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さくや式 twitter 攻略法 VOL.02 

 

 

ダイレクトメッセージで、フォロワーさんから愛される方法 

 

 

 

 

 

 

 

さくや 著 
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【はじめに】 

 

 

こんにちは。さくやです。 

 

東京都内で心理カウンセリング及びセラピー業を営んでおります。 

 

昨年の半ばごろから、日本でも twitter ブームに火が付き、わたしも twiteer

をつかっての集客活動に着手し始めました。 

 

Twitterでは、属性にあったフォロワーさんを増やすことがキモですので、 

攻略法 VOL.01では、スピリチュアル系に関心の強いフォロワーさんを増やすた

めにわたしが実際に行なったことを書きました。 

 

2010年 2月 20日現在で、わたしのフォロワーさんの数は、1,700人強。 

で、このフォロワーさんの 6割程度がスピリチュアル系に関心の深い人々です。 

 

http://twitter.com/konohanasakuya9 

 

 

このレポートでは、集まったフォロワーさんとの距離を縮め、わたしのファン

になっていただき、最終的にはメルマガ読者になっていただくために、わたし

がしたことについて、書いていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

心理カウンセラー・代替療法セラピスト 

 

このはなさくや 

 

 

 

http://twitter.com/konohanasakuya9
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【twitterの強みと弱点】 

 

Twitterは、mixi などほかのメディアに比べて、つながりが緩いです。 

 

つぶやくほうも、だれか特定の人に向けてのメッセージ発信というよりは、誰

に言うとなく、ひとり言のようにつぶやく。 

そのつぶやきを見るほうも、“チラ見”するような感覚でみており、気になった

ものや共感したものをみつけたらレスポンスをする。 

 

mixi の場合は、マイミクさんの日記を見たら、足跡が残る以上、素通りせずに

なにかコメントをしなければならない義務感を感じたり、日記を更新してもだ

れもコメントを残してくれないとさみしく感じるなど、いわば“しがらみ”の

ようなものがどうしてもつきまといますが、twitterの特徴は、こういった余計

なしがらみから比較的自由である点です。 

 

実は、この気軽さが、twitterの強みでもあり、逆を返せば弱点でもあるのです。 

 

このため、twitter でのマーケティングで成功するためには、この微妙な距離感

のバランスを大切にしながら、自然な形で仲良くなっていくことがカギとなり

ます。 

 

  



- 5 - 

 

【ダイレクトメッセージ（DM）機能について】 

 

Twitterには、“ダイレクトメッセージ（以下、“DM”と略します）”といって、 

フォロワーさんに対して直接メッセージを送信できる機能があります。 

 

 

 

 

 

ツイートは不特定多数の人が閲覧可能なので、そのフォロワーさんだけに個人

的に見てほしい情報に関しては、DM機能をつかって送信するとよいでしょう。 

 

この点は、mixiのメッセージ機能と使い方はほぼ同じです。 
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【DM機能を使う上でのタブー】 

 

これは mixiでもまったく同じことがいえるのですが．．． 

 

メッセージ機能がその人個人しか見られないものであることをいいことに、知

り合ってまだまもない間柄の相手から、一方的に売り込みのメッセージがガン

ガン送りつけてこられたとしたら、あなたはどのようにお感じになりますか？ 

 

それがアフィリエイトであるかどうかは関係なく、です。 

 

わたしなら、アフィリエイトリンクが入った、一目でコピペとばれるようなメ

ッセージがいきなり送りつけてこられたら、ドン引きしちゃいますね＾＾ 

 

また、われわれのようなセラピストやヒーラーと呼ばれる、一見、聖人君子っ

ぽくて、悪意のある売り込みなんか決してしないだろうと思われる人々にも、 

悪意もない代わりに常識もないメッセージの使い方をするオオバカモンがいっ

ぱいいます。 

 

たとえば mixi。マイミク申請がきたので、とくに断る理由もありませんから、

承認したら、承認した途端に、セミナーのご案内やら、サロンで扱っているパ

ワーストーンのセールのご案内やらがドカドカドカ．．． 

 

わたしなら、まずはメッセージでキツーイ一発をお見舞いして、お詫びの返信

がなければ、即刻マイミク解除です（笑） 

 

知り合ったばかりの相手にいきなり売り込みをかけるのは、たまたま通りすが

りの人に、「お金ちょうだい。」と無心するのとなんら変わりはありません。 
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【DMでは、与えることに徹するべし】 

 

では、売り込みをしさえしなければよいか？ 

 

そういうことを言っているのではありません。人と人との距離感の問題です。 

 

オフラインであっても、知り合ったばかりの相手には、モノを売りつけないだ

けではなく、頼み事だってそうそうしないでしょう？ 

 

「メルマガ登録してください。」といきなり言われたらどうしますか？ 

 

やなこった、ですよね？ 

 

DMでは、与えることに徹するのが得策です。 

 

わたしは、BigBang ツールの付録である DMツールを活用して、フォロワーさん

たちに、DMをガシガシ送りまくっていますが、わたしがやっていることは、フ

ォロワーさんたちに、無料レポートをひたすらプレゼントする、ただこれだけ

です。 

 

もう一度言います。 

 

わたしがやっていることは、フォロワーさんたちに、無料レポートをひたすら

プレゼントする、ただこれだけです。 

 

しかし、ゴミのような内容のものをプレゼントしても先方は迷惑がるだけなの

で、質の高い無料レポートを作るようにこころくばりをする必要はもちろんあ

ります。 

 

質の高い無料レポートを書いて、相手に喜んでもらって、無料レポートの最後

に、メルマガやステップメールのご案内を入れて、自分から登録していただく、

あるいは自分からその無料レポートの告知に協力していただく。 

その人本人が自分で納得して、自分の意思でメルマガに登録するなり告知に協

力してくれるということが大切なのです。 
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【わたしがやっている無料レポートの配布の手順】 

 

わたしも何度か改良を重ねながら DMツールを使って無料レポートを配布してき

ましたたが、とりいそぎ、これまでに一度もクレームは来たことはありません。 

 

無料レポートの内容について、「ちっともおもしろくない。」だの、なにか理由

を見つけては人を貶めて上に立ちたがるカワイソウなメンズたちからの、いわ

ゆる“いちゃもん”はありましたが、そんなもんはヘノカッパです（爆） 

 

 

では、これから、わたしが具体的にやった手順をお話しすることにします。 
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【Sep1 DMで無料レポートをプレゼントする】 

 

BigBnag の付録の DM ツールでは、相手の名前を差し込むことができますので、

名前を差し込みましょう。 

 

 

◎以下はわたしがもっとも最近送信した DMです。 

 

【name】さんいつもフォローありがとうございます。このはなさくやです。詩人の友人が

小説を書きましたので、読んでくださるとうれしいです！ http://bit.ly/azfEA5   

 

 

↑ 

こんな具合で、DM の中では、アフィリリンクを入れたり、売り込みをしたり、

お願いごとなどは一切していません。 

ただ無料レポート（このケースでは PDF にまとめた小説）をプレゼントしてい

るだけです。 

 

 

「えええ？これだけじゃ、単に無料レポートだけプレゼントして、

“ありがとう。いいヒトね。”で終わっちゃうんじゃあ？？！」 

 

と危惧なさった方。 

 

じゃあ、わたしが配布した無料レポートをご覧になってみてください。 

長いですけど、途中で閉じないで、最後まで見てくださいね＾＾ 

 

◎わたしが配布した無料レポート 

直 DL→ http://solar-lunar.sakura.ne.jp/repo/kamisama-twitter.pdf 

 

 

イイヒトやりながらでもやり方さえ間違わなければ、目的は達成できるんです

よ♪ 

 

http://bit.ly/azfEA5
http://solar-lunar.sakura.ne.jp/repo/kamisama-twitter.pdf
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【Step2 無料レポートの質を高め、相手に納得してもらう】 

 

ここで大切なのは、無料レポートであればだれもがよろこんでくれるものでも

ないということです。 

 

内容のないもの、つまらないものであれば、それはただのスパムと変わらない

でしょう。 

 

無料レポートの内容に共感してもらって、とにかく最後まで読んでもらうこと

がカギです。 

 

そして読んだ後に、「このレポートを読ませてもらってよかった。無料なんだっ

たら他の人にも紹介したい。」と読者自らが思ってくれたらしめたものです。 

 

 

無料レポートを作成するに当たっては、だれか添削してくれる人を探すか、 

（わたしは「悪魔のステップメール」の上野健一郎さんの有料メンバーシップ

に参加していますので、レポートの添削も彼にお願いしています） 

あるいは、質の高い無料レポートを作るためのノウハウを手に入れるのもよい

かもしれません。 

 

例）質の高い無料レポート作成のためのノウハウ 

 

「トップ・レポートブランディング～稼ぐための無料レポート作成解説書～」 

→ http://bit.ly/cQQvDO 

 

 

  

http://bit.ly/cQQvDO
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【Step 3レポートの最後で tweetの協力を依頼】 

 

無料レポートのコンテンツでは、とにかくコンテンツの提供に徹することです。 

 

そして、無料レポートの最後の最後、あとがきで、tweetの協力をお願いするの

です。 

 

 

こんな具合です↓ 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

【twitterでのツイートご協力のお願い】 

 

このテキストは、配布自由です。 

 

あなたのおともだちやお知合いに、このテキストがお役にたたせていただけそうな方

がいらっしゃいましたら、ぜひ、さしあげて下さい。 

 

ブログや mixi、ツイッターでのご紹介も歓迎いたします。 

 

只今、twitterでのツイートにご協力くださる方、大募集中！！ 

ツイートして下さった方には、わたしが書いた作品をプレゼントさせていた

だきます♪ 

 

◎詳細については下記のリンクよりご覧ください！ 

→ http://solar-lunar.livedoor.biz/archives/1673598.html ←BigBangのページに誘導 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

http://solar-lunar.livedoor.biz/archives/1673598.html
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【Step 4 BigBang への誘導】 

 

前出のリンクで BigBang のページに誘導します。（ブログで OK です） 

 

で、誘導した先では、以下のことを明記します。 

 

・協力をお願いする目的 

・協力していただけた場合にプレゼントを進呈すること 

・プレゼントの内容 

・BigBangのしくみおよび操作方法 

 

 

これらを、誰が見てもわかるように全部明記することが必要です。 

（できれば自分以外の第三者に見てもらって、書いてある通りにやってみて、

きちんと操作できるかどうか確認できればなお可。） 

 

 

「読めばわかるだろう。」と、ものぐさをしてプロセスをはしょらないことです。 

お願いしているのはあくまでもこちらであるというスタンスをくずさないこと。 

 

 

わたしは誘導した先に、次ページの内容を書いています。 

  



- 13 - 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

このはなさくやです。 

twitter をやっていらっしゃるあなたに、お願いがあります。 

 

わたしの心友のひとり、 

詩人・三条翔也さんの最新の小説、「神様が降りてくる」。 

 

人間としてわすれてはいけない大切なことを思い出させてくれる、 

そして読み終わった後おもわずほろりとしてしまう、 

感動的な小説です。 

 

友人のひとりとして、 

この彼の小説をたくさんの方に知っていただきたいなと思い、 

あなたにツイートのご協力のお願いをさせていただこうと思い立ちました！ 

（ツイートの協力をお願いする理由や目的を明確に伝えること。） 

 

【つぶやきにご協力くださった方全員にわたしからもお礼を！】 

 

わたしもすでに、いくつかの作品を書いています。 

その中で、今回お礼としてご用意させていただいたのは、 

『鎖につながれたゾウから、夢をかなえるゾウへ』 

という心理療法のメソッドをベースに書かれた作品です。 

 

夢やビジョンをかなえたいと思ってもなかなか叶わない方に。 

あなたが知らないうちに抱えてこんでしまった、 

こころのなかのお荷物がなんなのかを知り、 

そのお荷物を手放していくためのお話です。 

 

 

【つぶやきの仕方およびプレゼントの受け取り方】 

 

つぶやきは完全に自動で行われますので、 

あなたにしていただくことは下記のことのみで OK です。 

（注＊Windows のみ。Mac 非対応です。Mac の方、ゴメンナサイ m(_ _)m) 

（対応していない OS があることをまずは必ず明記すること。） 
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①まず、以下の URL にアクセスしてください。 

→ http://solar-lunar.sakura.ne.jp/bigbanghaifu/kamisama.zip 

 

②ZIP ファイルが送られてきますので、ダブルクリックで解凍します。 

（ZIP ファイルであることを明記。PC に慣れていない人には ZIP ファイルは実は怪しく感

じるものなのです。） 

*ZIP ファイルの解凍ソフトが PC にインストールされていない場合、 

あるいは解凍した際にエラーが出るなど、正常に解凍されない場合は、 

下記のリンク URL から解凍ソフト（Lhaplus）をダウンロードして 

パソコンにインストールし、 

ファイルを解凍してください。 

 

Lhaplus をお持ちであっても、バージョンが古い場合は、 

正常に解凍されない場合があります。 

http://www.forest.impress.co.jp/lib/arc/archive/archiver/lhaplus.html 

 

（ネット慣れしている人にとっては ZIP ファイルを解凍するためには解凍ソフトというも

のが必要であることは常識ですが、慣れていな人の場合、それすら知らない場合があり、「フ

ァイルを何度クリックしても開かないんですけど～！」と大騒ぎになることもありますの

で、必ずこの解凍ソフトが必要である件は明記しておくこと。） 

③解凍すると、「kamisama」という exe ファイルが出てきますので、 

そのファイルをダブルクリックで開きます。 

（exe ファイルであることを必ず明記すること。知らない人にとってはいきなり exe ファイ

ルが出てくること自体、かなり恐怖を覚えることだったりする場合もあります。） 

 

④「はじめに必ずお読みください」というテキストファイルに、 

手順および操作方法が書いてあります。 

 

それに従って必要事項の入力をすすめていただき、 

プレゼントをお受け取りください。 

 

手順は以上です。 

 

このはなさくや 

http://solar-lunar.sakura.ne.jp/bigbanghaifu/kamisama.zip
http://www.forest.impress.co.jp/lib/arc/archive/archiver/lhaplus.html
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とまあ、こんな具合です。 

 

 

全体の流れをまとめてみると．．． 

 

 

フォロワーさんにツイートに協力していただく。 

    ↓ 

そのフォロワーさんのツイートを見た、そのフォロワーさんのフォロワーさん

が、無料レポートに興味を持ってダウンロードする。 

    ↓ 

フォロワーさんのフォロワーさん、無料レポートの内容に共感する。 

    ↓ 

フォロワーさんのフォロワーさんが無料レポートを最後まで読む。 

（この時点で、無料レポートの内容に完全に共感。） 

    ↓ 

レポートの最後の部分でツイート協力のお願いの一文に差し掛かり、 

さらにプレゼントがあることを知り、ツイートの協力に合意。 

    ↓ 

リンク URLをクリックし、BigBangのページにとぶ。 

    ↓ 

BigBangのページに書いてある手順に従ってツイート＆プレゼントゲット。 

 

 

上記のサイクルが延々と続くわけです。 

 

そして、この過程で、フォロワーさんも自然発生的に増えていきます。 

 

＜理由＞ 

BigBangツールを使ってツイートしてもらうときに、フォロワーになるかどうか

の選択があるため。 

 

 

ところで、このプロセスを繰り返して、フォロワーさんが増えるだけでは、 

正直、意味がないのではないか？とお考えではありませんか？？！ 
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【無料レポートの中でメルマガやステップメールの登録を促す】 

 

実は、同じく無料レポートの一番最後に、メルマガへの登録を促しているペー

ジを設けてあります。（ここでは、ステップメールへの登録を促しても可） 

 

こんな具合です↓ 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

【わたしたちのメールマガジンをぜひ読んでみませんか？】 

三条翔也『ちょっといい自分になる一言』 

 

「ちょっといい自分」とは「本来の自分に近づくこと」です。 

本来の自分でいれば困ったことは起こりません。 

仕事も、お金も、人間関係も、恋愛も、全てが楽しくてワクワクした生活に 

なります。 

このメルマガでは本来の自分になる手伝いをします。 

ちょっといい自分になって、新しい結果を生み出しませんか？ 

我慢し てることがある、言いたいことが言えない、理解してもらえない 

寂しさ・苦しみを抱えている、愛されていないと感じる、 

自分を好きになれない、そんなあなた は是非読んでみてくださいね。 

 

◎ご登録⇒ http://archive.mag2.com/M0055636/index.html 

 

このはなさくや『True Love～真実の愛～』 

 

恋愛・心理カウンセラーが伝授する、真実のパートナーの引き寄せ方。 

真実のパートナーシップの育み方。 

あなたがパートナーをこころから抱きしめる時、あなたは世界を抱きしめてい

ます。 

 

◎ご登録⇒ ⇒ http://www.mag2.com/m/M0082886.html 

 

http://archive.mag2.com/M0055636/index.html
http://www.mag2.com/m/M0082886.html
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【フォロワーさんたちの反応】 

 

このプロセスで無料レポートを配布していますが、前にも述べたように、クレ

ームは今のところゼロです。 

 

以下、フォロワーさんたちからのフィードバックを転記します。 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

やっと読み終えました。素敵なお話でした。私も常々自分が思う様に人生は動くって思っ

ていましたが、やっぱりそうなのかも・・・と思いました。今は療養中ですが、元気にな

る日が来ると信じてがんばります。ありがとうございました。 

 

 

メッセージありがとうございます。( ´ ▽ ` )ﾉ素敵なお話しで無料なのにいただいちゃっ

て．．．大変感動しました。 

 

 

感動しました。泣きそうになりました。とても良い小説です。ブログやツイッターで紹介

しても良いですか？ 

 

 

こちらこそよろしくお願いします♪このはなさくやさんの素晴らしい活動とお仕事ぶりに

は頭がさがります(^-^) 

 

 

こちらこそ、いつもありがとうございます。mixiの方でも案内があったので、そちらから

もダウンロードして読み始めています。タイトルからして惹き付けられます！ 

 

 

ありがとうございました。すべては自分の中にある。なりたい自分になるための大切なこ

と、とってもわかりやすかったです。仲間にも読んでもらいたいと思います。再配布は、

大丈夫ですよね。 
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メッセージありがとうございます。最初の部分を少し読ませてもらいました。おもしろそ

うなのでまた時間がある時に読ませてもらいますね。 

 

 

ありがとうございます。実は、メルマガも読ませていただいてるので、フライングで読み

始めていました。自分にも置き換えられるわかりやすいストーリーでとても読みやすかっ

たです。サラッと読んだので、またゆっくり読もうと思います。 

 

 

このはなさくやさん、メッセージありがとうございました。面白そうなので、印刷してゆ

っくり読ませていただきます。 

 

 

メッセージありがとうございます！最初だけちょっと読んでみましたが、面白そうですね

ｗ時間を見つけて読んでみたいと思います。ありがとうございます！ 

 

 

こちらこそフォローありがとうございます。トップの「神様が降りてくる」の画像、イン

パクトありますね。 

 

 

このはなさくやさん、こんばんは！返事遅くなりました。申し訳ございません。小説、読

みます！いま、少し読みましたが、おもしろそうですね！続きを読むのが楽しみです。あ

りがとうございます！今後ともよろしくお願いします。m(__)m 

 

 

このはなさくやさん、こんにちは。さっそくお友達の詩集保存させていただきました。ゆ

っくり読んでいきたいと思います。ステキな本、ありがとうございます＾＾ 

 

 

このはなさくやさん、早速拝読しました。心が温まる、そして元気の出るとても素敵なお

話ですね！こんな機会を下さって、本当に感謝しています。ありがとうございます！ 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

まだまだたくさん来ていますが、いまのところざっとこんな感じです＾＾ 
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【まとめ】 

 

以上が、わたしがDMツールを使ってフォロワーさんたちに無料レポートを配布

したプロセスの全てです。 

 

この一連の流れから、わたしのフォロワーさんになってくださる方、メルマガ

に登録して下る方がじわじわと増え、またtwitterのプロフィール欄からアメブ

ロにリンクしているために、アメブロの読者登録をしてくださった方、そして

さらにアメブロに仕込んであるステップメールの登録フォームからステップメ

ールに登録してくださった方まで出ました＾＾ 

 

また、この無料レポートの内容に大変共感して、mixiでわたしを探し出して、

マイミク申請してくださる方も続出しています。 

 

また、この方たちの中から、わたしのツイートを楽しみにしてくださっていて、 

わたしがなにかツイートするたびにリプライ（お返事コメント）をしてくださ

る方も出てくるようになりました。 

 

その中からまたさらに、twitterで告知した、わたしが主催するレイキ交流会に

参加してくださる方もわずか1名ではありますが出現しました。 

 

 

ツールを使って作業をしたとしても、押さえるべきツボをきちんと押さえ、適

正な手順を踏むことにより、スパム行為ではないかと疑われたり、クレームを

受けることもなく、むしろ自分の人となりを知っていただき、ファンを増やす、 

つまり、セルフブランディングにつなげていくことも可能であることを十分ご

理解いただけたことと思います。 

 

ツールは正しく使えば労力を減らしてくれてレバレッジをかけるための大きな

助けになります。 

 

どうかこのレポートを読んでくださったみなさんには、ツールを使うことその

ものを怖がらないでいただきたいと思います。 

 

 

以上 


