人を増やしましょう！

■ツイッターで地元活性
ツイッターや、フェイスブックと言われる物は地元の活性化にも役立ちます。
ご商売をやられている方はプロフィールにご自分のご商売のことを書かれるといいです。

また、リプライと非公式のリツイートを使って、いろいろな人に積極的に話しかけて行きましょう。そしてその人とちゃ
んと、コミュニケーションを取って下さい。
そうすることで、その人の「人となり」が見えて来ます。そうすると会いに行きたくなるのが心情。
今、一足先に始めている人たちの間で、お互いの店を行き来するような動きもでています。

SNSは商売を昔の商売に近づけてきます。
また、仲良くなればリストに登録されます。パソコン版を立ち上げると、一番最初に目に入るのはホーム画面です。

フォローさえ、されていれば、ここに表示されるわけで、最初はフォローされることを目指すわけですが、リストに拾
われると、見てもらえる確率が格段位上がります。
どうせ情報を流すなら効率良く流せるほうがいいですよね。
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■リスト
フォロワーが増えすぎて、タイムラインに
次々と情報が入るようになり、なかなか自
分の拾いたい人が拾えない状況になった場
合、自分の拾いたい人だけを、リストにし
ます。

やり方はホーム画面上部「リスト」→「リストを

作成する」とします。

「リスト名」「説明」を入力してリストを作成をし

ます。

（1.2.3）

リストが作成できたら、リストに加えたい人のア

イコンもしくはID(ユーザー名 /アカウント名 )

をクリックして【4】左側に出てきた【5】の

部分のボタンを押して、「リストに追加」を選ん

で入れたいリストの場所にチェック【6】

1

2

4

5

3
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■ブロック
ある人に発言を聞かれたくないなと思った
ら「ブロック」をします。
ブロックをしたい人のアイコンもしくはID(ユー
ザー名 /アカウント名 )をクリックして左側に出
てきた【1】の部分のボタンを押して、ブロック
を選択します。【2】
そうすると、ブロックをされた人はあなたの発言
を聞くことができません。

■ダイレクトメッセージ (DM)
相手が自分の事をフォローしている場合、
ダイレクトメッセージというのが送れます。
これは送った相手にしか見えません。プラ
イベートなことを送りたい場合はここを使い
ます。

やり方はこれも他のものと同様に、ダイレクト

メールを送りたい人のアイコンもしくはID(ユー

ザー名 /アカウント名 )をクリックして左側に出

てきた「ダイレクトメール」のボタンを押して、

【1】出てきた入力画面に入力します。【2】

■@関連
ここは一般的にメンションとか言われます。
リツイートの中に、あなたの ID( ユーザー名 /アカ
ウント名 )が含まれていると、それを拾ってくれます。
たとえば、あなたの ID(ユーザー名 /アカウント名 )が

@aaaだとして@bbbさん@cccさんにリプライで話して

いるとします。

@ccc こんにちは、昨日@aaaさんに街でばった
り会いましたよ。
この文章はcccさんに送ったリプライですが、あなたの

ユーザー名（アカウント名）@aaaが文章のなかで使わ

れているので、この場所に表示されます。

1

1

2

2

この画面の IDは isshindo_ito
それがここに含まれているので
表示されている
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■ハッシュタグ
発言（ツイート）するときに　#の後ろに
特定の文字を入れると、それがそのまま検
索でき、同じ興味をもつ人間とつながれる
記号です。
たとえば、、

誰かの発言（ツイート）の#izuをクリックすると、

#izuの付いたツイートが表示されます。

その他いろいろあります。

#zacjapan =サッカーの時にこれをつけてツ

イートしている

#tbs = tbs の番組を見ている

日本語も使えます。

#伊豆　#伊東

良くある話なのですが、伊豆の人は自分達が

住んでいる場所なので、ついつい全国区の人

を意識しないツイートをすることがあります。地元向けならそれでもいいけれど、全国にむけての場合はもったいな

い。

例えば、「オレンジビーチで今夜8時から花火大会があります。」というツイート。これは伊東の人ならどこか解

りますよね。でも全国ではそうは行きません。

「オレンジビーチで今夜8時から花火大会があります。　#伊豆　#伊東」

とすることで、場所が解ります。

もちろん「伊豆の伊東のオレンジビーチで今夜8時から花火大会があります。」

でもいいです。ハッシュタグを使う場合と言うことです。

日本語か英語かと言われれば、日本語の方が望ましいです。

なんと言っても視認性がちがいます。

#izukougen　#伊豆高原

同じ事を書いていても、日本語のほうが早く理解できていると思います。

また、英語で#izukougenと書くと10文字分使ってしまいます。

日本語で書けば5文字です。　#伊豆高原　140文字しか使えないツイッターではこの文字の差も大きいで

す。

#izu の付いたコメントが
一覧表示される
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■更に一歩進んだ使い方（楽ちんな方法）

さて、ツイッターになれてきたら、ここでさらに便利に使いましょう。
便利な物はいろいろあるのですが、とりあえず、ここではついっぷるを使います。
googleの検索まどに「ついっぷる　旧」と入力します。
新バージョン（新Ver)と旧バージョンがありますが、あえて、旧バージョンを使います。
http://1st.twipple.jp/

ログインボタンを押して

許可を求める画面が出た場合「許可する」ボタン。
ユーザー名とパスワードを求められたら、それを入力し
て「連携アプリを認証」
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「ついっぷる　旧」と検索して、、、

出てきたこれをクリック

旧バージョンを利用するをクリック



これで一番簡単になるのは非公式のリツ
イート。リツイートしたい文章のRTボタ
ンを押します。【1】するとどうでしょう
あれほどめんどくさかった、頭にRTを付
けて相手のユーザー IDを付けるといった
行為をあっという間にやってくれます。
リプライは【2】のボタン公式リツイートは【3】のボタ
ンダイレクトメッセージは【4】のボタン【5】のボタン
はお気に入りのツイートを保存しておく機能です。「お
気に入り」の中に追加されます。
写真だって簡単に掲載できます。ツイートを入力
するところの横にあるカメラボタンを押して下さ
い。【7】長いアドレスを省略する機能があります。
【8】（ツイッターは文字数に制限があるので、これが
あるとスゴク助かります）これを使い出すと急にツイッ
ターが便利になると思います。
@関連（メンション）は常に左側にでっぱなしな
ので、便利です。【8】
さらに、携帯、スマートフォンでもツイッターはできます。
ただ、画面が小さく使いづらいので、当面はパソコン
をお使いすることをオススメします。
伊豆の観光を盛り上げる為にも、ぜひ、便利に使い
ましょう

1

8

2 3 4

5

6

7
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1
2

3

■ツイッターに慣れてみよう。
 
ツイッターの概要がわかったところで実践となるのですが、慣れるためには共通の話題があるひとと話すのが一
番です。

私が一つリストを作りました。「faceizu」（フェイスィーズ）です。
このリストをフォローして下さい。

では、やり方です。
やり方はまず、最初に私 @ihsoy_japan をフォローして下さい。

そしてその後に、伊豆の人間であると言うことと、フォローをしたことをご連絡ください。そうしたら、

以下のアドレスに行き、

http://twitter.com/#!/list/ihsoy_japan/faceizu

リスト【1】をクリックのあと、リストページを見る

→をクリック【2】

その後「リストをフォローする」【3】を押して下さい。

そうするとあなたのリストの蘭に

@ihsoy_japan/faceizu

というのが出てくると思います。

あとは私があなたをリストに加えておきます。

ここは、伊豆の人間（熱海から下田、西伊豆）の

人だけで作られたリストです。

共通の話題が多いので、きっと慣れるのには最適

な場所でしょう。

それで慣れてきたら伊豆の情報をリツイートしたり

して、伊豆の観光を盛り上げていきましょう。
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■（おまけ）一歩進んだ検索方法
たとえば、伊豆の街の人が知りたいのに伊豆四朗や、伊豆美咲が出てきて望む様な結果が出ない場合 -（マ

イナス）をつけて【伊豆　- 美咲　- 四郎　- 四朗　-エスパー　-パンチョ　- 豊雄　-デビット】

こんな感じで検索します。

■bot(ボット）
自動でツイートを送るようにつくられたプログラム。相手しても意味がない。プロフィールにBotと書いてある場

合もあるので、書いてあったら相手にしない。　例）村上春樹のbo　　http://twitter.com/#!/harukibot

■ツイッター独特の用語。
ツイッターは文字数の制限があるので、独特の省略があります。

なう=いまいる。もしくはいまやっていることを示す。　例）銀座なう　夕飯なう

おはあり=おはようをありがとう

こんあり=こんにちは/こんばんはをありがとう

ほかってくる =お風呂はいってくる

ほかいま =お風呂から戻ってきた

ほかえり=お風呂からおかえり

おめ =おめでとう

乙 =お疲れ様

w= 笑っていることをしめす。例）おもしろいｗ

つ【まんじゅう】=”つ”は渡している手を現し【】の中は渡すものを書く。この場合はまんじゅうあげると言う意味。

つ＝　箸をもっている図・よこからつまみ食い。　（例）　つ＝RT @aaa 親子丼食べよう( ´ ▽ ` ) 

＾＾　= 笑い顔

(^o^)ノシ = 笑顔で手を振っている

■ツイッター・フェイスブックをあえて難しく言うなら、、、
ツイッターはSNSとかソーシャルネットワークサービスとか言われます。ミクシイとかフェイスブックも同じ仲間です。

■最後に
ツイッターでプッシュで情報を送り、見ている人が伊豆に興味を持ってきてくれて伊豆に来てくれたとします。

でも、皆さんご存じだとは思いますが、大事な事は呼んだ後「満足」させることです。
リピーターのいない商売は絶対長続きしません。

ツイッターや、フェイスブックで出来ることはお客様を「呼ぶ」ことだけです。

その時に大事なことはどれだけの方が「リピーター」になっているかです。
ぜひ、リピーターになってくれる人（お店のファン、旅館のファン、人のファン）を増やして、
伊豆を盛り上げていきましょう。
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■エッジランク
3Pで「ある条件」と書いた部分を説明します。しかしながら、これは中級者向きの話です。フェイスブックをや

り始めて少し立っている人は読まれた方がいいと思いますが、それ以外の人はその時が来るまで読まないでもい

いと思います。

フェイスブックには「エッジランク」というのがあります。いくら「いいね！」を押して貰っても押してくれた人とコミュ

ニケーションがとれていないとその人のニュースフィードに表示されないという仕組みです。上限はデフォルトで

250人。使われている方は実体験として感じていると思います。

エッジは三つの要素から作られます。

エッジ=u×w×d

(u)affinity score（親和性のスコア）

投稿をした人とその記事を見る人の親密度、同じ友達に大量のメッセージを送ったり、その人のプロフィールを

見ていたら親密度が高くなる

(w)weight（投稿のウェイト）

「コメント」、「いいね！」「タグづけ」「その他」をその投稿がどれだけ貰ったかコメントが「いいね！」よりもウエイ

トが高い

(d)time（時間の減衰係数）

コメントが古いか新しいかではなく、エッジがいつ作られたかです。古いコメントでも「コメント」、「いいね！」がつ

けばエッジが生成されます。しかしながら基本は古いコメントは出にくい

これを読めば、ただ「いいね！」を貰えばいいだけでは無いことがわかると思います。

どうやって相手の250人の中に入るか大事です。

ただ、「いいね！」を集めるだけでなく、コミュニケーションがとれるようにした方がいいです。コメントを書きたくな

るような投稿、および「いいね！」を押したくなるような投稿、それらを心がけて投稿するといいです。

投稿が写真であれ、文章であれ、「いいね！」や「コメント」を貰うと、その「いいね！」を押した人やコメントを

書いた人の友達までは情報が拡散されます。（*そこから先はシェアしないと拡散しない）

一回拡散されるだけで見られる回数はかなり変わります。

*AさんとBさんがお友達。

情報配信元をZ店としてAさんはZ店に「いいね！」を押している。Bさんは押していない場合
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