
Q：こんなお悩みは、ありませんか？！

・何を投稿したらよいか...わからない

・ネタ切れして、投稿を継続できない

・どんな見栄えで投稿したらいいの？

・アカウント作成したけど、放置中💦

→そんなお悩みを解決しちゃうe-bookです。

もう迷わない！
無限に出てくる投稿ネタの集め方



【著作権について】
本教材は、著作権法で保護されている著作物です。使用に関しましては、以下の点にご注意ください。
■本教材の著作権は、著者であるSHIN HARADAにあります。

著者の書面による事前許可なく、本教材の一部、または全部をインターネット上に公開する
こと、およびオークションサイトなどで転売することを固く禁じます。

■本教材の一部、または全部をあらゆる手段
(印刷物、電子ファイル、ビデオ、DVD、およびその他電子メディアなど)により
複製、流用および転載することを禁じます。

【使用許諾契約書】
本契約は、本教材をダウンロード・閲覧した法人・個人(以下、甲とする)と
SHIN HARADA(以下、乙とする)との間で合意した契約です。

本教材を甲が受けとることにより、甲はこの契約に同意したことになります。
第1条契約の目的本契約は、本教材に含まれる情報を、本契約に基づき、
甲が非独占的に使用する権利を承諾するものです。

第2条禁止事項(第三者への公開の禁止) 本教材に含まれる情報は、
著作権法によって保護されています。また、本教材の内容は秘匿性の高い内容であり、
甲はその情報を乙の書面による事前許可なしでは、いかなる手段を用いたとしても第三者にも公開することを禁じます。

第3条契約の解除甲が本契約に違反したと乙が判断した場合、乙は使用許諾契約書を解除することができるものとします。

第4条損害賠償甲が本契約の第2条の規定に違反した場合、本契約の解除に関わらず、甲は乙に対し違約金として、
違反件数と販売価格を乗じたものの10倍の金額を支払うものとします。違反件数が特定できない場合は500万円の金額を支払うものとします。

第5条その他
本教材に書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。乙は甲の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。
本教材に沿って実行し、期待通りの効果を得ることができず、万一如何なる損害が生じた場合でも、乙は甲に対して責任を負わないものとします。
また、プラットフォームの規約・仕様変更に伴いアカウントの削除等の損害が生じた場合も乙は甲に対して責任を負わないものとします。



GOAL

After
・何を投稿するのか分かるようになる
・ネタ切れせずに、投稿ができる
・どんな見栄えで投稿するか決まる
・放置していたインスタを再開できた

Q：こんなお悩みは、ありませんか？！

Before
・何を投稿したらよいか、わからない
・ネタ切れして、投稿を継続できない
・どんな見栄えで、投稿したらいいの？
・アカウント作成したけど、今は放置中・・・

【無限に出てくる投稿ネタの集め方】



ぜんぜん投稿ネタがでてこない

僕自身インスタグラムを始めた頃、手が止まってしまい...
どうしたらよいやら、本気で悩みました。

・何を投稿したらよいか...わからない
・ネタ切れして、投稿を継続できない
・どんな見栄えで投稿したらいいの？
・アカウント作成したけど、放置・・・

イマは‟無限に投稿ネタ“が出てくるようになりました。

ここまで辿り着くのに...沢山の時間とお金を使い学び
何度も仮説と実験を繰り返して、何度も挫折しましたｗ

だからこそ、あなたがブレイクスルーする「きっかけ」を
サポートしたい！そんな気持ちで、情報発信をしています。



インスタグラムコンサルタント

SHIN HARADA

WELCOME
PLOFILE
12年前バンコクで雇われ社長になるが、実力がなさすぎて上手くいかず

日本に帰国。仕事を失い、家もなく所持金もなくスーツケース１つだけ
でホームレスになる。つまり、数ヵ月は友人宅に居候しながら再就職。

そこから、WEBビジネスを学ぶ。ブログは300以上、ドメインを取得した
サイトは、250サイト以上を構築。外注化で半自動化する。広告収入で会
社員以上の年収を稼ぎだす知識を身に付ける。企業のHP、SEO対策の記事
執筆をサポートしながらコピーライティングやデザインを学ぶ。

インスタグラムでは、趣味である日常の絶景写真を発信して1万フォロ
ワー達成。いいね♡3000以上8投稿、♡2000以上70投稿以上。PR案件の実績
あり、アンバサダーのご依頼も！

だけど、、、僕はインスタグラマーになりたいわけじゃないｗ

PRやブランディング目的のインスタ運用と、自分の商品やサービスを売
るためのインスタ集客は、設計や運用方法が全くちがうと気が付く！

そこで個人事業主・経営者向けに【少ないフォロワー数でも大きな売上
につながるインスタ集客】のお手伝いを開始しました。

個人コンサルさせて頂いた方が翌日に新規依頼でサービスが成約したり、
現在は企業コンサルもさせていただいています。Culbhouseでは、7日で
3.1Kフォロワーさんを獲得したり、WEBビジネス全般の知識があります。



Instagram

@shin.7life
自分のブランディングやPR目的

・スニーカー・時計・バック
・革小物・旅行グッツ・旅館PR依頼
・SEO記事の執筆依頼1500文字2万円～

KPI
7600フォロワーの段階で
3907いいね♡獲得実績あり。

いいね♡3000以上8投稿
いいね♡2000以上70投稿以上

https://www.instagram.com/shin.7life/


Instagram

@insta_kenkyujyo

自分の商品やサービスを販売する目的

1000フォロワーで募集していなくても
有料コンサルの申し込みがあります。
（無料の質問やお悩み回答は順番待ち）
企業案件のコンサルサポートも実施中。

現在から未来へ

①コンサルした翌日に
新規のサービス依頼を獲得
→その後、リピーターになった

②DMが１日３０件

③ストーリーズ閲覧者９割から
メッセージが届いたなどの即効性あり。

https://www.instagram.com/insta_kenkyujyo/


-BY SHIN

“ あなたがインスタ集客で
自分の商品やサービスに繋がる”

そんな無限にでてくる投稿ネタ
を知りたいなら、有益な情報です。

ぜひ真剣に学んでみてください。



e-bookの目次
【無限に出てくる投稿ネタの集め方】

01

02

03 無限に出てくる投稿ネタの秘密

マインドマップの活用を始めよう

あなたの悩みの正体を知ろう！



01 あなたの悩みの正体、それは単純です。

そして、リサーチする前に準備が必須。
それが、NEXT→→→



マインドマップをご存じですか？

自分の思考を見える化することで頭の中を整理した
り、新しい発想を生み出すための便利なツール

それが、マインドマップです。

僕自身が、XMindをつかっているので推奨しています。
簡単アクセスで共有、PCでもスマホでも利用可能。

リサーチを繋げて圧倒的に思考を可視化できます。

・本の目次みたいに、リサーチを整理整頓
・URLも添付できるので、即アクセスができる
・記入した場所の移動が容易で、消しゴム要らず！

→ノートに書くよりもコピー＆ペーストできるので
ブログや資料を作成する際も時短になります。

XMind

マインドマップの活用をはじめよう02



①さっそくXMindをインストールしよう

100%
XMindのオススメ度（無料版）

XMindとは、香港の XMind Ltd.社が開発している

オープンソースのマインドマッピングソフト。
Windows、macOS、Linux 複数の OS に対応していて、
個人用マインドマップとして利用できちゃいます。

PCインストール先
https://jp.xmind.net/download/

Google Playインストール先
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.xmi
nd.doughnut&hl=ja&gl=US

App Storeインストール先
https://apps.apple.com/jp/app/xmind/id1286983622

https://jp.xmind.net/download/
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.xmind.doughnut&hl=ja&gl=US
https://apps.apple.com/jp/app/xmind/id1286983622


②さっそくXmindを使ってみよう ・起動したら、空白のマップを新規作成

■デザインを選ぶ方法
右端の上から5つめ【テーマ】を選択すると
マインドマップのデザインを選べます。

■文字の大きさやカラーの選択
右端の上から2つめ【ファイル形式】で
文字のフォントや大きさ、カラーリングが
自分の好みに変更できます。

■わかりやすいアイコン
右端の上から4つめ【マーカー】を選ぶと
絵文字や数字などのアイコンをつけれます。

・基本操作

Enterクリック→（主トピック）

Tabをクリック→（サブトピック）

自動保存ではないので、
初回は左上の【ファイル】→名前を付けて保存

保存後は左上の【新規リビジョンを保存】
フロッピーディスクみたいなマークです＾＾
初期設定なら【Ctrl＋S】でも保存可能。



③PCでマインドマップをURLシェアする方法

・編集できない形式でURL共有

ファイル→共有
プライベートリンク

そして、アップロード
クリップボードにコピー

・編集可能な形式でURL共有

ファイル→名前を付けて保存
デスクトップ→保存

メールやチャットワーク、facebook
なんでもファイル添付で共有可能



STEP2
起動したら文字タップ、文字編集できます

STEP1
XMindを起動、右上の＋マークをクリック

必ず編集したい文字の部分にカーソルをあわせて
右下の枝分かれの記号をタップしてみよう！

マインドマップでトピックが追加できたり段落をつけたり
することができます。ひとまずクリックしてみましょう。

④-1 iPhoneでXmindを使ってみよう

あなたが使用したいテンプレートのデザインを
選んでタップ。（基本はマップでOKです）

デザインをタップすると、起動して新規でマインドマップ
を作成することができます。

まずは、サクッとデザイン選んでみてくださいね。



必ず知っておきたい機能

■文字のフォントや大きさ、色や背景を変更したい場合

必ず編集したい文字を選択した状態で
上部にあるペンキマークをクリック

→トピック・ブランチ・テキストで編集

■文字にURLをリンクしておきたい場合

URLをリンクしたい文字部分にカーソルをあわせてから、
上部の＋マークをクリック

→ハイパーリンクにURL入力しよう

その他にも、マーカー（スタンプ）やステッカーなども
無料で使えるので右のマインドマップくらいは作れちゃいます。

④-2 iPhoneでXMindを使ってみよう



⑤ iPhoneでマインドマップをURLシェアする方法

まず、右上の・・・をクリック→共有

①画像
全画面での画像を共有
LINEやチャットワーク、メール、Facebookなど選択可能

②PDF
PDFの添付ファイルとして共有
LINEやチャットワーク、メール、Facebookなど選択可能

③XMind
相手がXmindをインストールしている必要があります。
スマホならファイルを開き、右上の↑をクリック
Xmindを選択すると編集も可能な状態で共有できます。

④MarkDown
マインドマップで記入した内容が箇条書きの文章として
共有できます。文章を長押しでコピーが可能です。
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Book 書籍徹底リサーチ
自己投資として必須なのが、
最低でも自分のジャンルに関する本・雑誌を全部よむこと。
何度も出てくるキーワードやポイントをマインドマップにまとめよう！！

Instagram 徹底リサーチ

Instagram集客をするなら、現状を徹底リサーチしよう
同ジャンルのアカウントは、どんな内容で投稿していますか？
どんな投稿が魅力的だと感じるのか・逆に響かない投稿って何ですか？
せっかくなので、同ジャンル以外で素敵な投稿をピックアップしてみよう。

Culbhouse 徹底リサーチ

アクティブな人は、clubhouseにプロフィールがあります。
同ジャンルの人をリサーチして、プロフィールからInstagramを確認しよう。
Clubhouseはリサーチメディアとして、とっても活用できますよ！

03 無限に出てくる投稿ネタの秘密



- 書籍のリサーチ

“とにかく自分の商品や
サービスと同じジャンルの
雑誌や専門書をみつけたら
とにかく全部を読む”

01



重要なのは目次
目次は、インスタに投稿する内容の切り口という考え方。
どんな投稿をすればいいのかは、
書籍や雑誌の目次を集めまくったら一目瞭然！！

無限にアイディアは出てくるはずです。

自分自身で投稿内容を0からリサーチなしで考えていくのは
至難の業、だからネタ切れするし迷走しますｗ

圧倒的なリサーチをすると、アイディアが溢れでる
「きっかけ」にもつながるので時間をかけて準備すべし。

Book 書籍徹底リサーチ



単純に知識が足りないorリサーチができていないだけ。

まずは既に分析されて書籍化までされている情報を知る、
とにかく同じジャンルであれば書籍（雑誌含めて）
全部よむ勢いで、一気にインプットを開始しよう！！

気にならなきゃブックオフで本を買っても問題ない。

無限にネタが出ない 01

一気にインプットしたら、そのまま忘れないうちにマイン
ドマップに自分自身の学びや新たな気づきも含め自分がわ
かるようにまとめてみよう。（アウトプット）

同じマインドマップで全部の内容をまとめると、言い回し
が違うだけ同じような内容があることに気が付くはず。
（重要なポイント）を見つけることができる。

マインドマップ活用 02

インプットよりアウトプットが重要という人もいるけど、
それは違う！圧倒的な正しいインプットをしなければ、
これからの未来に繋がるアウトプットはできません。

中途半端な内容を学ぶのではなく、改めて切り口を学ぼう。
王道の守破離でリサーチすべし！もう必要ないと言えるのなら
あなたは本のタイトルだけで、目次や内容をスラスラ書ける？

正しいインプットが重要 03

自分自身で０から
正解を導くのではなく
モデリングしていこう

Book 書籍徹底リサーチ



Instagram集客をするなら、
徹底的にリサーチしよう！

同ジャンルのアカウントは、
どんな内容で投稿していますか？

どんな投稿が魅力的だと感じるのか
逆に響かない投稿って何ですか？

せっかくなので、同ジャンル以外でも
素敵な投稿をピックアップしてみよう！

Instagram



Instagram 徹底リサーチ

Instagram版、もう悩まない！
無限にでてくる投稿ネタの集め方

徹底的にリサーチしなきゃ、
「インスタ投稿のネタ」って
無限に出てこないもんです。

そこでInstagramを使った
超具体的なリサーチ方法を伝授します！

【リサーチする対象】
あなたと同ジャンルの発信者だけじゃなく、
『ジャンルが違うインスタで
上手くいっているアカウントの投稿』
を徹底的にリサーチしていこう！

【目的】
‟どんな投稿をしているのかを知る″
どんな投稿のジャンル&見せ方があるのか
リアルな現状の情報収集が目的です。



どんな投稿のジャンル&魅せ方があるのか

Instagram

【投稿ジャンル】

例えば、
・写真文字入り投稿
・小説系の連載モノ
・動画投稿がメイン
・ノウハウまとめ系
・ビフォーアフター投稿など

【投稿の見せ方】
パッと見が、とても大事
縦3列×横3列合計9枚をチェックしよう
どのような見せ方をしているのか

【やり方】

とにかく1日かけて徹底的に調査する

！！マインドマップでリスト化する！！



マインドマップと投稿ネタのストック方法

【マインドマップで書き出す内容】

①名前とユーザーネーム
②プロフィール文
③URL（ハイパーリンクで追加）
④投稿ジャンルと見せ方

まずは①②③④を50〜アカウントを
サクッとリスト化しましょう

リスト化したら上から順番に
投稿内容を箇条書きでストックしていく

例えば、
インスタ研究所であれば、

📌投稿ネタのストックとして
・プロフィールの書き方
・フォロワーの増やし方
・メンションって？
・インスタの投稿文
・ハッシュタグの選定方法

こんなふうに徹底的にリサーチすることで、
投稿ネタを無限に集めることができます。



clubhouse版、もう悩まない！

無限にでてくる投稿ネタの集め方

どのSNSよりも、圧倒的にインスタ投稿の

リサーチができるのがclubhouseです。

圧倒的に質の高いリサーチができるので、

やっていないのであれば損してますよw

誰であっても事前にリサーチしなくちゃ、

「インスタ投稿のネタ」が無限に出てこない！

Culbhouse



①clubhouseでリサーチする手順を公開します。

さて、リサーチする人って？
あなたと同ジャンルの発信者を見つけよう

📌目的
【どんな投稿をしているのかを知る】
投稿内容をパクるのではなくって、
切り口を集めることが目的です。

📌やり方：同ジャンルの発信者
【リサーチするキーワードを決める】

僕の場合だと、インスタ関連のキーワード
例）インスタ集客

・clubhouseを開く
・左上の虫眼鏡から🔍
・調べたいキーワードを入力する

例）インスタ集客
いくつか単語を入力してみる

・Instagram集客
・インスタグラム集客

検索で表示された人のclubhouseのプロフィールから
下部にリンクされているInstagramアカウントを確認！

！！マインドマップでリスト化する！！



②アカウント抽出と投稿ネタのストック方法。

【Instagramのアカウント】

①名前とユーザーネーム
例）SHIN @insta_kenkyujyo

②プロフィール文：全文コピー
③URL （ハイパーリンクで追加）

まずは①②③を50〜100アカウントを
サクッとリスト化しましょう。

リスト化したら上から順番に投稿内容を確認
箇条書きで、投稿ネタをストックしていく

【投稿ネタのストック】
・プロフィールの書き方
・フォロワーの増やし方
・メンションって？
・インスタの投稿文
・ハッシュタグの選定方法

こんなふうにリサーチすることで、
投稿ネタを無限に集めることができます。

・何を投稿したらよいか分からない
・ネタ切れして、投稿を継続できない

この方法でリサーチすれば、解決できます。



③clubhouse⇒Instagramのリサーチ手順まとめ

【clubhouse⇒Instagram】

clubhouseであなたと同ジャンルの発信者を見つけて、
Instagramでどんな投稿をしているのかを知る！

簡単でしょ！？

徹底的にリサーチすることで、
投稿ネタを無限に集めることができます。

・何を投稿したらよいか分からない
・ネタ切れして、投稿を継続できない

これが解決できます。

さらに、

・よいと感じる投稿の仕方
・パッと見の見栄えで素敵だなと感じる投稿
・あんまりだなと感じる投稿は何か

アカウント毎に、あなたの感想をメモしていく。

これをやると、

・どんな見栄えで投稿したらいいの？
・アカウント作成したけど、放置^^;

こんな悩みから解放されて困ることがなくなりますよ。



最後まで学んでくださり、ありがとうございます。

もしあなたが10億や100億を稼ぐ経営者に

「無限に出てくる投稿ネタの集め方」を質問した
としたら、必ず同じ答えが返ってきます。

なぜなら、僕は何人もの経営者に質問したことが
あるからですｗそして全員の答えは一緒です。

まずは、徹底的に

リサーチからやろう！！

もう迷わない！
無限に出てくる投稿ネタの集め方



Books

Instagram

clubhouse

YOUR 
IDEA

01

02

03

END


