
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

初心者のための facebook活用動画解説マニュアル（初級編）再配布可 

こんにちは、取次です。 
今回多くの方から facebookの活用方法を教えて欲しいとの連絡を頂きました。
そこで早速 
 
「facebook初心者が真っ先に取り組む 
１０項目を解説した資料を創りました」 

 
初心者に分かりやすいように所々動画解説を取り入れましたので 
facebookの使い方が分からない方はこちらの資料をご覧下さいね。 

取次プロフィールはこちら 
http://www.toritsugimanabu.com/ 

当資料の目的 

http://www.toritsugimanabu.com/ 
Copy right © Manabu Toritsugi 2011 All right reserved. 

当資料の目的は、facebookを活用する人を増やし、 
 
「ネット上に超巨大なソーシャルメディア市場を創り上げることにあります」 
 
そして、新たな流通を起こし日本経済を活性化させていきます。 
そのためにソーシャルメディア普及１万人実践会というコミュニティーを立ち上げましたので、 
もし私のプロジェクトに興味のある方はこちらをご覧下さい。（※facebookにログイン後に参加できます） 
 
取次学のソーシャルメディア普及１万人実践会 
http://www.facebook.com/social10000?v=app_4949752878&ref=sgm 

ソーシャルメディア普及１万人コミュニティー 
を応援してくれる方を随時募集中です♪ 

http://www.facebook.com/social10000?v=app_4949752878&ref=sgm 

当コミュニティーでは、facebookのお役立ち情報はもちろん、 
facebookを活用した事例なども紹介していく予定です。お楽しみに♪ 
２０１１年はまさに facebook元年＾＾ 
 
是非一緒に facebookの世界を楽しみませんか？ 
 
そして、共に日本を活性化させていきましょう♪ 



 流れ１．http://www.facebook.com/ にアクセスする 
流れ２．姓 / 名/ メールアドレス/ パスワード / 性別 / 誕生日を入力すれば登録できます 

Facebook初心者のためのその１「アカウント登録」をする 

図解 

必要事項を記入すれば OK→ 

動画解説 

Facebookの登録方法を動画で知りたい方はこちらを参照下さい。 
http://www.toritsugimanabu.com/?p=1188 

ワンポイントアドバイス（登録時の注意事項） 

Facebookは、ミクシーやツイッターと違い、 
 
「本名登録を義務付けています」 
 
ですので、本名でご登録下さい。 
これは、facebook創始者マーク・ザッカーバーク氏の「本名登録にこそ価値がある！」 
という強い想いが反映されていて、仮名で登録しても、自然に排除されるような設計になっています。 
（仮名登録は、facebookでは全く意味がないということです） 
 
かといって、本名登録に抵抗がある方の気持ちもよく分かります。 
やはり、全く知らない人に自分のバックグラウンドを公表するのは心地よいものではありませんから・・・。 
しかし、みんな本名・顔写真付きで配信しているのに、自分だけ仮名だと相手にされません。 
 
なので、facebookを仕事に活用したい方は、 
是非、本名登録＆自分の顔写真アップにチャレンジしてみて下さいね♪ 



 流れ１．Facebookにログインする 
流れ２．左上にある【プロフィールを編集】をクリック 
流れ３．左メニューの【プロフィール写真】をクリック 
流れ４．右真ん中あたりにある【ファイルを選択】をクリック 
→すると、パソコン内部のデータが表示されるので写真を選択してアップロードすれば OK 

Facebook初心者のためのその２「プロフィール写真」をオリジナルにする 

流れ１【プロフィール編集】をクリックする 

図解２【プロフィール写真】をクリックする 



 

図解３【ファイルを選択】をクリックする 

図解④【アップしたい写真】を選んでクリック 

←①写真を選択して 

②【開く】をクリック↓ 

ワンポイントアドバイス（写真選びのポイント）

写真選びのポイントとしては、自分の仕事の様子が分かるものがベターです。 
例えば、自動車工場で車の整備をしている人は作業着の写真。医者であれば、白衣といった感じです。 

動画解説 

写真アップロードの方法解説動画はこちらをご覧下さい 
http://www.toritsugimanabu.com/?p=1911 



Facebook初心者のためのその３「本名をローマ字から漢字にする方法」 

流れ１．上部メニューの【アカウント】をクリック 
流れ２．【アカウント設定】をクリック 
流れ３．上部の【設定】がクリックされていることを確認して名前の【変更】をクリック 
流れ４．【名】と【姓】の箇所に漢字で本名を入れれば OKです 

図解①上部メニューの【アカウント】→【アカウント設定】をクリック 

①↑【アカウント】をクリック

②【アカウント設定】をクリック↑ 

図解②名前の右側にある【変更】をクリック 



図解３【名】と【姓】を本名にする 

ワンポイントアドバイス（漢字にしない方がよい場合も） 

日本人の方を相手に facebookを使う場合は漢字の方がベターなのですが、 
海外の方を相手にする場合は、 
 
 
「ローマ字の方がベターです」 
 
 
というのは、外国の方は漢字で検索できない方が多いから・・・。 
ですのでご自身の仕事に合わせて漢字にするかどうかを決めて下さいね♪ 
このあたりは、 
 
 
「あなたを検索する人の気持ちを考慮して 
漢字がよいのかローマ字がいいのかを考えて下さい」 

 
 
例えば、 
京都のホテルなどで海外向けに展開している方はやはりローマ字の方がいいと思います。 
 

動画解説 

名前を漢字にする方法解説動画はこちらをご覧下さい 
http://www.toritsugimanabu.com/?p=1195 



Facebook初心者のためのその４「プライバシー設定を変更する」 

流れ１．上部メニューの【アカウント】をクリックします。 
流れ２．【プライバシー設定】をクリックします。 
流れ３．【設定をカスタマイズ】という項目が下の方にあるのでクリック 
→すると、誰まで自分の情報を公開するのかを設定項目が出てきます。 

①↑【アカウント】をクリック

②【プライバシー設定】をクリック↑

図解①上部メニューの【アカウント】→【プライバシー設定】をクリック

図解②【設定をカスタマイズ】をクリック 



図解③誰まで閲覧できるか選択できる！ 

ワンポイントアドバイス（どこまで公開したらよいのか） 

これからインターネットを活用する人にとっては、 
 
「全く見ず知らずの人に自分のプロフィールの 
すべてを公開するのはかなり抵抗があると思います」 

 
しかし、仕事で facebookを活用しようと考えている人にとっては、 
特に個人事業主の人にとっては自分を知ってもらってなんぼの所があります。 
 
だから、基本的には、 
 
「すべてオープン」がベターというのが私の考えです。 
 
しかし、一方ですべてをオープンにしたくない気持ちもよく分かります。 
それは、過去を明かされ、出会いたくない人とも出会ってしまう可能性があるからです。 
実際、facebookによって人間関係が悪化したとの報告もあります。 
しかし、それは、実社会でも起こりうることで facebookだけの責任ではありません。 
どこまでオープンにするかは、人それぞれですが、今の時代「情報がガラス張り」になりつつありますので、 
隠すこと自体があまり意味のない行為だと思いますが如何でしょうか？ 
ただ、私自身責任を取る事ができませんので、すべての判断は皆様に委ねたいと思います。 
（※ちなみにクローズドにいきたい方は、facebookではなくツイッターやミクシーをお勧めしています） 

動画解説 

プライバシー設定を変更する方法解説動画はこちらをご覧下さい 
http://www.toritsugimanabu.com/?p=1349 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facebook初心者のためのその５「facebookの URLをオリジナルに変更する」 

流れ１．Facebookにログインする 
流れ２．ログイン後にこちらにアクセスする（ http://www.facebook.com/username/ ） 
※facebook取得直後はオリジナル URLに変更できない場合があります。 
 その場合はしばらく経ってからチャレンジしてみて下さい。それと、変更は１回のみ可能です。ご注意下さいね。

図解①ログインした状態で http://www.facebook.com/username/ にアクセスして変更 

※変更は１回のみ可能なので注意 

ワンポイントアドバイス（変更は１回のみ可能） 

facebookは何もしないと、最初、 
 
http://www.facebook.com/home.php?#!/profile.php?id=1000013111550●●62 
 
という非常に長い URLになっています。これを分かりやすく変更するわけなのですが、 
どのような URLにしたらいいのかとよく聞かれます。私は、 
 
「シンプルに名前でいいのではないか？」 
 
と思いますが如何でしょう？ 
各自、自由選択で OKだと思いますが、名刺などに使うことを考慮すると、短く設定するのがポイントです。 
是非色々と考えてみて下さいね。それと、変更は１回のみなのでご注意下さい。 
 

解説 

Facebookの URLをオリジナルにする方法詳細はこちらをご覧下さい 
http://www.toritsugimanabu.com/?p=1167 



Facebook初心者のためのその６「とりあえずテストで文字や写真などを投稿してみる」 

流れ１．文字を投稿する 
流れ２．写真をアップしてみる 
流れ３．リンク投稿してみる 
流れ４．動画を投稿してみる 

図解①文字を投稿する 

↓①【近況】が選択されていることを確認し文字を入力する

↑②【シェア】ボタンを押すと投稿される

図解②写真＆動画を投稿する 

↓①【写真】が選択されていることを確認する 

↑②【写真をアップロード】をクリック 

※動画をアップロードしたい場合は【動画】が選択されていることを確認する 



図解③【ファイルを選択】をクリック 

↑①【ファイルを選択】をクリック 

↑②アップしたい【写真もしくは動画】をクリック

←③【開く】をクリック 

図解④【リンク】を挿入する（ブログなどで書いた記事を投稿する場合に利用する） 

←①【リンク】をクリック 

↑②URLを入力して【添付】をクリック 

ワンポイントアドバイス（投稿は写真付きで１日３回くらいがいいかも）

動画解説 

facebookの文字、写真、動画、リンクの挿入方法解説動画はこちらをご覧下さい 
http://www.toritsugimanabu.com/?p=2131 

写真があるとクリック率が高まります。なので何か投稿する場合は写真付きがいいと思います。 
それと、投稿はツイッターのように連発するのではなく、結構いい記事をバシッと数少なめで投稿するほうが 
いいねボタンが数多く押されやすくなります。Facebookは、ツイッターよりもブログに近い感じです。 



Facebook初心者のためのその７「友達にリクエストを出す」（※ミクシーで言えばマイミク申請のことです） 

流れ１．友達を facebookもしくはグーグルの検索エンジンを使って探す 
流れ２．検索方法は、【名前】【メールアドレス】などで検索する 
流れ２．相手のページにいって【友達になる】をクリックする 

図解①facebookの検索エンジンを使って友達を探す 

←ここに【相手の名前】を入れて検索すると

候補一覧が出てくるので友達をクリック 
また【メールアドレス】でも検索可能です

図解②相手のページにとんで【友達になる】をクリック 

←①【友達になる】をクリック 

↑②【リクエストを送信】クリック

ワンポイントアドバイス（メッセージを追加すると申請許可されやすくなります）

イベントでお会いした方に申請する時は【●●のイベントでお会いした▲▲です】と追加するといいですよ。 
ほとんどの方は毎日友達申請がきている状態なので、何もないと誰からの申請なのか分からない場合があります。

Facebook初心者のためのその７「友達申請」をする。（※ミクシーで言うマイミク申請） 

③必要に応じて↑ 
【メッセージを追加】して申請する 



図解③友達がみつからない場合はグーグルの検索エンジンを使う 

←facebookは上位表示されていることが多いです 

ワンポイントアドバイス（友達申請はリアルで出逢った人を中心にするのが基本）

友達申請する時に必ず、 
 
「友達リクエストは知り合い以外には送らないでください」 
 
と、書かれあるように facebookは、 
 
「関係の深い人との交流をより円滑にするために開発されています」 
 
これは逆を言えば、関係が深くない人との交流を推奨していないことでもあります。 
事実 facebookは色々な方法を使って、交流のない人の投稿が消えていくような設定になっています。 
なので、手当たり次第友達を増やしてしまうと、 
 
「友達の数は多いけど、自分の投稿は全くみられていない(＞θ＜)」 
 
ということにもなりかねません。 
友達は５０００人との上限もありますので、、、是非慎重に友達申請して下さいね。 
 
＜補足＞といいつつ、私はわけも分からず手当たり次第友達リクエストを許可してしまったので、、、 
３０００人も友達がいるのですが、、、これはこれで色々な人との出逢いを演出してくれました。 
なので、すべての判断はあなたにお任せします＾＾（笑） 

動画解説 

友達申請の方法解説動画はこちらをご覧下さい 
http://www.toritsugimanabu.com/?p=2134 



Facebook初心者のためのその８「いいねボタン」「コメント」を使って交流を図ってみる 

流れ１．いいねボタンを使ってみる 
流れ２．コメント機能を使ってみる 
（※いいねボタンやコメントが多いと、 

ニュースフィードに掲載されやすくなるので喜ばれますよ＾＾） 

図解①いいねボタンを解説「いいねボタン」を押す 

↑相手のページにいって【いいね】ボタンを押す 

図解②いいねボタンが押された状態になる 

↑あなたが「いいね！」と言っています。 
となると、いいねを押した状態になります。 



図解③相手に「いいねボタン」が押されたことが【お知らせ】機能によって相手に知らされる

↑お知らせの箇所が【１】となっている。

図解④【１】のお知らせをクリックすると、●●さんが「いいね！」と言っていますと表示される 

↑自分に関わる記事に誰かが【いいね】ボタンを 
押すと【お知らせ】に紹介される 

ワンポイントアドバイス（いいねボタンは日常の気軽な挨拶と一緒） 

いいねボタンは、アメリカでは likeで軽い感じで使っています。 
そして、いいねは、 
 
「みにきましたよ♪」 
 
という挨拶に近いものがありますので、気になる記事があったらいいねボタンを押すといいですよ。 
結構人はみてもらえると嬉しいものなので喜ばれることが多いです。 



図解⑤相手の記事にコメントする 

相手の記事を表示して【コメントする】をクリック 
↓するとコメント欄が出てきます。 

図解⑥相手にお知らせが届いてコメントしたことが伝わります 

←「あなたの近況にコメントしました」と 
【お知らせ】に表示されます。 

ワンポイントアドバイス（いいねボタンとコメントについて） 

いいねボタンに関しては、自分が「いいなぁ～」と想ったものにすることをお勧めします。 
そして、コメントはやはり「知り合い」ベースの方がいい感じがします。 
（正直な所、たまに手当たり次第コメントしている人をみると、妙な違和感を覚えますので、、、） 
ただ、このあたりは決まりはありませんので、各自の判断になりますね。 

動画解説 

いいねボタンとコメント機能についての解説動画はこちらをご覧下さい 
http://www.toritsugimanabu.com/?p=2134 



Facebook初心者のためのその９ 自分の分身「ファンページ」を作成する 

流れ１．http://on.fb.me/aN9TDY にアクセスする 
流れ２．【Local Business or Place of Interest】をクリックし、に必要事項を記入する。 
※誰かのファンページにいっても上記 URLにアクセスすることができます。 
 ファンページの左下に【ファンページを作成】ボタンがありますのでそちらをクリックして下さい。 

図解①ファンページを創る 

ワンポイントアドバイス（いいねボタンとコメントについて） 

動画解説 

ファンページの作成の方法解説動画はこちらをご覧下さい 
http://www.toritsugimanabu.com/?p=1182 

一体何が違うのか？ 
という質問をよく頂きます。基本的な部分はほとんど変わらないのですが、 
 
 
【トピック】だけ初期画面の「ランディングタブ」を設定できません。 
（※ランディングページ＝最初に表示させるページのこと） 
 
トピックでは右側の図のようなランディングの設定項目がありません。 
なので、余程のことがなければ【Local business】でいいと思います。 
 
なお、注意が必要なのは公式ファンページの場合は、本人の承諾がないと創れないというのがあります。 
例えば、安室奈美恵ファンページなどを僕らが勝手に創ってはいけないということです。 
そのようなファンページを創ることはないと思いますが、一応頭の片隅に入れておいて下さい。 
 

↑トピック以外は 

最初に表示するページを設定できる 

 

←【Local Business or Place of Interest】 
をクリックして必要事項を入力する 



Facebook初心者のためのその１０ とにかく友達に facebookを活用してもらう仕組みを創る 

突如現れた５億人の市場 facebook大陸・・・。 
そこにはリアルと全く変わらない世界があります。 
だから上手に活用すれば、個人のビジネスのみならず、 
街全体を活性化させていくことができます。 
 
しかし、その実現のためにはたった１つだけ条件があります。それが、 
 
「あなたの身近な人が facebookをやっている必要があるということ」 
 
なぜなら、 
 
 

あなたのサービスの良さを知っているのは、 

あなたとあなたの商品を購入した方だけだからです 

だから、知り合いが facebookをやっていないとクチコミが広がっていかないというわけなんですね。 
そして、そのクチコミ市場をネット上に意図的に創るべくソーシャルメディア普及１万人実践会という 
コミュニティーを創りましたので、もし私の意見に賛同頂ける方は是非御連絡下さい 
随時、facebookの活用方法を広げてくれるパートナーを募集しています。 

是非一緒に新たな市場を創り上げ、 
日本経済を活性化させていきませんか？ 

パソ塾認定講師紹介欄 

 
 
 
 
 

※ ここに私の考えに賛同してくれた方の情報を掲載していく予定です 
お楽しみに♪ 

 

動画解説 

facebookを友達に広げていく意義について 
http://www.toritsugimanabu.com/?p=2148 


