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ツイッターマーケット 

レポート 2019年 2月 

CJ 社長（@CaptainJacksan） 

伸びシロですねぇ！ 

オッケーーーイ！！ 
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

441 16979
月間獲得RT 月間獲得いいね！

625 6723
全ツイート数 リプライ数

1105 491
ツイート数（引用RT含） RT数

371 243

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月27日 20時28分 ツイート日時 2月21日 11時59分 ツイート日時 2月17日 0時17分

リツイート 114 リツイート 41 リツイート

いいね！ 305 いいね！ 186 いいね！

推定インプレッション 26K～100K 推定インプレッション 9.3K～37K 推定インプレッション

この記事はぜひ読んでほしい。

おれがよくする「貧困で、知能が低
くて、自分らには想像もできない劣
悪な環境にいる人たち」の例に近
い。

重度の多重債務者もこんな精神
状態に近くなってたりします。

「貧困は怠慢だ」と言っている人が
知ら… https://t.co/EEbrrNKoLV

朝日新聞の中心で「マスゴミ」と叫
ぶ。

せやろがいおじさん凄すぎワロタw
https://t.co/Gr5vuJslrx

沖縄の大会会場のゲームバー、
めっちゃいいやん 笑笑
https://t.co/pe7xEmTdwJ

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

CJ社長@"CJ eSports" CEO

@CaptainJacksan

photo

34

139

7.7K～31K

推定インプレッション

1.7M～6.8M

借金680万円から人生再起を賭け
フィンランド移住→ブログで成功し
借金完済→新宿の超高級タワマ
ン→スマブラのeSportsチーム
@cjesportssmash 社長。あなたの
伸びシロ伸ばします／#伸びシロ
ハウス京都 #伸びシロサロン 運
営／妻は人／Voicy：
http://t.co/RqoceVKdQh
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

1664 151657
月間獲得RT 月間獲得いいね！

39357 170709
全ツイート数 リプライ数

1703 806
ツイート数（引用RT含） RT数

414 483

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月22日 17時1分 ツイート日時 2月14日 17時0分 ツイート日時 2月1日 17時11分

リツイート 5290 リツイート 5235 リツイート

いいね！ 23090 いいね！ 21430 いいね！

推定インプレッション 1.2M～4.8M 推定インプレッション 1.2M～4.8M 推定インプレッション

防御力ゼロの嫁　シュシュ編

#防御力ゼロの嫁
https://t.co/EZ16N0F54V

防御力ゼロの嫁　バレンタイン編

#防御力ゼロの嫁
https://t.co/qfUqFbTdvn

防御力ゼロの嫁　節分編

#防御力ゼロの嫁
https://t.co/cd81zfnL6t

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

矢野トシノリ@ゼロ嫁単行本4/26発売

@hosimaki

photo

3379

14048

770K～3.1M

推定インプレッション

9.1M～36M

防御力ゼロの嫁書籍化決定！4／
26発売！予約中→
https://t.co/fYSew2yHXg 防御力
ゼロの嫁は毎週金曜日17時更新
です。YouTube公式チャンネルも
あります。pixiv→
https://t.co/NtfwztYcw6 mail→
hosimaki@gmail.com
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

106 26708
月間獲得RT 月間獲得いいね！

1211 8240
全ツイート数 リプライ数

48 4
ツイート数（引用RT含） RT数

33 11

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月22日 9時10分 ツイート日時 2月4日 17時27分 ツイート日時 2月17日 0時13分

リツイート 104 リツイート 100 リツイート

いいね！ 126 いいね！ 484 いいね！

推定インプレッション 24K～95K 推定インプレッション 23K～91K 推定インプレッション

現在、会社員をされている方に質
問です。

もし、今から副業を始めるとした
ら、月にどのくらいの副収入を得
たいですか？

多くの投票を頂きたいので、RTし
てもらえると嬉しいです！

周囲に「いい人」を演じているなら
今すぐやめましょう。「Nice gay
never win」という言葉があります。
お人好しはストレスがたまる上、そ
れだけでは勝利者になることはで
きません。極端な話「10人中9人が
あなたを敬遠しても、…
https://t.co/RhCTBALmyo

「読者の興味を強烈に引きつけ、
脊髄反射で購入ボタンをクリックさ
せるコピーライティングのテクニッ
ク21選」をnoteで公開しました。

インターネットの世界に限らず、文
章を扱う方であれば誰にでも役立
つはずです。ぜひ、あなたのビジネ
ス… https://t.co/0J7W1eowgN

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

小玉歩

@ayumu_fmc

photo

86

558

20K～78K

推定インプレッション

300K～1.2M

新卒で一部上場企業に就職する
ものの副業で1億円稼いだことが
会社にバレてクビに。これを書籍
化した『クビでも年収１億円』があ
れよあれよと15万部のヒット。現在
はインターネットマーケティング全
般を手がける会社を経営していま
すが、Twitterでは自分の経験を
元にしたインターネットを使った副
業や個人起業についてお伝えしま
す。
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

867 21615
月間獲得RT 月間獲得いいね！

1085 22000
全ツイート数 リプライ数

810 595
ツイート数（引用RT含） RT数

144 71

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月9日 9時58分 ツイート日時 2月17日 21時11分 ツイート日時 2月4日 16時23分

リツイート 67 リツイート 48 リツイート

いいね！ 802 いいね！ 399 いいね！

推定インプレッション 15K～61K 推定インプレッション 11K～44K 推定インプレッション

JAPAN宮城、がんばるよーい
https://t.co/szqDezdt4I

アホだなぁ～
＼そうだよ！アホだよ！／

ということで北海道！
すすきの【#FANTASISTA】さん
15周年おめでとうございます

はじめて北海道に来た時からお世
話になっていて、夜中にふらっと1
人で行ったりもしたお店。…
https://t.co/nw5497o5Pu

本日より！#sammy 新台
#DARTSLIVE のスロット
＼A-SLOT DARTSLIVE／が稼働
開始！
cafe&amp;bar tricoのある、阿佐ヶ
谷駅南口のパールセンターの入口
OCEANさんにも1台あったよ～！
スロッ…
https://t.co/BRRdMVS5W2

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

まよんぬ(森田真結子)

@mayo_darts

photo

43

222

9.8K～39K

推定インプレッション

1.6M～6.5M

【職業・ダーツプロ】あだ名は＼#ま
よんぬ／cafe＆bar
trico(@tricodarts)オーナー
//@DARTSLIVE 公式プロ/女子
ダーツ会@FRESH_darts 主宰/旅
好き/自由人/2018年は札幌ドー
ムで始球式したりしました。もっと
知りたい人→
https://t.co/812dM4H6cQ
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

409 18707
月間獲得RT 月間獲得いいね！

3467 40085
全ツイート数 リプライ数

1364 879
ツイート数（引用RT含） RT数

319 166

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月26日 0時19分 ツイート日時 2月5日 18時0分 ツイート日時 2月23日 10時23分

リツイート 319 リツイート 161 リツイート

いいね！ 2222 いいね！ 1027 いいね！

推定インプレッション 73K～290K 推定インプレッション 37K～150K 推定インプレッション

最短で人生を変える方法

・何か1つを徹底的に極める
・何か1つで圧倒的な結果を出す
・何か1つだけ決めて1ヶ月続ける
・最初の1人顧客に徹底的に尽く
す
・どこか1件店を決めて1番の常連
客になる

何でもいいから1つに絞って「…
https://t.co/qEyKLwIGL6

夢を実現する生き方は、「ない」と
ころからスタートする

・お金がない
・時間がない
・自信がない
・見込み客がいない
・技術や経験がない
・やり方が分からない

こんな時、実はチャンスなんだよ。
自分を大きく変えるチャンス。

信頼しやすい人の特徴

・守秘義務まもる
・ひとの陰口言わない
・小さな約束をまもる
・守れないときは事前に連絡
・店員さんに偉そうじゃない
・家族のことたいせつにしてる
・偉い人にペコペコしすぎない
・ミスしたときに言い訳せず謝…
https://t.co/8WEgXyM2jn

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

やまけん＠youtuber経営者

@yamaken_edu

photo

153

1039

35K～140K

推定インプレッション

2.1M～8.2M

youtuber / 上場をめざす会社含
め複数社を経営 / ツイッターで毎
月1つは事業をつくり中 / 固定ツ
イートが人気 / 趣味はリプ返しだ
からマジで気軽にリプしてちょ / 8
万文字の処女作note「twitterの運
用とマネタイズの全技術」が1741
いいね獲得/ 2月スポンサー様
@hidehiro_entre
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

288 18271
月間獲得RT 月間獲得いいね！

348 1547
全ツイート数 リプライ数

308 90
ツイート数（引用RT含） RT数

74 144

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月17日 21時1分 ツイート日時 2月24日 21時32分 ツイート日時 2月19日 18時4分

リツイート 34 リツイート 31 リツイート

いいね！ 95 いいね！ 77 いいね！

推定インプレッション 7.7K～31K 推定インプレッション 7.1K～28K 推定インプレッション

【#会計クイズ 問題】

今週は指標系の問題です。
小売業３社のうち、1番棚卸資産
回転期間が短い企業はどれでしょ
う？

※棚卸資産回転期間の説明は次
のツイート

登場企業
・セブンイレブン（単体）
・ブックオフ（連結）
・キャンド…
https://t.co/vI34OpLELh

【#会計クイズ】

先週に引き続き経営指標系の問
題です。
今回は売上債権回転期間

バーを運営するHUB
喫茶店を運営するコメダHD
すきやで有名なゼンショーHD
の3社のうち、一番売上債権回転
期間が長いのはどれでしょう？

※売… https://t.co/NjfdW9ni6O

《近日募集フォーム公開予定です》

名古屋でかなり盛り上がったので
都内でもやろうかと思います！

ご興味ある方ぜひぜひ23日あけて
おいてください（土下座

ファイナンスラボ内にも告知したの
でよろしくお願いします(^^)
https://t.co/choEf6qyVc

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

大手町のランダムウォーカー

@OTE_WALK

photo

22

105

Not available

推定インプレッション

780K～3.1M

【日本人全員が財務諸表を読める
世界を創る】 企業の財務諸表が
読めるようになるコンテンツ #会計
クイズ やってます。会計、ファイナ
ンスに少しでも興味を持ってもらえ
たら嬉しいです。毎週日曜日21時
より発信中！ 連絡はこちらまで→
info@funda.jp
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

539 18193
月間獲得RT 月間獲得いいね！

2566 29557
全ツイート数 リプライ数

1352 64
ツイート数（引用RT含） RT数

861 427

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月12日 12時57分 ツイート日時 2月27日 20時21分 ツイート日時 2月5日 11時28分

リツイート 85 リツイート 73 リツイート

いいね！ 495 いいね！ 594 いいね！

推定インプレッション 19K～77K 推定インプレッション 17K～66K 推定インプレッション

【アメリカでは副業よりも"side
hustle"がアツい】
・副業（side job）は単にお金のた
め
・side hustleは情熱を捧げられる
仕事
・好きでハマることだから価値が出
やすくお金にもなる
・ビジネスを起こし、本業…
https://t.co/zt72Sfsvqu

有料noteを搾取だの、情報商材だ
の叩いてる人は３年後とか困らな
いように蓄財しときなさいよ。個人
がノウハウを個人に売るなんてこ
とはかなり当たり前になってるか
ら。専門的な分野で電子書籍作っ
て、月100万200万なんて普通に稼
げる金額…
https://t.co/t2gCPHiDb7

色々すっ飛ばして言うと、日本の田
舎で周り気にせず自由にぶっ飛ん
で生きるのが最強だと思う。アメリ
カきて思ったけど、たしかに過ごし
やすいし、環境はいい。でも日本の
暮らしやすさには勝てないな。なの
でメンタルを最強に仕上げて、アメ
リカン的に田舎で暮らせばかなり
いい生き方になると思う。

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

しゅうへい@借金を仕事にする生き方

@shupeiman

photo

68

564

15K～62K

推定インプレッション

2M～8M

借金はほっときなさい。マルチ商
法やって借金作る→負債500万円
ブログ始める→借金返済を
Twitterコンテンツに→1年半で月
商230万円達成&フォロワー1万人
/ そのノウハウ→SNSを仕事にし
たい人のための教科書
https://t.co/78dOsztkbG /
iPhoneスポンサー@rinda____rinda
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

373 17576
月間獲得RT 月間獲得いいね！

1414 7800
全ツイート数 リプライ数

573 345
ツイート数（引用RT含） RT数

135 93

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月8日 19時39分 ツイート日時 2月13日 23時30分 ツイート日時 2月21日 20時10分

リツイート 233 リツイート 168 リツイート

いいね！ 1210 いいね！ 824 いいね！

推定インプレッション 53K～210K 推定インプレッション 38K～150K 推定インプレッション

自分の年収は仲良し10人の平均く
らいとはよく言ったもんで、金持ち
と一緒にいれば金持ちになるし、
デブといればデブになるし、パリピ
といればパリピになるし、愚痴リー
マンといれば愚痴に溺れる人にな
る。自分が身を置く環境は超絶重
要。だから発…
https://t.co/QRBwOjA1Fb

知っている人は知っている、
それなりに有名な話。

・ATMにお金を輸送するためにか
かる人件費など、1年間で約2兆円
・1円玉を作る原価が、2.5円

…これって、変だよねw
誰がどう考えても変だぞおおーー
www

さあ、キャッシ…
https://t.co/c953yKfNEk

確定申告って、経費をなるべくたく
さん詰め込むのが勝負みたいなと
ころあるじゃんね。でもあんなに
払ってる税金は経費にならない。
所得税、経費にならない。住民税、
経費にならない。でもね、事業税は
経費になるから気をつけて。忘れ
ずに計上するよーに！！現場から
は以上です。

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

大河内薫@税理士／YouTube／フリーランス税本3.2万部突破

@k_art_u

photo

68

257

15K～62K

推定インプレッション

1.1M～4.5M

㈱ArtBiz代表／日芸出身／スーツ
を着ないクリエイターに優しい税理
士／税知識をカジュアルに発信／
いま日本で一番売れてる税金本 #
フリーランス税本(漫画) の著者／
発売3か月で3万2千部／#次世代
士業サロン「Changes」運営／
#YouTube『税理士大河内薫の税
金チャンネル』運営／税金を義務
教育に…！／取材大歓迎！
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

453 17114
月間獲得RT 月間獲得いいね！

4874 32351
全ツイート数 リプライ数

2169 690
ツイート数（引用RT含） RT数

850 629

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月23日 6時36分 ツイート日時 2月4日 14時55分 ツイート日時 2月26日 21時28分

リツイート 772 リツイート 737 リツイート

いいね！ 2349 いいね！ 3444 いいね！

推定インプレッション 180K～700K 推定インプレッション 170K～670K 推定インプレッション

海外と日本でなぜか呼び方が違う
シリーズ

・Costco
コスコ→コストコ（日本語）

・IKEA
アイケア→イケア（日本語）

・Indiana Jones
インディアナジョーンズ→イン
ディージョーンズ（日本語）

・Van…
https://t.co/WjDFKP8sWO

筋トレ、TOEFL以外に、日本人が
グローバル化に必要であろうと思
うものは、自己肯定感を高く持つこ
と、何かに依存しない精神、志を
高く持つことを是とすること、自分
自身の人生に集中すること、知識
だけでなく品格を身につけること、
歯並び、笑顔の習慣、などではな
いかと、わりと真面目に思う。

筋トレし放題、ご飯もコース含め無
限に食べ放題、ショーや映画も常
時やっており、Wifiとお酒は有料で
高額のため作業に集中でき、その
間、船は勝手に移動し、カリブ海の
島に行ける。これで5日間、チップ
含めてすべて込みで一人450ドル
は破格…
https://t.co/iGx6vFMH0w

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

Satoshi Onodera / USTech Marketer

@satoshi_gfa18

photo

297

2065

68K～270K

推定インプレッション

2.6M～10M

Tech Marketer / アメリカ市場に
再挑戦中の30歳です/ 独立←
Mercari←NTTData(7年で2年LA
India駐在)/ HuffPost Blogger/ 駐
在記80万PV / #田端大学 MVP/
350名若手応援コミュニティ
#Reinventcom 主宰 / スポンサー
様@fooming
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

470 15581
月間獲得RT 月間獲得いいね！

1500 25074
全ツイート数 リプライ数

1073 607
ツイート数（引用RT含） RT数

355 111

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月1日 16時25分 ツイート日時 2月23日 23時30分 ツイート日時 2月1日 11時42分

リツイート 248 リツイート 98 リツイート

いいね！ 1344 いいね！ 777 いいね！

推定インプレッション 56K～230K 推定インプレッション 22K～89K 推定インプレッション

【変われない人の10の習慣】

1.ググらない

2.読書しない

3.発信しない

4.自己投資しない

5.なんとなくテレビ

6.自分の理想像がない

7.平日夜はスマホゲーム

8.いつも同じ人とつるんでる

9.行きたく…
https://t.co/dhhSYpXTjK

きょうのマツコ会議神回だった、、

歌手の夢を追いかけるも友人の
結婚や出産を見て迷う女の子に、

マツコさん｢あなたはみんなが選ば
ない道をいかに歩くか。それがで
きないならやめたほうがいいわよ｣

｢10年後に成功してなくても、夢の
… https://t.co/w75p1kKi6P

【会社辞めて1ヶ月後に感じている
メリット】

やりたい仕事を選べる

活動量をコントロールできる

曜日に関係なく遠出できる

会社でのアクシデント等に時間を
取られない

会社用の服がいらない

幸福度アッ…
https://t.co/IvFXCdzS89

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

ななえもんアホアホインフルエンサー

@kameinanae

photo

59

675

13K～54K

推定インプレッション

1.6M～6.3M

アホなので勢いだけで生きてま
す。コンサル業の月収100万円を
捨てて、ブロガーになっちゃった人
2019.01～会社やめてフリーランス
に。顔も学歴も普通なのに、SNS
で飯食ってます。#アホでもできる
ツイッター戦略
https://t.co/xReRKuazdh /
iiPhoneXSスポンサー:@cremea_tw
さま
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

272 14334
月間獲得RT 月間獲得いいね！

7910 45272
全ツイート数 リプライ数

1301 424
ツイート数（引用RT含） RT数

637 240

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月6日 17時0分 ツイート日時 2月17日 18時0分 ツイート日時 2月5日 18時0分

リツイート 365 リツイート 239 リツイート

いいね！ 821 いいね！ 1070 いいね！

推定インプレッション 83K～330K 推定インプレッション 54K～220K 推定インプレッション

メンタル病んだ経験があるなら、
「嫌なものは見ない」を徹底するべ
き。

メンタルさえ良好に保っていれば、
人生はどうにでもなる。

嫌な気持ちになったら、怖いもの
見たさで突っ込んでいかず、そっ
閉じしよう。

チェックしておかなきゃいけない情
報なんて、1%もないから安心して
いいよ。

うつ病の人で実家がストレスなん
ですってひと、結構いるんだけど
さ。…ヤバくね？本来、いちばん
居場所にならなきゃならないとこな
のに…。そりゃキツイよなぁ…。

「つらいなら逃げましょう」という話
をすると、「逃げた後のことを考え
ないと…！」って人いるんだけど、

目の前にクマが現れたとき、「逃げ
たあとにもクマがいたらどうしよう
…」とか思わんやろ。とにかく逃げ
るやろ…。

それと似たような状況にあることを
気付かない人が多くて食われて
る。

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

ほっしー＠メンタルハックYouTuber

@HossyMentalHack

photo

208

648

47K～190K

推定インプレッション

1.7M～6.7M

#うつマッピング の作者。メンタル
ハックが生きがい。24歳でうつ病
になって会社を半年でクビになっ
たあと、ブログとツイッターでメンタ
ル復活。仕事にも復帰しました。う
つから這い上がった経験を活かし
て、うつ病の知識や生きやすい考
え方を「当事者視点で」発信してる
よ！生きづらい人はフォローよろし
く！

14000

14050

14100

14150

14200

14250

14300

14350

14400

2月1日 2月4日 2月7日 2月10日 2月13日 2月16日 2月19日 2月22日 2月25日 2月28日

フ
ォ

ロ
ワ

ー
数

No.11No.11 ～

22



集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

10567 13666
月間獲得RT 月間獲得いいね！

372 3057
全ツイート数 リプライ数

348 145
ツイート数（引用RT含） RT数

85 118

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月22日 17時2分 ツイート日時 2月20日 19時27分 ツイート日時 2月1日 18時49分

リツイート 119 リツイート 36 リツイート

いいね！ 601 いいね！ 414 いいね！

推定インプレッション 27K～110K 推定インプレッション 8.2K～33K 推定インプレッション

(｡･_･｡) !!!

https://t.co/eWbDDr7iLS

こういう動画をあげてみる。
https://t.co/d3nPFdntDh

フットサルスペインリーグ1部のトッ
プ選手のシュート

https://t.co/PJjFPnyR9G

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

けんこす|名刺交換よりパス交換

@kensuke_nakai

photo

23

196

Not available

推定インプレッション

700K～2.8M

フットサル選手(全日本フットサル
リーグ/日本一の選手になるべく
ピッチ内外を走り続ける/大学では
同期がJリーガーになる中卒業後
バイトをしながらフットサル選手デ
ビュー/2016全日本フットサル選手
権優勝-2年連続リーグ2位-今
シーズン得点数11/滝川第二-専
修大学-ペスカドーラ町田/スポン
サー@tres_football
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

271 13221
月間獲得RT 月間獲得いいね！

2584 24829
全ツイート数 リプライ数

661 318
ツイート数（引用RT含） RT数

237 106

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月4日 12時38分 ツイート日時 2月13日 12時0分 ツイート日時 2月8日 11時59分

リツイート 292 リツイート 270 リツイート

いいね！ 1893 いいね！ 1271 いいね！

推定インプレッション 66K～270K 推定インプレッション 61K～250K 推定インプレッション

前から思ってたけど、なんでみん
なLINEpay使ってないの！？

・引き出し手数料いらない
・送金手数料いらない
・ライン送るみたいに送金できて超
楽
・割り勘がグループラインで瞬時
にできて鬼楽
・コンビニで普通に使える
・たまにプ…
https://t.co/CtN5bdAL47

おい。馬鹿夫ども！

会社員とワンオペを一応両方経験
した身からいうが、マジで「仕事で
稼いでるのは俺だ。だから俺の金
だ」とか「家にずっといれていいよ
な」とか思ってる奴は一回主夫や
れ！家事と育児やれ！

もうやんなきゃわからん

今の… https://t.co/CJ0Z3jn3qs

会社をやめた方がいい人の特徴

・働くこと自体が好きではない
・富豪になりたい
・働く時間や日は自分で決めたい
・現状できていないが好きなことで
食べて行きたい
・会社にいる自分の将来にいワク
ワクしない
・同僚と気が合わない
・上司… https://t.co/He5MaN16Fj

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

キック＠貯金1000万で独立

@kikumer

photo

238

1292

54K～220K

推定インプレッション

1M～4.1M

家族4人で世界一周するために
1200万貯めました。今はTwitterと
ブログでご飯食べてます / ブログ
15万PV：https://t.co/q9balSdmhi
/ 基本ふざけてるかお金のこと呟
きます。スポンサーは年商4億の
事業家兼アフィリエイター
@kunifuto_afi
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

379 12874
月間獲得RT 月間獲得いいね！

132051 232036
全ツイート数 リプライ数

330 52
ツイート数（引用RT含） RT数

253 25

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月9日 7時2分 ツイート日時 2月7日 18時54分 ツイート日時 2月7日 11時14分

リツイート 104609 リツイート 9738 リツイート

いいね！ 208377 いいね！ 4108 いいね！

推定インプレッション 24M～95M 推定インプレッション 2.2M～8.9M 推定インプレッション

氷点下30度を突破して闇堕ちして
しまう北海道
https://t.co/0l1O7AFEvp

9日（土）の関東の雪ですが、デー
タが新しくなるごとに危険度が増し
てきました。

東京都心でも基本的に雪で、23区
内でも積雪する可能性が高くなっ
てきています。

電車の遅れなど、交通機関に少な
からず影響が出ることを今のうち
から想定し…
https://t.co/qz3hzPMjAG

暗黒大陸かな？
https://t.co/6mb5w2awc6

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

河津真人Voicyお天気キャスター

@makotokawazu

photo

5382

6382

1.2M～4.9M

推定インプレッション

27M～110M

あなたの生活が向上する天気予
報をお届け。音声メディア #Voicy
でも配信中。過去出演歴はTBS「N
スタ」(日)、テレ東、静岡第一、NHK
あさイチ、Yahoo!天気動画など。
(株)ウェザーマップ、コルクラボ所
属。慶応法卒。趣味は自転車、読
書、バンド。ブログ→
https://t.co/ogsvxYxlYV
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

1254 12525
月間獲得RT 月間獲得いいね！

685 9611
全ツイート数 リプライ数

912 656
ツイート数（引用RT含） RT数

129 127

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月9日 8時46分 ツイート日時 2月18日 12時25分 ツイート日時 2月28日 17時7分

リツイート 99 リツイート 69 リツイート

いいね！ 777 いいね！ 498 いいね！

推定インプレッション 23K～90K 推定インプレッション 16K～63K 推定インプレッション

世のママ様へ。

旦那さんに『～した方がいいん
ちゃう？』と言われたら、

『じゃ、よろしく！』
と言いましょう。

全て自分で抱える必要はないので
す。

その一言が言えるだけで、あなた
の負担の3割は減らせます(*'ω'*)

こんな人はブロガーに向いてま
す。

・転職ばかり繰り返してる
・コミュニケーション取るの苦手
・資格も特技もない

だから、自分には自信がありませ
ん！っていう人！！

ぜひ、同じ悩みを抱えている人に
向けて発信しましょう！

あなた…
https://t.co/BSHUXoEF4C

【72時間限定！無料公開！！】

個人ブロガーが稼ぐ方法は広告収
入だけじゃない！！

これから企業→個人から個人→個
人でサービスが売買される時代が
来るんやで！

あなたなら、どんなビジネスができ
るやろ？？

個人でも出来る色んな稼…
https://t.co/nlv34rLUeQ

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

minto@なにわのママ社長

@minto_cafe7

photo

58

241

13K～53K

推定インプレッション

1.2M～4.9M

共働き＆二児の子育てしながらブ
ログ運営して1年半で月収１００万
円突破！現在は在宅でママ社長
してるで。メルマガではクローズド
でしか言えないガチのビジネス論
を語ってるから稼ぎたい人は要
チェック→
https://t.co/qUvWWRHHso オンラ
インサロン「夢、開花サロン ＃夢
サロ」オーナー
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

986 10662
月間獲得RT 月間獲得いいね！

1434 9770
全ツイート数 リプライ数

832 498
ツイート数（引用RT含） RT数

198 136

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月6日 20時15分 ツイート日時 2月6日 11時46分 ツイート日時 2月17日 23時7分

リツイート 298 リツイート 148 リツイート

いいね！ 778 いいね！ 334 いいね！

推定インプレッション 68K～270K 推定インプレッション 34K～130K 推定インプレッション

V6のファンのせらなっちゃん
（@sera_natsu )に教えてもらったん
ですが、今日 #フリーランス税本
の1コマがめちゃくちゃシェアされて
ました・・・。

小さな小さなコマなのですが、ニャ
ン6をきちんと描いて良かったで
す。あり…
https://t.co/YZWw3sCGlK

うはぁあーーーー！！ニャン6が
V6さんファンの方々の目に止まっ
たとは……(；ω；)

かなり小さいコマなんですが、
写真見ながらメンバーを描いてよ
かった……届くところにはきちんと
届く

なつこーー座談会も情報もありが
とおおおおー…
https://t.co/Qiz1OjyaCk

漫画に詳しくないんだけど、漫画の
ことばかり研究している漫画家で
す。

漫画好きな人におすすめ漫画聞く
の好きなんです。みなさんのオスス
メあれば教えてください～～
#日刊あんじゅ先生
https://t.co/YIElTkQtxN

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

あんじゅ先生☆漫画家 RIZAPなう

@wakanjyu321

photo

72

371

16K～66K

推定インプレッション

1M～4.2M

若林杏樹（独身）昭和が生んだ天
才美少女漫画家です。 税金マン
ガ #フリーランス税本 著者
（Amazon税金部門１位！3万部突
破→ https://t.co/b9NbrmX8Dc
／ ホワイトな大学職員から脱サラ
しました ／ LIONさんSNS漫画 ／
#あんマンサロン オーナー漫画で
食べてく人を増やしたい
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

1423 10159
月間獲得RT 月間獲得いいね！

1246 18722
全ツイート数 リプライ数

3181 2597
ツイート数（引用RT含） RT数

374 210

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月5日 9時22分 ツイート日時 2月23日 21時14分 ツイート日時 2月19日 9時7分

リツイート 96 リツイート 59 リツイート

いいね！ 531 いいね！ 260 いいね！

推定インプレッション 22K～87K 推定インプレッション 13K～54K 推定インプレッション

『なんで1回言ったことがわからな
いんだよ！』

って言いますが，1回じゃ伝わるは
ず無いんですよね．本当に伝えた
いことは何回も何回も，それこそ
念仏のように伝える必要があるん
です．

こんな簡単なことくらい，言われな
くても気付いてほしいのですが…
…

#ツイッターマーケットレポート の
個別版を始めました．pdf版は月に
1回発行するのでまっててね．

手順
ぼく（@kei31）をフォロー
ぼく宛に『@kei31 report』とメンショ
ンを送る

そうすると添付の様なレ…
https://t.co/3rB3pSWOqG

超ゆる募
レポートに載りたい方

ツイッターマーケットレポートを作り
ます．50人分くらい集めて冊子にし
ます

レポートに載りたい方はリプくださ
い
たぶん全員は載せられないので，
載らなくても泣かない方のみ応募
お願いします…
https://t.co/FObSbznIcS

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

けいすけツイッター分析のプロ

@kei31

photo

58

411

13K～53K

推定インプレッション

2.4M～9.6M

7000人以上のツイッターアカウント
を分析した分析のプロ｜ツイッ
ターでのあなたのスコアを数値化
します｜スコアを上げればあなた
もインフルエンサー｜こちらからす
ぐに分析→ @minnawakaru｜スコ
アのランキングもあるよ→
https://t.co/6QirX96MWK ｜
Sponsored by @hangyaku_koala

9000

9200

9400

9600

9800

10000

10200

10400

2月1日 2月4日 2月7日 2月10日 2月13日 2月16日 2月19日 2月22日 2月25日 2月28日

フ
ォ

ロ
ワ

ー
数

No.17No.17 ～

28



集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

703 7872
月間獲得RT 月間獲得いいね！

424 4370
全ツイート数 リプライ数

1091 420
ツイート数（引用RT含） RT数

611 60

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月8日 18時41分 ツイート日時 2月27日 19時28分 ツイート日時 2月26日 23時56分

リツイート 39 リツイート 22 リツイート

いいね！ 140 いいね！ 32 いいね！

推定インプレッション 8.9K～35K 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

【辞めていい会社】

・面白くない
・成長できない
・自分ごと化できない
・稼げない
・上司を尊敬できない
・とかいう風に他責してしまう環境
・飽きてしまった
・リモートワークできない
・副業できない
・10時前出勤必須
・モニターが4kじゃない
・もう、なんかあれ

ゆるぼ

60万円の案件きたのですがやりた
い方いますか？

フロント、サーバーサイド両方でき
る方希望です←

【提案】

モテたいと思っているエンジニアへ

女の子が好きそうなサービス作っ
て
起業して
従業員女の子たくさん雇って
1on1の面談組みまくって
従業員の悩み聞きまくって
『この会社入ってよかった』
『ここで活躍したい』
『社長… https://t.co/AkWcFipfqR
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低カロ西村@働き方5.0

@kaede75101560

photo

16

155

Not available

推定インプレッション

1M～4.1M

フリーランス・(元)『クラウドソーシ
ング事業会社【ラ◯サ◯ズ】の中
のひと(新卒複業エンジニア・
PHPer)』兼 (現)何かやってる人 年
中ガム噛んでます PHPその他言
語完全に理解してい・・・()←
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

8184 8314
月間獲得RT 月間獲得いいね！

594 11945
全ツイート数 リプライ数

1818 1211
ツイート数（引用RT含） RT数

358 249

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月24日 14時32分 ツイート日時 2月6日 8時16分 ツイート日時 2月12日 17時19分

リツイート 33 リツイート 24 リツイート

いいね！ 320 いいね！ 298 いいね！

推定インプレッション 7.5K～30K 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

「近頃の若いやつは新聞も読まな
いのか！」と言われたら

「え？まだ新聞読んでるんです
か！」って答えればいい。

それ以上何も言わなくなるよ。

『最近どうですか？』と聞かれたら
『絶好調です！』と応える。

すると、相手は何か良いことが
あったのかな？って考え、会話が
弾む。

『ぼちぼちですねぇ』と応えると、
『ですよねぇ』というような会話にな
り、そこで終わる。

会話を楽しもう！

ブログをやってわかったこと。

わからないことをGooglで調べると
誰かのブログに当たる。

自分のわからないことを誰かが先
に解決して、ブログに載せている。

あれ？今まで見ていたのは誰かの
ブログだということがわかる。

専… https://t.co/jEvJCu7qPT
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51（コーイチ）@天性の人たらし

@barairofuufu

photo

20

237

Not available

推定インプレッション

1.5M～5.9M

1月3日パパに！【ブログ始めて
170日で累計PV89400読者647人】
V系バンド→会社員→ パパブロ
ガーついてる人コミュニケーション
が苦手な人の背中を軽く押す『絶
好調』の人 スポンサー まさたん社
長様 @saeki1070 【キリン会】
@kirin58722584 #ブロ組
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

5699 8626
月間獲得RT 月間獲得いいね！

2795 22365
全ツイート数 リプライ数

3199 987
ツイート数（引用RT含） RT数

507 1705

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月25日 8時5分 ツイート日時 2月27日 15時9分 ツイート日時 2月22日 21時32分

リツイート 293 リツイート 227 リツイート

いいね！ 272 いいね！ 234 いいね！

推定インプレッション 67K～270K 推定インプレッション 52K～210K 推定インプレッション

【フォロワー拡散企画】

プロ薄毛イター禿吉が
あなたと相互フォロー＆固定ツ
イートを拡散します

【応募方法】
①@prohageitar をフォロー
②この記事をRTするだけ（引用RT
は）
③固定ツイート以外を希望…
https://t.co/n6ze47CoVf

【フォロワー拡散企画】

プロ薄毛イター禿吉が
あなたと相互フォロー＆固定ツ
イートを拡散します

【応募方法】
①@prohageitar をフォロー
②この記事をRTするだけ（引用RT
は）
③固定ツイート以外を希望…
https://t.co/bJ8UmoMtqK

辛い現実から逃げられない

それはあなたがとても優しいから

全部捨てて逃げ出す事だってでき
るのに

その選択をしないのは

あなたが誰よりも優しく責任感が強
いから

ありがとう

優しいあなたが

どうか幸せになれますように…
https://t.co/WDY4clKcCn
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禿吉@プロ薄毛イター

@prohageitar

photo

91

510

21K～83K

推定インプレッション

2.2M～8.7M

無添加人。薄毛に悩む30代男性。
氷河期世代で貯金ゼロ。貯金0で
諦めていたハゲの治療費をブログ
マネタイズで捻出中！その全記録
はHAGENOTEに残す育毛系ブロ
ガー。2020年には2323を目指す。
愛すべき全てのフォロワーの拡散
応援団長ハゲを愛しハゲに愛され
る孤高の禿DMは見てまへん
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

616 7135
月間獲得RT 月間獲得いいね！

893 11716
全ツイート数 リプライ数

1698 1154
ツイート数（引用RT含） RT数

384 160

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月11日 19時45分 ツイート日時 2月18日 22時36分 ツイート日時 2月20日 22時28分

リツイート 107 リツイート 61 リツイート

いいね！ 385 いいね！ 610 いいね！

推定インプレッション 24K～97K 推定インプレッション 14K～56K 推定インプレッション

#コンドーム試触会 夜の部はじま
り
コンドームの正しい付けかた講
座！

・裏表を間違えてカウパーが付い
たらそのゴムは捨ててね
・毛を巻き込まないよう、片手で押
さえながらつけてね
・根元まで下ろしたら、もう一度上
まで引き上げて、ま…
https://t.co/ec8GANnowE

わたし会社辞めたとき勝手に「誰
かが敷いたレールを降りたんだ
なー」と思ってたけど、とんでもナ
スビ揚げ

どこ行っても何してても、そこには
偉大な先生たちが切り拓いて敷い
といてくれたレールが存在してる。

わたしはレールを降りたんじゃ…
https://t.co/hgPGxNUOK3

ついさっき確信したけど、カップル
の関係の深さは、話し合いを重ね
た数ではなく、その中でお互いの
価値観をいくつ認めてあげられた
か、その数に比例していると思う。

意見を言わないのもダメで、拒否し
てばかりでも意味がない。すり合わ
せが不可…
https://t.co/9iTbrC2OfH
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ぽかべバイブレーションうつ姫

@poka_resort

photo

60

435

14K～55K

推定インプレッション

1.3M～5.1M

お前の人生にバイブレーションを
/ ブブブブブブブ / 早稲田→会社
→抑うつ→石川在住ブロガー /
かれぴとの関係を深める過程をシ
ゴトにするため奮闘中 / ジムト
レーナー・ラブライフアドバイザー
受講で性と身体について勉強中 /
4月能登 #いなフリ 講師 / ヘッ
ダー @Miiiand3310
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

348 7007
月間獲得RT 月間獲得いいね！

612 6640
全ツイート数 リプライ数

758 351
ツイート数（引用RT含） RT数

229 178

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月12日 13時28分 ツイート日時 2月28日 11時53分 ツイート日時 2月8日 23時15分

リツイート 87 リツイート 73 リツイート

いいね！ 574 いいね！ 483 いいね！

推定インプレッション 20K～79K 推定インプレッション 17K～66K 推定インプレッション

報告

今はまだですが、後々「Follop
Store」を立ち上げます！

アマゾンでお買い物してSNSに投
稿すると、それがフォロワー数に
応じて割引になるイメージです。

これが実現すれば、1000フォロ
ワーいるだけで「無限に０…
https://t.co/AXLTxPBuLr

昨日大学の友達に聞いたんだけ
ど、

｢就活は、みんなが聞いた事ある
大企業にしたら成功｣
｢就職したら一生勤めるつもり｣

と言っていて、
まだ社会を知らない未熟な状態で
周りの評価だけを気にして一生を
決めるってリスク高すぎると思った
… https://t.co/c51Mou20SG

【僕が今大学1年生になったらする
こと】

・月100冊の本を読む
・プログラミング始める
・サービス開発する
・英語を話す機会を無理やり作る
・1人で海外に行く
・Twitter始める
・バイト以外の収入源を探す
・事業アイデアを…
https://t.co/xLYj1bzU36
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とみー│Follop CEO

@tommy_7_7

photo

31

238

7.1K～28K

推定インプレッション

750K～3M

Follop Inc. Founder & CEO
https://t.co/PvlvRcHnJU
(@Follop_jp) ｜アメリカのテキサス
で｢留学×起業｣してた21歳の大学
生｜海外に興味持つ留学を決意
10個の奨学金に落ちる起業の道
へ│｢個人の価値が評価される時
代を創る。｣
@yoheiotsuka/@kenta07ss
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

5564 7039
月間獲得RT 月間獲得いいね！

729 11244
全ツイート数 リプライ数

2225 1532
ツイート数（引用RT含） RT数

361 332

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月13日 21時0分 ツイート日時 2月17日 14時34分 ツイート日時 2月15日 22時13分

リツイート 74 リツイート 55 リツイート

いいね！ 224 いいね！ 149 いいね！

推定インプレッション 17K～67K 推定インプレッション 13K～50K 推定インプレッション

フォロワー6000人記念

カラーひよこさんと共催で、ツイッ
ター＆ブログ連動企画開催します

概要はこちらをチェック
https://t.co/t5DxPO9hrW

私のベスト3…
https://t.co/Z4rNkZF2Ch

注意喚起

アキラさんという方と、カイトさんと
いう方が、DMでツイッターのアカ
ウント譲渡を要求したようです。

悪質な詐欺案件と思いますので、
添付画像の確認をしていただける
と嬉しいです。

通報はご自分の意思で

被… https://t.co/1OTe5fwkIL

旦那に私の好きなところ聞いたら、
すごい旦那のことを酷使してること
が明るみに出た。
https://t.co/6FMSNV6MI8
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ていないごきげんミニマリストブロガー（絶好調）

@tei_nai

photo

50

640

11K～46K

推定インプレッション

1.5M～6M

お金をかけなくても、ちょっとした
工夫や心がけで、毎日をごきげん
に暮らせるがモットージャンルレス
に書きなぐる更新頻度多めの闇鍋
雑記ブロガー整理収納アドバイ
ザーゆるミニマリストゆるインタ
ビュアー音楽オタクブログアクセス
最高22万PV怪しくない人はフォ
ロー返しするです
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

899 6366
月間獲得RT 月間獲得いいね！

380 2690
全ツイート数 リプライ数

690 192
ツイート数（引用RT含） RT数

273 225

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月18日 13時46分 ツイート日時 2月12日 17時47分 ツイート日時 2月20日 15時20分

リツイート 15 リツイート 15 リツイート

いいね！ 35 いいね！ 39 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

【拡散・口コミ】
シェアハウス『わんく』に4月から1
年間、住む人を募集中！

大学を休学して色々経験し直そう
と思ってる人
今の仕事が合わなくて働き方や生
き方に悩んでいる人
新しい環境で再起したいと考えて
いる人

当て… https://t.co/8AenuNlILF

【急募！】
次世代生き方図鑑の取材対象者
を探してます！

青森・秋田あたりで、
この人の生き方は参考にしたらい
いぞ！
って方がおられたら、ご紹介くださ
い。

どうぞうよろしくお願いします！

生き方に悩んだ若者が、
実家以外に自分を見つめ直すこと
のできるサードプレイスが当たり前
に存在している世の中にしたいん
です。

むしろ、そんな場所がない社会って
窮屈で、苦しくて…

失敗したあと、
次の一歩を踏み出す前の休憩し
て、じ… https://t.co/Fej2Ft3OU2
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やのだいち軽トラハウスで日本一周

@123Vaal

photo
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58

Not available

推定インプレッション

670K～2.7M

新卒捨てて高知で生きるため、6
つの収入源を持って、NPO法人
https://t.co/6YWXmgx6kz）の代
表に！ /狩猟 / ジビエアーティス
ト / ブログ「自由になったサル」運
営 / メディア立ち上げ運営 / サロ
ン運営 / キャリアデザイン/ 愛車
は新型ジムニー / 仕事の依頼は
DMより
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

296 8005
月間獲得RT 月間獲得いいね！

718 9413
全ツイート数 リプライ数

3194 2811
ツイート数（引用RT含） RT数

154 229

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月23日 21時13分 ツイート日時 2月20日 19時27分 ツイート日時 2月20日 12時25分

リツイート 36 リツイート 34 リツイート

いいね！ 304 いいね！ 59 いいね！

推定インプレッション 8.2K～33K 推定インプレッション 7.7K～31K 推定インプレッション

引き寄せの法則ってまじであるん
ですよ

楽しみたいなら→楽しむ！って言
う。

幸せになりたいなら→幸せにな
る！って言う。

口に出して言う事がすごく重要に
なってくるんですけど

でも口に出して言った後に行動し
た人が自分の元に引き寄せていく
ですよねぇ

引き出せないから支援します

ぼくの個人口座721円しか入って
いなくて引き出せないので、振込
限定で支援します

振込先教えれる人1人限定

条件:このツイートをRT

〆切: 2月22日23:00…
https://t.co/uuNXpLp9kX

スタバあるある

・美味しい
・ドヤ顔勢多目
・MacBook開きがち
・とりあえず電源探す
・新商品のお試し断れない
・飲む前の写真撮影しがち
・ワンモアコーヒーの存在
・カップのイラストが可愛い
・店員さんと会話して大人気…
https://t.co/gWhhkW7ffS
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かむろこうた酸素カプセルの人

@kamuro319

photo

20

266

Not available

推定インプレッション

2.1M～8.2M

起業家なのに起業家っぽくない21
歳 | #酸素カプセルしろ | 16歳で民
泊事業を始め月収120万17歳で年
商1500万達成付き合って４年目の
彼女に支えられながら18歳で法人
化 | #KKプレミアム 運営 | 半径5
メートル以内の身近な人たちを幸
せにするスポンサー→
@tatsu_note
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

328 6402
月間獲得RT 月間獲得いいね！

1047 17375
全ツイート数 リプライ数

1732 1260
ツイート数（引用RT含） RT数

294 178

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月8日 23時23分 ツイート日時 2月27日 20時55分 ツイート日時 2月21日 19時24分

リツイート 74 リツイート 71 リツイート

いいね！ 573 いいね！ 823 いいね！

推定インプレッション 17K～67K 推定インプレッション 16K～65K 推定インプレッション

先月までオーストラリアにいたんで
すが、一瞬でも日本脱出するのい
いですよ。「周りと比べないように
しなきゃ」、とか思っててもやっぱり
比べちゃうじゃないですか。でも、
日本出ると他の人がなにやってて
もあんま気になんなくなる。当事者
意識が薄くなるというか。周りと比
べがちな人ほどおすすめです

偉大な人って
早死にする人多くないか？
って思って知恵袋調べたら

「その人の全うすべき大儀を
早い内に達成してしまったから、
早い内に次のステップ（来世）に
進んだのではないでしょうか？」

って回答があって泣いた

・相手を依存させるのが二流
・相手を自立させるのが一流

二流は依存させるため
優しい言葉をかける

一流は相手を思って
厳しいこともいう

お客さんは優しい人を
求めがちだけど

本当の意味で
相手を思ってるのは後者
なんだよね

#みずかめも
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みずか@雰囲気起業×新卒女子

@mizuka_085

photo

34

237

7.7K～31K

推定インプレッション

1.2M～4.8M

フリーランス1年目の味方発信力
を鍛え0から這い上がる秘訣を公
開！800部売れたフリーランス1年
目の教科書はこちらから
https://t.co/6R1HRCWObT｜3月
7日セミナーやります｜スポンサー
様:年収3.2億円&実業家のわっ
きーさん（@wakki131313）
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

5486 6320
月間獲得RT 月間獲得いいね！

499 4698
全ツイート数 リプライ数

1037 265
ツイート数（引用RT含） RT数

404 368

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月3日 15時38分 ツイート日時 2月22日 18時43分 ツイート日時 2月10日 13時54分

リツイート 88 リツイート 33 リツイート

いいね！ 453 いいね！ 127 いいね！

推定インプレッション 20K～80K 推定インプレッション 7.5K～30K 推定インプレッション

そろそろ「お祈りメール爆撃」受け
て意気消沈してる就活生が出てき
てるかもだけど

面接に呼んでる時点で

・いい子だけどちょっとうちと合わ
ない
・いい子かもしれないけどちょっと
わからない

って人がほとんどで

・全然ダメ

って人…
https://t.co/szM1P9Rtq5

【速報／拡散希望】
来週のアウトデラックスに弊部署
インターンでメンヘラテクノロジー
CEOのらんらん@pascarrrが出演
するやで！
2月28日(木) 23:00～23:40、テレビ
前待機必須！
https://t.co/rEbwK918Dn

もはやどういうことなの
https://t.co/y1IOgw72Rv

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

Wantedlyお兄ちゃんこばやし@新卒1年目で複業、日経新聞デビュー@メンヘラテクノロジーCWO

@Bashiiiiii0603

photo

27

165

Not available

推定インプレッション

860K～3.4M

月間400人以上からエントリー獲
得する採用担当／インターン採用
がメイン／93世代／25歳痛風／メ
ンヘラテクノロジー／dately／バイ
トルの会社／新卒1年目／
(@keioshukatsu)や日本最大5000
人の就活生グループ／けーおー
／複業／Wantedly運用とSNSはも
はや趣味／Wantedlyの人ではあり
ません
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

578 5523
月間獲得RT 月間獲得いいね！

329 3063
全ツイート数 リプライ数

422 163
ツイート数（引用RT含） RT数

130 129

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月4日 22時5分 ツイート日時 2月14日 20時11分 ツイート日時 2月5日 23時53分

リツイート 49 リツイート 31 リツイート

いいね！ 235 いいね！ 87 いいね！

推定インプレッション 11K～45K 推定インプレッション 7.1K～28K 推定インプレッション

うひゃーこれ知らないフリーランス
多いんじゃなかろうか。

個人事業主やフリーランスの退職
金制度「小規模企業共済」

・金利1%と高い！
・積み立てによる退職金制度
・掛金は全額所得控除！できる
・3万円掛け金で年間11万円節税
に！… https://t.co/ritMNsgsiV

＜よくわかる5G＞

・4G速度の100倍（めちゃ速）
・2時間の映画を3秒でダウンロー
ド
・あらゆるモノがネットに接続され
るように
・ロボットの遠隔操作もサクッとで
きるように

ちなみに「G」はGeneration（世
代）って意味
https://t.co/dC6XH5iUk0

「脱サラして地域のために頑張りま
す」ってのはコトバだけじゃなくて

・定年後の退職金の数千万
・充実した社会保険と年金
・死んだら妻に払われる見舞金

ぜんぶ捨ててるわけなんですよ。

なんか「君は本気で地域のこと考
えてんのか？」…
https://t.co/ItPwneJto2
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さかえる年収1

@sakaeruman

photo

20

98

Not available

推定インプレッション

440K～1.8M

金融マンだったけど、高い年収は
家賃で消えるし会社の看板だけで
生きていく人生が不安に｜弱音吐
けずにプライドだけ高いオッサンに
なりそうな自分が嫌で脱サラ｜未
来の年1000万より複業で細く長く
生きていく｜田舎で理想の暮らし
をしながら家族を養うための全て
を発信中｜スポンサー
@semiritaia_suzu
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

5484 5534
月間獲得RT 月間獲得いいね！

59 1058
全ツイート数 リプライ数

1432 1316
ツイート数（引用RT含） RT数

54 62

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月9日 1時11分 ツイート日時 2月14日 19時35分 ツイート日時 2月11日 13時29分

リツイート 22 リツイート 8 リツイート

いいね！ 155 いいね！ 197 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

わかるくん紹介RT企画！

ぼく @minnawakaru をフォローす
べき理由をリプしてください

ぼくが漏れなくRTします

リプの最後に自分のPRとかしっか
り書くんだよ！RTするからね

みんなのおかげでフォロワ…
https://t.co/vXyvYWSjnf

【重大発表です】

ぼくは犬です！

やったーー！
フォロワーさんが5000人になった
よ！

これからもよろしくね
わんわん！
https://t.co/LG1yJXxro7
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わかるくん＠みんなのツイッター分析

@minnawakaru

photo

4

133

Not available

推定インプレッション

970K～3.9M

スポンサーby ゆーき
@kkk00884017｜SNSマーケティン
グに役立つツイッターの分析サー
ビスなら『みんなのツイッター分
析』｜無料分析はこちらから5分で
入力完了
https://t.co/PhiCPByeVU｜ 中の
人→ @kei31
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

3254 4993
月間獲得RT 月間獲得いいね！

1045 6371
全ツイート数 リプライ数

2798 710
ツイート数（引用RT含） RT数

343 1745

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月20日 18時9分 ツイート日時 2月9日 8時45分 ツイート日時 2月6日 11時52分

リツイート 34 リツイート 22 リツイート

いいね！ 231 いいね！ 75 いいね！

推定インプレッション 7.7K～31K 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

いちげ氏愛媛の本業デザインお
仕事ご報告

いちげ氏が愛媛に移住して最初に
暮らした
松野町のイラストマップパンフレッ
トが完成ーーーｗ

イラストマップ自体は数年前に作
画
現在もJP松丸駅構内に掲示され
ている
看板用に描いた…
https://t.co/3nbg8lKBgU

いちげ氏Youtuber
まだ思いっきり仮ヘッダーですがｗ
いちげ氏Youtubeチャンネルで
すーーーー拡散希望ｗ
ぜひ「登録」お願いします～♂

今のところ「いちげ氏サロン」内ラ
ジオの録画を
何本か…
https://t.co/LyE8oBZI0i

いちげ氏×のしゃコラボ作品誕生

のしゃの描きおろしイラスト＋いち
げ氏デザインで
じゅんや氏 @Junya_IT のヘッダー
を担当させていただきました

いちげ氏＋のしゃコラボ相性抜群
ですｗ
@Nosshamaruko…
https://t.co/CILF8e3htR
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いちげ氏サロン展 in 愛媛 2019秋冬開催決定！

@booichiro

photo

22

106

Not available

推定インプレッション

1.4M～5.6M

いちげ氏ですｗデザイナーいちげ
氏サロンオーナーデザイン依頼は
DMで料金メニュー送ります☆いち
げ氏サロン展 in 愛媛2019冬開催
決定！Youtuberはじめましたｗ今
年はフォロワー10000人地方移住
フリーランス夫婦で世界一周イラ
スト by 妻ゆみこさん
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

1642 4744
月間獲得RT 月間獲得いいね！

1301 11997
全ツイート数 リプライ数

1359 848
ツイート数（引用RT含） RT数

178 333

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月23日 18時42分 ツイート日時 2月21日 19時55分 ツイート日時 2月8日 8時43分

リツイート 135 リツイート 49 リツイート

いいね！ 205 いいね！ 145 いいね！

推定インプレッション 31K～120K 推定インプレッション 11K～45K 推定インプレッション

【褒め倒し企画第４弾】

毎回150RT以上頂いている
大好評企画第４弾

企画
プロフィール＆ツイートを見て
貴方自身も知らない強みを１つ

目的
世に隠れた『卵』を発掘する

条件
フォロー&amp;RT

費用
無料

俺と共にいこうぜ

【ラジオでませんか？】

ラジオ出てくれる方募集します！

出演番組
先日始めたYouTubeです。
貴方をインタビューします！
https://t.co/4hHEDDY2Gu

メリット
・ブランディング
・フォロワー数が増…
https://t.co/OBHdt5Pzrt

【お願い】

貴方のブログを見せてください

先日ブログを始めました
https://t.co/FGZWAWTQ9o

大戸の考えを形成させたのは
どういう経験や学びなのか？
を貯めていきます。

どう進めていいのかわからない…
https://t.co/4xKWA6VFhp
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大戸 岬熱意の伝導師

@misadon14

photo

47

184

11K～43K

推定インプレッション

850K～3.4M

プロサッカー選手への夢を断たれ
ても、ユニホームをスーツに、スパ
イクを革靴に履き替え走り続け
る、折れない熱意をおすそわけし
ます。心が折れかけても、ふん
ばって走るマインドや言葉を発
信！|経歴:U-18日本代表候補→
プロなれず→内定10社→生産性
4000万上場企業入社→2年目で
年間優秀社員賞 Creator
@azumaCW
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

696 4515
月間獲得RT 月間獲得いいね！

264 2531
全ツイート数 リプライ数

235 103
ツイート数（引用RT含） RT数

77 55

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月3日 9時38分 ツイート日時 2月4日 21時54分 ツイート日時 2月2日 15時38分

リツイート 21 リツイート 17 リツイート

いいね！ 93 いいね！ 62 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

『試合告知』
ハンドボール日本選手権決勝
トヨタ車体vs豊田合成
日時:2月3日(日)13:00～
会場:山鹿市総合体育館

必ず日本一を掴みとります
熱い応援よろしくお願いします

写真は今日の熊本日日新聞
地元大会ありが…
https://t.co/7QexIqBrfJ

今回の日本選手権の観戦をしてく
ださったハンドボールファンのみな
さま。

日本ハンドボール協会の湧永会
長からの発信です。

是非今回の映像についての感想
等をリプライorツイートして頂けた
らと思います。

また良ければ…
https://t.co/aJRY4yTKKb

ハンドボール日本選手権
準決勝
トヨタ車体29(13-11  16-9)20大同
特殊鋼

大同特殊鋼相手にベストゲームが
できました応援ありがとうございま
した

明日の決勝は13:00から、豊田合
成との試合になります
今年… https://t.co/biDKaGlgw7
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ふじもん(藤本純季)♂ハンドボール♂

@junki07handball

photo

15

135

Not available

推定インプレッション

270K～1.1M

29歳/ハンドボールの実業団選手
/左サイド/ トヨタ車体
BRAVEKINGS/7番/特徴:おしゃべ
り。どこでも絡んでくれると喜びま
す。だいたいTwitter上にいますリ
プ大歓迎♂ 2019年はいろんな
『ファーストペンギン』になってハン
ドボール界を向上させます ホーム
ページはこちらからどうぞ
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

111 4708
月間獲得RT 月間獲得いいね！

1319 33106
全ツイート数 リプライ数

3196 2510
ツイート数（引用RT含） RT数

362 324

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月24日 21時4分 ツイート日時 2月9日 23時17分 ツイート日時 2月18日 18時39分

リツイート 87 リツイート 51 リツイート

いいね！ 813 いいね！ 393 いいね！

推定インプレッション 20K～79K 推定インプレッション 12K～46K 推定インプレッション

うおおおい！

ツイッターって簡単に
すごい人と出会えちゃうけど
〝すごい人とつながった自分〟に
酔っちゃだめだよ～！

その人は苦しい時に
一緒に泣いてくれますか？

無一文になったとき
泊まらせてくれますか？

何者でもなくて…
https://t.co/bulZpY7625

【フォロワー1000人以下限定】

簡単にやけどツイッターの
アドバイスする

条件：特になし

とりあえずリプか引用リツイートか
なんでもよいので意思表示を！
なんか困ってることとかあれば
教えてくれると助かります

気分屋なのでのんびりいくよー！

わからないことは
わからないっていう

おしえてほしいことは
おしえてほしいっていう

たすけてほしいときは
たすけてほしいっていう

だいすきなひとには
だいすきだってつたえる
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ゆりにこいいねに愛された女

@yurichan_cosme

photo

39

453

8.9K～35K

推定インプレッション

1.5M～5.9M

ファン化の先生│0からパソコン1
台で月収50万円│初note1日332
部販売│2019.5～会社員を卒業
│近づくとファンになるぜ？│人
はわたしをリプ神と呼ぶ│3月23
日初セミナー(即日30席完売)│わ
たしの全て
https://t.co/vmhFlVpg4v
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

166 4921
月間獲得RT 月間獲得いいね！

3927 31586
全ツイート数 リプライ数

2978 1641
ツイート数（引用RT含） RT数

554 783

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月8日 7時16分 ツイート日時 2月26日 5時16分 ツイート日時 2月24日 18時15分

リツイート 512 リツイート 245 リツイート

いいね！ 1809 いいね！ 1386 いいね！

推定インプレッション 120K～470K 推定インプレッション 56K～220K 推定インプレッション

大学の後輩ちゃんが
ブラック企業に入ったらしく

上司から
「いちいち聞くなよなぁ、アホか」か
ら
「なんで勝手に行動したんだよ、お
い！ちゃんと聞けよ」のあと
「聞く前にさぁ、自分で考えろよ」

と矛盾しすぎの
言葉のハメ技を受けて…
https://t.co/mHlPgpxkDp

したい人、10000人
始める人、100人
続ける人、1人

この言葉が正しいと最近感じてる
んだよなぁ。あれだけツイッターを
一緒にやってた仲間で残ってる
人、ほんと少ないからね。続ける
だけでも1万分の1になるから、人
と差別化できる。…
https://t.co/iPbTBVBokG

能力が高い人ではなく
優しい人と結婚しよう

私が妻と結婚した理由は
そこ抜けに優しかったから

たぶん今後、私がどんな挑戦を始
めても
一時、貧乏になったとしても
きっと2人で乗り越えていけると
思ったから結婚した

その答えは、今…
https://t.co/04AUXAYOZH

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

やまゆう/教育にやさしい革命をおこす

@yamayued

photo

151

1066

34K～140K

推定インプレッション

1.4M～5.8M

子ども達がより幸せに生きられる
事業を作っています♂月間165万
人が見ている育児メディアを運営
中主に【子どもに関わる人を助け
る事業】を通じて【全ての子どもの
心に火がつき、絶やさない社会】
にするのが人生の目標です同調
圧力に潰される子どもを減らすい
ろんな学び方を受け入れる社会に
するためビジネスを極める
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

4514 4542
月間獲得RT 月間獲得いいね！

333 943
全ツイート数 リプライ数

2553 105
ツイート数（引用RT含） RT数

301 2147

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月23日 19時30分 ツイート日時 2月24日 18時10分 ツイート日時 2月28日 18時27分

リツイート 157 リツイート 69 リツイート

いいね！ 198 いいね！ 69 いいね！

推定インプレッション 36K～140K 推定インプレッション 16K～63K 推定インプレッション

【フォロワーさん、4200人超えた企
画(￣∇￣)】

固定ツイート、拡散してほしい人っ
ておるかい？
なら、このツイートをRT！
そして、自分をフォローしてくれた
ら、思い切り拡散しに行くで！(￣
∀￣)
ない人はリプで教えてな…
https://t.co/dYnnbIU61Y

【RT爆撃企画】
私をフォロー、そして、このツイート
をRTするだけで、あなたのツイー
トをRT爆撃しに行きます！
チャンネル登録は強制しません！

https://t.co/MMXbBSdxhh
#RTした人全員フォローする #RT
企画
#RTした人の小説を読みに行く

ヨシ、行くよ。
【固定ツイートRT企画】
フォロワーさん、4500人超えを記念
して、あなたの固定ツイートをRTし
ます！
1私をフォロー
2このツイートをRT
たったこれだけで、RTをしに行きま
すよ！
#RT企画…
https://t.co/amjtjfJ4tp

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

サトシ YouTuber

@satotuber

photo

33

41

7.5K～30K

推定インプレッション

1.2M～5M

自称「HIKAKINを超えるYouTuber」
(大嘘！) 介護福祉士メインで活動
中です。趣味は鉄道旅行、特に乗
り換えや乗り継ぎに目がないので
す。 合言葉は「地元を元気に！自
分は楽しみ！」
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

3747 4247
月間獲得RT 月間獲得いいね！

1788 10867
全ツイート数 リプライ数

2225 1142
ツイート数（引用RT含） RT数

816 267

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月25日 20時31分 ツイート日時 2月7日 0時42分 ツイート日時 2月18日 17時13分

リツイート 153 リツイート 84 リツイート

いいね！ 198 いいね！ 132 いいね！

推定インプレッション 35K～140K 推定インプレッション 19K～76K 推定インプレッション

【フォロワー4000人記念】

皆さんの固定ツイートをリツイート
いたします！

条件は、

@keitayoshidaをフォロー
このツイートを気軽にRT

これだけです！

皆さんの情報発信のお役に立て
ればと思います

俺のSNS全て使ってCROSSを世
界に訴求します。

クロスユーザーは応援お願いしま
す。

いいね！リツイートまじで助かりま
す！

どさくさに紛れてユーチューブチャ
ンネル登録してくれたら嬉しいなぁ
…
 https://t.co/Bw1xNtrOty

日本BTTから返信ありました！
TRX10倍のブログは詐欺サイトの
可能性があるので、TRXは送らな
いでください♂

返事遅くなって申し訳ありません。
ご提供したウェブサイトにのエアド
ロップは公式行為ではなく、詐欺サ
イトの可能性…
https://t.co/J2R541vXHF

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

吉田 啓太

@keitayoshida

photo

64

55

15K～58K

推定インプレッション

1.1M～4.4M

自然で遊ぶことが大好きなサー
ファーです。 ウェブサイト製作事
業、ホスティング事業、電子商材
製作事業を行なっています。頑張
るあなたをインターネットの力で応
援します( 'ω' )  夢は自然栽培に
よる無農薬野菜を全世界に普及さ
せていくこと。#ツイッター攻略サロ
ン
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

912 3972
月間獲得RT 月間獲得いいね！

717 4309
全ツイート数 リプライ数

223 111
ツイート数（引用RT含） RT数

63 49

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月19日 0時7分 ツイート日時 2月27日 21時46分 ツイート日時 2月18日 11時51分

リツイート 38 リツイート 37 リツイート

いいね！ 274 いいね！ 209 いいね！

推定インプレッション 8.6K～35K 推定インプレッション 8.4K～34K 推定インプレッション

『ワタナベお笑いNO.1決定戦 決
勝』
優勝どころか、最終決戦にも進め
ませんでした。

僅差は、大差です。
チャンピオンのハナコ秋山さんと
の写真も、
土佐兄弟お兄ちゃんとともに変な
顔になりました

2019年、ぶち抜きます。…
https://t.co/exFMzOkjBE

『くじ引きトーク』
めちゃくちゃ楽しかったー！！！

出番前は、
ガクガク震えて袖を歩き回りすぎ
て、
ちょっと怒られたけど、

本番は、くじの結果、
やさしいズ佐伯さんと恋バナで、
超優しくしていただきました

すごい！！…
https://t.co/NpeJhS8HnY

『#ワタナベお笑いNO1 決定戦 決
勝』

ついに…
今夜！19:00開幕！！

始まるぞ…
始まるぞ……！！

この世にGパンパンダファンを増や
すチャンス
お友達にご視聴お勧め下せぇ！

RTキャンペーンで10万円プレゼン
トっ… https://t.co/KrtPNnAE5C

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

Gパンパンダ 一平

@gpanpanda_ip

photo

35

120

8K～32K

推定インプレッション

240K～960K

180cm 62kg！芸歴1年9ヶ月！ 平
成30年度NHK新人お笑い大賞 優
勝｜筑波大学附属小中高→早稲
田大学商学部→リクルート→
JAPAN MENSA会員。ドイツボード
ゲーム好き。脱出ゲーム、ほぼ脱
出成功。 特技はなわとびとボイ
パ。シャドバ マスターランク！相方
は、税理士兼公認会計士！モデ
ルになりたい。え？
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

1758 4137
月間獲得RT 月間獲得いいね！

1121 11195
全ツイート数 リプライ数

1574 1203
ツイート数（引用RT含） RT数

124 247

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月17日 8時2分 ツイート日時 2月2日 10時55分 ツイート日時 2月22日 12時8分

リツイート 442 リツイート 90 リツイート

いいね！ 1668 いいね！ 590 いいね！

推定インプレッション 100K～400K 推定インプレッション 20K～82K 推定インプレッション

【管理職に向いてると思う人】

・残業が美徳だと思ってない
・凡事徹底ができる
・主語がI(私)ではなくWE(私達)
・間違えたら謝れる
・えらそうじゃない
・人の話を最後まで聞く
・上司に対してYESマンじゃない
・指示される前…
https://t.co/2WaQuVW3ND

コミュニケーション力が高い人の
特徴

①聞かれたことに答える
②話わかりやすい
③誤解生じない
④口論なりにくい
⑤意見を受け入れる
⑥話を最後まで聞く
⑦相手の良いところを見つける
⑧常に肯定的に聞く
⑨求められてない自慢をしな…
https://t.co/N2Y4LKTWd2

モテる人

①言葉づかいがキレイ
②話が面白い
③表情豊か
④目を見て話す
⑤ありがとうが言える
⑥同性から好かれる
⑦偉そうにしない
⑧話を遮らない
⑨凡事徹底ができる
⑩キレイ好き
11相槌をうってくれる
12リアクションして…
https://t.co/BVpfNIgtFD

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

ふかいMr.行動力

@fukaiyuukii

photo

79

606

18K～72K

推定インプレッション

860K～3.4M

PDCAが苦手→PDのみ得意→あ
だ名はMr.PD/人間関係悪くて行
動できなくなった経験から人間関
係もつぶやく/店長選挙2回落選→
店長就任後8ヶ月で自ら降りる→
貢献できること探す→ホットペッパ
ビューティ運用して新規集客で昨
年比386%→リクルートから取材受
ける/『ホットペッパビューティの疑
問点』無料で相談受付中→DMま
で
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

1706 3748
月間獲得RT 月間獲得いいね！

517 2867
全ツイート数 リプライ数

1740 160
ツイート数（引用RT含） RT数

407 1173

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月14日 21時3分 ツイート日時 2月22日 11時5分 ツイート日時 2月21日 17時16分

リツイート 175 リツイート 46 リツイート

いいね！ 393 いいね！ 208 いいね！

推定インプレッション 40K～160K 推定インプレッション 10K～42K 推定インプレッション

これ、物凄く細かい人に思われる
かもなんですけど、『生活音の大き
い人』凄く苦手。
その音で誰か驚かせるとか思わな
いのかな？
時々そういう人に会うけど絶対直
した方がいいと思う。
バンッ！とかドンッ！とか逐一音
出していいのは5歳までだと誰か
教えてあげて偉い人。

Twitterの「今は転職が簡単！」
「会社を利用してやろう！」とかは
基本的に無視した方がいい。再現
性のある成績を残していない限
り、短期で会社を辞めれば労働市
場の評価は大きく下がる。最終的
には「拾ってくれたこの会社と社長
は最高なんだ…
https://t.co/7cXCm5rfwd

就活生の時によく見ずにその後気
を付けるようになった事。
それは『週休2日制』の文字よりも
『年間休日数』を見るということ。
今いる会社もそうなんだけれど、年
間休日数が140日とかあれば週2
日、祝日休みでＧＷやお盆も長く
休んでるってこ…
https://t.co/0uMBeEDnUA

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

元リクパパさん-沖縄×キャリア-

@motorikuokinawa

photo

34

201

7.7K～31K

推定インプレッション

860K～3.4M

【元リクルートパパ】 大学中退→
編入→ブラック中小→リクルート
キャリア→沖縄ホワイト企業／人
事のお姉さん、人事OLさんとは姉
弟 ／相談.meキャリアアドバイ
ザーやってます／沖縄移住1年
目、パパ頑張ります
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

815 3784
月間獲得RT 月間獲得いいね！

447 6661
全ツイート数 リプライ数

743 430
ツイート数（引用RT含） RT数

149 164

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月5日 17時27分 ツイート日時 2月25日 22時53分 ツイート日時 2月4日 23時6分

リツイート 58 リツイート 44 リツイート

いいね！ 677 いいね！ 255 いいね！

推定インプレッション 13K～53K 推定インプレッション 10K～40K 推定インプレッション

フォロー外されて落ち込んでる人
それ超もったいない

私なんて
30人にフォローされたのに
35人に解除されるとか
わりと普通

すぐ解除する人は
人を数字でしか見てないから

そもそも自分の
フォロワーであるべきじゃないし…
https://t.co/cUpcTVBOwL

【ちょい気になるから教えてほし
い】

私、べえやんは
今フォロワーさんが
約3700人いるのですが

皆さんって普段
何されてる方ですか？

やはりママさん、
ママブロガーさんが多いのかな？

とは言いつつ
男性の方も多いですよね…
https://t.co/DuZqiPKXBw

フォロワーが少ない時は
いいねもコメントもつかないから

「twitterつまんない」
ってなりがちですよね。

でもそれ
あなたのツイート内容が
悪いのではなく

見てもらえてないのが
原因かも。

なので
誰かにメンション飛ば…
https://t.co/EPLfKhWRwS

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

べえやん超ド安定捨てた自由ママ

@beeyan_blogger

photo

28

258

Not available

推定インプレッション

500K～2M

満員電車も9時-17時勤務も嫌家
でSNSをメインに稼ぐ1歳児母｜超
ド安定の政策機関を退職2018年
よりtwitterで稼ぐ方法を試行錯誤
中｜一瞬ブログで月10万円突破
｜家で+5万円を稼ぐ #べえやんサ
ロン 運営｜スポンサー
@saeki1070さん｜千葉｜お問合
せはDMに
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

2788 4011
月間獲得RT 月間獲得いいね！

3314 14506
全ツイート数 リプライ数

2624 1591
ツイート数（引用RT含） RT数

251 782

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月14日 14時32分 ツイート日時 2月19日 21時50分 ツイート日時 2月17日 8時25分

リツイート 118 リツイート 71 リツイート

いいね！ 369 いいね！ 267 いいね！

推定インプレッション 27K～110K 推定インプレッション 16K～65K 推定インプレッション

こんな人と繋がりたい

英語勉強中や英語に興味のある
人
他人の価値観を認められる人
ブログを書く人や読む人
仲良くしてくれる人
恩知らずじゃない人
詐欺師じゃない人
Twitter好きな人
楽しんでる人
優し… https://t.co/zXGRIkgIZ7

フォロワー3700人達成

皆様のおかげで、ここまで来ること
ができました

いつも、ありがとうございます

これからも、どうぞよろしくお願い
いたします

新規のフォロワー様も募集中です

リプ（ 返信 ）やRT…
https://t.co/d0JFq4l0ix

下記2名の通報にご協力お願いし
ますm(_ _)m

@Hkaito0108
@hakui_akira

共謀して「無料でサロンに入れる見
返りに毎日アカウントを5個渡すよ
うに要求」

本人たちも「アカウントを渡すように
要求したこと」…
https://t.co/J8Utxz8Zhc
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けろ＠固定ツイ見ろ

@aoaoweb_LE

photo

69

139

16K～63K

推定インプレッション

1.2M～4.7M

2018/10/4～Twitter再開フォロ
ワー、ブログ仲間、英語勉強仲間
募集中英語、英会話、TOEIC、英
検、英語全般の勉強中に気づい
たことを中心にブログを書いてい
ます英単語、英熟語、英語表現、
英文法なども書いていますブログ
村 英語 約1万サイト中 元1位
https://t.co/l0JLytXtrv

3650

3700

3750

3800

3850

3900

3950

4000

4050

2月1日 2月4日 2月7日 2月10日 2月13日 2月16日 2月19日 2月22日 2月25日 2月28日

フ
ォ

ロ
ワ

ー
数

No.41No.41 ～

52



集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

16 3552
月間獲得RT 月間獲得いいね！

24 551
全ツイート数 リプライ数

146 104
ツイート数（引用RT含） RT数

38 4

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月13日 16時43分 ツイート日時 2月9日 0時48分 ツイート日時 2月1日 20時24分

リツイート 7 リツイート 5 リツイート

いいね！ 63 いいね！ 49 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

ゆる募

毎日1時間、英語のリスニング力を
鍛えるための良い方法
 
→映画を字幕付きで見る、とか
色々あると思いますが、実体験で
良い方法があるという方ぜひ知恵
を貸してくださいm(_ _)m

特に、

・ネイティブレベルの英語が…
https://t.co/fPIy6VouQg

収入を右肩上がりで増やす極意

①期待値(リスクリワード)を考える
癖
②過去のパターンを抽出し分析す
る
③チャンスは追うのではなく待つ
④全ての意思決定に意図を持つ
⑤あらゆる基準値を異常値に高め
る

もちろん「収入」に限らずあらゆる
「結果」に応用可能

この辺のデータは色々あるので、
アルゴリズムの傾向や変化、ノウ
ハウなどをまとめてみようかな。
ニーズがあれば検討！
https://t.co/1U5IfxK0B0
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反逆のコアラ社長

@hangyaku_koala

photo

3

16

Not available

推定インプレッション

170K～680K

連続起業家/投資家/ビジネスプロ
デューサー/海外在住/「稼ぐスキ
ル」こそ本当の資産/マーケティン
グ・スモールビジネス・経営・海外
移住について等発信します/特に
個人のビジネス0→1を応援/2019
年、Twitter始めました/英語習得
のため日々格闘中
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

183 3721
月間獲得RT 月間獲得いいね！

1597 13226
全ツイート数 リプライ数

780 375
ツイート数（引用RT含） RT数

153 252

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月3日 12時0分 ツイート日時 2月2日 12時0分 ツイート日時 2月25日 15時0分

リツイート 340 リツイート 79 リツイート

いいね！ 1931 いいね！ 523 いいね！

推定インプレッション 77K～310K 推定インプレッション 18K～72K 推定インプレッション

[頻度を表す副詞]

【100%】
always
 
【90%】
nearly always
 
【80%】
usually / regularly
 
【60%】
often / frequently
 
【50%】
somet… https://t.co/surq0nVZsf

英語を勉強する「目に見える」メ
リット

①就職の選択肢増える
②年収上がる
③社内での昇進
④副業の幅が広がる
⑤海外就職できる
⑥洋画が字幕無しで観れる
⑦世界中の大学が選び放題
⑧異性との出会いが増える
⑨得られる情報量が倍以…
https://t.co/2DFexpsVAE

【めんどくさいは英語でなんて言
う？】

〈基本〉
・It’s a bother.
・What a pain.
・I don’t feel like ~ing.（←オススメ）

〈応用〉
・I can’t be bothered.…
https://t.co/w6LEyjgixD
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谷村アジア1周独学バイリンガル

@INGLE729

photo

62

570

14K～56K

推定インプレッション

510K～2M

大学在学中に英会話講師証券会
社独立し英語教えながらアジア放
浪 | #英語表現まとめ を毎日投稿
| アメリカ英語を独学習得 → 英語
系ブログ毎日書いてます | 今月は
| スポンサー@Abroader15

3600

3620

3640

3660

3680

3700

3720

3740

2月1日 2月4日 2月7日 2月10日 2月13日 2月16日 2月19日 2月22日 2月25日 2月28日

フ
ォ

ロ
ワ

ー
数

No.43No.43 ～

54



集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

815 3542
月間獲得RT 月間獲得いいね！

119 2069
全ツイート数 リプライ数

1028 398
ツイート数（引用RT含） RT数

325 305

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月16日 11時37分 ツイート日時 2月13日 21時10分 ツイート日時 2月15日 17時35分

リツイート 26 リツイート 15 リツイート

いいね！ 276 いいね！ 50 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

来週からいいねの数だけアプリ作
る

姫路駅のトイレ、ついにこんなの
が導入されたらしい。
https://t.co/fatxP3Ywfa

N高起業部受かりましたー！！
これからも精進！

w/ @KawaiYuma8 @issui_ikeda
@makotoshimizu21
https://t.co/D88xVvehnL
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よし

@yoshi1125hisa

photo

11

75

Not available

推定インプレッション

590K～2.4M

N高2年 / 起業部2期生｜特定非
営利活動法人
https://t.co/qk2NZczRi7 副代表
理事｜PoliPoli Engineer｜
@SUPOTA_｜発言は個人の
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

745 3594
月間獲得RT 月間獲得いいね！

247 2984
全ツイート数 リプライ数

1482 803
ツイート数（引用RT含） RT数

448 231

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月16日 13時56分 ツイート日時 2月21日 19時14分 ツイート日時 2月9日 19時39分

リツイート 18 リツイート 9 リツイート

いいね！ 63 いいね！ 39 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

おい！
冗談だと思ったらマジだった…！

やめろこの番号だけはヤメてくれ
…！ https://t.co/39wCxYU8d3

【こんな方々とつながりたい】

ライターさん
編集者さん
ブロガーさん
アフィリエイターさん
バイク好き
ガジェット好き
子育て中パパ
ブロックチェーンに興味があるる
方
大喜利が好きな方
仮… https://t.co/j5iDFrbTXB

ZNY酒誕生！
https://t.co/XSS5rYUp47
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まんぷく@稼ぐWEBライター

@skmplife

photo

8

37

Not available

推定インプレッション

750K～3M

営業マン23年、常にトップランカー
に位置し多数の賞を獲得│アジア
圏の赴任経験あり│3度転職・2度
結婚・20度引越を経験 【稼ぐWEB
ライター】へ│記事はスマホで作
成・納品│思考の範囲外をブッ刺
すクレイジーさで勝負│仮想通貨
BitZenyを応援│仮想通貨とガ
ジェットブログ
https://t.co/OsLHrmGgv8
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

626 3704
月間獲得RT 月間獲得いいね！

337 8649
全ツイート数 リプライ数

764 476
ツイート数（引用RT含） RT数

231 57

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月24日 16時57分 ツイート日時 2月17日 21時26分 ツイート日時 2月27日 18時29分

リツイート 151 リツイート 28 リツイート

いいね！ 1258 いいね！ 1402 いいね！

推定インプレッション 34K～140K 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

『あなたがいるから
       クラスが荒れるのよ』

保育士1年目で園長先生に
言われました。

悔しくて……
悔しくて……
悔しくて……

毎日泣いてたけど辞めなかった。

辞めるという選択肢がなかった。

今そういう保育士…
https://t.co/IUXFww6SOP

6年付き合った彼と
お別れしました。

色んな想いはありますが
彼のおかげで挑戦して
こられたのは間違いないです！！

今は自分磨きしつつ…

保育・YouTube・SNS
やるべきことに
集中していきます！！

1才の子ども達が
おもちゃの取り合い

『取り合いしない！！』
と止めたくなるところですが…

『どうぞ～だよ～？？』
と声掛けするだけで

「ど～ぞ～」
「あ～と～」

と、嘘のように遊び始める
こともあります…
https://t.co/jP0oHOIXhd
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ふじこ保育士YouTuber！

@fujico143cm

photo

13

143

Not available

推定インプレッション

500K～2M

『YouTube〝オンラインほいくえん
〟配信』『ママパパ向け“おうち保
育”ブログ』新米ママパパの味方
♀!!現役保育士がメディア育て中
♪SNSやYouTubeを育てたい方も
ぜひフォローをスマホでYouTube
編集も教えます
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

3950 3422
月間獲得RT 月間獲得いいね！

130 814
全ツイート数 リプライ数

484 98
ツイート数（引用RT含） RT数

321 65

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月9日 9時44分 ツイート日時 2月21日 14時37分 ツイート日時 2月14日 21時15分

リツイート 25 リツイート 10 リツイート

いいね！ 50 いいね！ 4 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

わおー！
https://t.co/oH1H6hoQ9y

理系以外な人、文系の方とかにお
聞きしたいです
理系ってイメージ、印象とか悪いで
すか？（抽象的だけどｗ）
例えば理系の人からだと、
一般的に文系のイメージ、悪いよ
うな、遊んでるとか・・そんな印象
だと思いますが・・（あくまで一般的
にですよ、本来、人によるんです
けど）

新幹線で新大阪～東京往復の女
性 はしか感染 | NHKニュース
https://t.co/Zihd8WpMKm
８日の午前11時56分に新大阪を出
発し午後２時半に東京に到着した
東海道新幹線の「のぞみ340号」
と、10日の午後６…
https://t.co/26c9NEXUSK
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黒ラブ教授（全国で講演する科学コミュニケータ）

@kurorabukyouzyu

photo

6

0

Not available

推定インプレッション

360K～1.4M

国立科学博物館認定サイエンスコ
ミュニケータ/ とある理系の大学
の先生/東京大学情報学環研究
員/深い科学漫談する芸人（お笑
い実験も）。科学コミュニケーショ
ン/教育/SDGs/　全国でTV（サイ
エンスZERO等）、本、ライブ、講演
で活動（研究所、企業、小中高
大）。科学技術振興機構サイエン
スアゴラ賞フジテレビ賞W受賞
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

4368 3369
月間獲得RT 月間獲得いいね！

6 81
全ツイート数 リプライ数

1350 20
ツイート数（引用RT含） RT数

1160 170

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月23日 1時11分 ツイート日時 2月21日 14時37分 ツイート日時 2月16日 14時53分

リツイート 3 リツイート 1 リツイート

いいね！ 2 いいね！ 3 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

これは面白い！ [ITmedia News]
「76歳の母にひどい押し売り……
OBとして情けない」　夏野氏、ドコ
モの契約オプションを批判 /
https://t.co/CCgIjwm7En
https://t.co/yMZsJOR971

全てに通ずるよなぁ
https://t.co/7a69y2SQuG

この世界観ええやん
https://t.co/hoS2THT9kM
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みししっぴ＠日常呟くマン

@misisippi7

photo

1

1

Not available

推定インプレッション

680K～2.7M

フォローバックします！ ☆経歴☆
メディア系専門卒＞映像制作会社
＞PCリース会社物流＞家電量販
店＞ハリウッドへ＞ケーブルTVカ
スタマーセンター＞WEB系キチガ
イ企業＞発狂＞携帯販売＞入院
＞療養 ☆日常の卑近なツイートを
大量投下してフォロワーを稼ぐア
カウントです。フォローしてもメリッ
トはないYO☆follow me!
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

2808 3333
月間獲得RT 月間獲得いいね！

275 3206
全ツイート数 リプライ数

380 128
ツイート数（引用RT含） RT数

34 218

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月1日 23時53分 ツイート日時 2月7日 18時7分 ツイート日時 2月22日 17時42分

リツイート 23 リツイート 20 リツイート

いいね！ 126 いいね！ 182 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

米国で広がる｢FIRE｣運動
Financial Independence Retire
Early の略

経済的自由を得て、早期リタイア
しようという運動

FIREというネーミングが、かっこい
い

下記ニュースでは、日本…
https://t.co/G8FW8WyC39

本日ＪＴの本決算発表。

岩盤のような安定感。
今期19年12月期の配当予想154
円（前年比4円の増配）と、
自社株買い500億円も発表。

ＪＴは、減配しない累進配当を15年
以上継続している、優良高配当
株。

安心して、…
https://t.co/goe8QrVcvr

本日ドコモが、自己株式の消却を
発表

消却対象の自己株式数は、発行
済株式総数の、なんと11.8%

これは、大きなインパクトです

自己株式の消却で、株式数が減る
ので、その分、1株当りの価値＝株
価が高まります

ドコモの株主還…
https://t.co/0W9eVL6Ckm
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ショウ

@Shouyumehaitou

photo

15

162

Not available

推定インプレッション

300K～1.2M

大阪出身、30代サラリーマン。◆
株式からの配当金で暮らせるよう
になるために、配当生活の達成を
本気で目指しています。◆ブログ｢
Road to 配当生活｣／下記リンクご
参照ください。◆配当生活への道
のりを一歩ずつ進み、現在、目標
の３分の１程度まで来ました。◆ブ
ログ一度見て頂けると嬉しいです
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

3102 3115
月間獲得RT 月間獲得いいね！

298 1613
全ツイート数 リプライ数

1482 672
ツイート数（引用RT含） RT数

475 335

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月23日 1時38分 ツイート日時 2月26日 23時25分 ツイート日時 2月18日 23時10分

リツイート 17 リツイート 10 リツイート

いいね！ 40 いいね！ 9 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

こんな恥ずかしいことある！？
wwwww

#34歳女装
#ろりラジ
#六兎
#罰ゲーム

#TikTok
https://t.co/5YwGwbFoUs

宣伝広島の方々に届けたい宣伝

◆広島の方はご来場下さい
◆広島以外の方はRT願います

世界一受けたい防災授業
日時→3月3日（日）14時～15時
広島段原ＳＣ6Ｆ映画館前ロビー
選ばれた人しかパーソナリティに
なれ… https://t.co/OO1ydz8ZGh

宣伝→広島の方々に届けたい宣
伝

◆広島の方はご来場下さい
◆広島以外の方はRT願います

天女伝説紙芝居&amp;和太鼓演奏
日時→2月24日（日）①11時②14時
広島段原ショッピングセンター３階
ブックオフ前スペース
※先着30名様お菓子無料プレゼン
ト

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

しんたろーたりー@ナンパ×営業力×ラジオ

@ryuka121212

photo

7

5

Not available

推定インプレッション

690K～2.8M

ナンパ営業力トーク力が武器の
Webラジオパーソナリティ ナンパ
で5000人以上声をかけた経験と営
業マンのスキルを駆使して毎日
voicyでラジオを配信中【#ろりラジ】
固定ツイートにスポンサー宣伝を
入れている時はRT希望
ryuka121212@gmail.com voicyろり
ラジURL
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

376 3184
月間獲得RT 月間獲得いいね！

1705 15142
全ツイート数 リプライ数

1820 1300
ツイート数（引用RT含） RT数

128 392

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月15日 21時50分 ツイート日時 2月8日 8時49分 ツイート日時 2月2日 7時59分

リツイート 757 リツイート 67 リツイート

いいね！ 3505 いいね！ 610 いいね！

推定インプレッション 170K～690K 推定インプレッション 15K～61K 推定インプレッション

■生まれ変わる周期

肌→28日
肝臓→1年
腎臓→1年
骨→2年半
皮膚→1ヶ月
筋肉→200日
脳の細胞→1年
胃の粘膜→3日
腸の微絨毛→1日
1兆の細胞→1日

身体の中は生まれてからずっと生
まれ変わり続けてくれているのだ
… https://t.co/ni3xNbwWQJ

「天才」は勘違いから

尊敬する経営者さんの話。小さい
頃から、

-曇ってなんで白いの
-渋滞はどこから始まってるの

って何でも両親に質問したようで、
その度に「この子は天才だ。天才
だ。」って微塵も疑わず言い続けた
よう。

本… https://t.co/4sLSoRzr4t

■「成長が早い」と思う人の共通点

1.「初動」が早い
2.他責じゃなくて「自責」
3.自分に厳しく人に「優しい」
4.何事も「自分ゴト」に捉える
5.「本音」をきちんと伝えられる
6.人の「良いところ探し」が上手
7.失敗に「オ…
https://t.co/ttiKIGbEUm

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

ゆうた@ストーリーで広める専門

@yuta_story

photo

63

304

14K～57K

推定インプレッション

800K～3.2M

「ひとり起業」の支援経営コンサル
の父＆印刷経営の祖父の元で育
つ元マリノスJrユースのサッカー
バカ心理学をベースにした人材教
育会社25歳登記起業4期目SEOで
1サイト月間最大128万PV＆アドセ
ンス月最大220万円自分の物語を
教育ビジネスに変える「ストーリー
ブランディング」伝導
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

4012 3235
月間獲得RT 月間獲得いいね！

3003 20858
全ツイート数 リプライ数

1553 1230
ツイート数（引用RT含） RT数

304 19

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月8日 18時51分 ツイート日時 2月9日 0時14分 ツイート日時 2月8日 11時19分

リツイート 657 リツイート 259 リツイート

いいね！ 1031 いいね！ 1083 いいね！

推定インプレッション 150K～600K 推定インプレッション 59K～240K 推定インプレッション

これ、稲垣吾郎さんの直前に、
NMB48のメンバーが、
｢アイドルの日常をお届けしたい｣
と言ったのを稲垣さんが拾ったの
が面白かったんですよね。
これだと寒いギャグ言ったみたい
じゃないでしょうか？
稲垣さん、絶妙な拾い方で面白
かっ… https://t.co/oi7GzMgjD2

先ほど稲垣吾郎さんの、ブログオ
ブザイヤー授賞式で素敵だった様
子をつぶやかせて頂いたら、
ファンの方々のリツイートが300を
超えてて、皆さんの稲垣さん愛に
めちゃくちゃ感動しております。凄
いですね！
Twitterって負も拡散されやす…
https://t.co/Mfg9tuQm87

稲垣吾郎さん、1人だけずーっとも
のすごく真面目な顔だったのに、マ
イクもつとボケて下さる。本気顔は
長いフリ？
ギャップが素敵♪

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

しっしー@アメブロ公式猫ブロガー

@studio_singa

photo

195

366

44K～180K

推定インプレッション

730K～2.9M

YouTube登録者51000人。アメブロ
｢マンチカンズと仲間たち｣管理
人。猫10匹。毎日、可愛らしい猫
の様子をつぶやいてます♪あなた
のタイムラインに癒し要素をフォ
ローお願いしますYouTubeチャン
ネルは毎晩21時配信ッ！ブログは
https://t.co/dmKsZtaVgp
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

3276 3383
月間獲得RT 月間獲得いいね！

433 2618
全ツイート数 リプライ数

303 243
ツイート数（引用RT含） RT数

46 14

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月1日 18時52分 ツイート日時 2月22日 23時33分 ツイート日時 2月24日 23時38分

リツイート 113 リツイート 31 リツイート

いいね！ 199 いいね！ 203 いいね！

推定インプレッション 26K～100K 推定インプレッション 7.1K～28K 推定インプレッション

いい感じに狂ってるイベントでし
た！珍スポット好きの人とか絶対
好きだと思います。“閉じる”ので
はなく“開く”という姿勢が素敵。

カオス！ゴミ処理場で「大量のゴミ
を眺めて酒を飲む」イベントに行っ
てみた
… https://t.co/HJ8saizybw

この待受画像、とてつもないアート
を感じて結構気に入ってるんだけ
ど、案の定周りの人に「気持ち悪
い」と言われてしまった
https://t.co/QOG9tZM9Fq

飲み会で呑んだくれの女性がライ
ターと聞いたので、親しみを込めて
私もライターですと話しかけたら
「アンタみたいな1文字何円みたい
な世界と違うから！アタシは！一
緒にすんな！」と謎にキレられ、い
や違うし…と若干不快になったと
き、無意識にそういった仕事を下に
見てたのかもと気づいて反省した

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

ツマミ 具依

@tsumami_gui_

photo

30

278

Not available

推定インプレッション

260K～1M

 企画や体験、潜入を好むフリーラ
イター紙Web半々で奮闘中！ 週
刊SPA! SPOT プレジデント など
過去ツhttps://t.co/O1BXWvxekS
毎週木曜19～24時 歌舞伎町
BARブタ箱
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

2835 3287
月間獲得RT 月間獲得いいね！

99 991
全ツイート数 リプライ数

604 36
ツイート数（引用RT含） RT数

471 97

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月9日 22時19分 ツイート日時 2月18日 18時20分 ツイート日時 2月2日 18時43分

リツイート 17 リツイート 4 リツイート

いいね！ 75 いいね！ 14 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

私のブログ「投資の時間」は、この
度「大富豪：ビジネスの法則」に生
まれ変わりました。
大富豪はいかにして大富豪になっ
たのか。その理由を考察している
サイト。ビジネス、投資、マーケティ
ング、セールス、金融リテラシーに
ついて学びたい方はぜ…
https://t.co/6pAnRloL9x

【今、何をすれば良いか分からな
い人へ】
目標→目的→目標→目的…と設
定すると今何をすべきか見えてき
ますよ。

例えば、
月30万円の売り上げを達成した
い。
→そのためにまずは月5万円を目
指す
→そのためにまずは月1万円を目
指す
→… https://t.co/xlL8oYoiWL

先日超絶上手いマルチ商法の勧
誘を受けました笑 その時のストー
リーとぼくが解析したセールステク
ニックを紹介するnoteを書きまし
た。今から24時間の限定公開です
ので、この機会をお見逃しなく！

マルチ商法勧誘から学ぶセールス
テクニッ…
https://t.co/mkMxHd5VNR

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

まつもと@本執筆中

@_p_blog

photo

4

5

Not available

推定インプレッション

400K～1.6M

国立大学工学部卒。ブログで1日
最高109PV。年間読書量100冊
超。富豪はいかにして富豪になっ
たのかを考えている人。富豪に必
要な「ビジネス」「投資」に興味あ
り。最近「ビジネス成功の法則」探
しが実り発見→執筆中。マーケ
ティング、セールス、投資、金融リ
テラシー、就活、転職に関心あり。
アイコンは@ota_roo21さんから
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

3200 2953
月間獲得RT 月間獲得いいね！

38 371
全ツイート数 リプライ数

234 67
ツイート数（引用RT含） RT数

134 33

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月23日 6時24分 ツイート日時 2月22日 9時22分 ツイート日時 2月17日 23時48分

リツイート 3 リツイート 2 リツイート

いいね！ 13 いいね！ 2 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

キッチンの水道。うちのはレバーを
上げると水が出る。でも下げると
出るのもある訳で。焦るよね。こう
いうデザインの問題、なんとかして
ほしい。

発音できれば聞き取れる！英語
向け発声でもっと通じる英会話～
基本の子音～破裂音編
https://t.co/A3Ww6bJrvl　記事を
更新しました。3月5日BASIC編残
席１、4月6日リエゾン編、募集中で
す。

父親の仕事でもあるのに、ひどい
夫。あんたの子どもを生み必死で
育てている人にそんなこと言うなん
て。目の離せない子って大変だか
ら。思いやりや相続力もないお子
様大人はイッテヨシ!
https://t.co/kZOdzvVy0B

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

Kaori Kitagawa

@kaorilavender

photo

2

2

Not available

推定インプレッション

200K～820K

英会話上達発音WS留学なし英語
スペシャリスト日英通訳TOEIC970
アレクサンダーテクニーク教師
https://t.co/CBO4N9bL1i
https://t.co/mDS6rEuFPb ピアノ
向けATレッスン
https://t.co/zCA8e8Fwad
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

194 2953
月間獲得RT 月間獲得いいね！

152 1581
全ツイート数 リプライ数

336 240
ツイート数（引用RT含） RT数

82 14

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月26日 21時23分 ツイート日時 2月6日 12時18分 ツイート日時 2月1日 11時3分

リツイート 20 リツイート 19 リツイート

いいね！ 157 いいね！ 96 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

だーかーらー！

油まみれのフライパンの上に、大
して汚れてない皿を置くなっつー
の！

ヌルヌルになって、この後、いくら
食洗器に入れるにせよ、配置が面
倒になり、効率悪くなんの！

てなコト思いながら作業するのは
我が家では僕。

洗い… https://t.co/5haHY0rwG8

【企画求ム！】
私の書いたnoteが書籍化されるこ
とになりましたぁあああ！

文章テクをまとめた一冊です（リン
ク先参照）。

書籍化に際しては、皆さんのブロ
グ記事などを例題に取り上げさせ
ていただければ嬉しい限り＾＾

何かご意見あ…
https://t.co/kneDckCzzf

◆2000文字の記事ひな型

・タイトル（30文字前後）

・リード（100～300）
→テーマの提案＆結論
「○○なのか？
いや、××である。
説明しよう。」

・見出しh2
・本文導入（400～600）

・見出しh2
・… https://t.co/coYmf24nEi

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

五十嵐利休◆3600万PVの会社員（2018年）

@igarikyu

photo

11

27

Not available

推定インプレッション

260K～1M

運営中のサイト@bushoojapanが年
間3600万PV（2018）◆法人化を控
えプルプル:(´ω｀):してる編集者で
す得意ジャンルは実践的な文章テ
クとSEO。質問いつでもドゾ ♂
noteは書籍化が決まり、ただいま
作業中です！
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

681 2900
月間獲得RT 月間獲得いいね！

271 6133
全ツイート数 リプライ数

844 515
ツイート数（引用RT含） RT数

226 103

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月2日 15時42分 ツイート日時 2月17日 22時10分 ツイート日時 2月15日 21時56分

リツイート 96 リツイート 9 リツイート

いいね！ 1736 いいね！ 166 いいね！

推定インプレッション 22K～87K 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

【速報】
体調不良で
うちの旦那、仕事やめます

次の仕事や予定は未定。

とりあえず、元気になってほしい。
ってことで、15の時の夢は
専業主婦だった私が
まさかの大黒柱
頑張って稼ぐぞ

お仕事ください笑

イ
エ
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｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜

よく、若い子やギャルは
マナーも常識もなっていないと
言われるけど
若い子やギャルは
マナーや常識を知らないだけ
知っててやらない
いい歳したおじさんたちの方が
よっぽどたちが悪いと思う。

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

ひまわり@ブログ歴15年

@positivegirl___

photo

8

51

Not available

推定インプレッション

460K～1.8M

ブログ歴15年なのにブログで稼げ
るの最近知りました/腰がダメにな
る前にブログで稼ぎたい介護士/
料理人なのにアホな夫大好き妻/
しっかりしてるけどドジ/スポン
サーさん@tatsupositive★
@yozo02190926/専属SEOコンサ
ルタント@kuririn0465/
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

2938 2956
月間獲得RT 月間獲得いいね！

150 2766
全ツイート数 リプライ数

1053 813
ツイート数（引用RT含） RT数

144 96

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月5日 12時31分 ツイート日時 2月4日 10時20分 ツイート日時 2月2日 11時35分

リツイート 47 リツイート 11 リツイート

いいね！ 144 いいね！ 70 いいね！

推定インプレッション 11K～43K 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

感謝企画

10名の方のアイコン作ります

参加希望者は2月9日までにリプ下
さい

んで、アイコンが気に入ったら使っ
てやって下さい♂

私の描くイラストのテイストでいい
よーって方のみ

10名中5名は完全に抽選で…
https://t.co/l3rgZ3eFJF

リブゾンはこんな方と繋がりたい

♂パパゾンビ
♂絵師ゾンビ
♂就活生ゾンビ
♂大学生ゾンビ
♂プロレスゾンビ
♂育児奮闘ゾンビ
♂採用担当ゾンビ
♂子ども溺愛ゾンビ
♂ゲー…
https://t.co/d0NkTpxvtj

モテる男はツラいと言うが、モテな
い男はもっとツラい

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

リブゾン内定配達アンデッド

@reboot_zombie

photo

7

132

Not available

推定インプレッション

530K～2.1M

新卒就活支援ブログ / 就活に悩
む方 / 面接対策 / 就活のコツ /
内定の取り方 / 就活に関する質
問お答えします就活生はフォロー
必須心が折れてもゾンビの如くリ
ブートゾンビーズスタンプ好評販
売中です
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

2721 2814
月間獲得RT 月間獲得いいね！

4 532
全ツイート数 リプライ数

438 40
ツイート数（引用RT含） RT数

391 7

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月22日 14時19分 ツイート日時 2月14日 23時41分 ツイート日時 2月7日 8時9分

リツイート 1 リツイート 1 リツイート

いいね！ 4 いいね！ 6 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

自分の価値は自分で上げていく

価値の上げ方
１、なりたい自分を明確にイメージ
２、そんな自分のファンをイメージ
３、妄想劇を繰り広げ、自分のファ
ンのニーズを考える
４、そのニーズに応えるような投稿
をする #SNS活用教室

これは、Twitterだけじゃなくて、
ブログやFacebookにも使える公式
https://t.co/v6yh0NzXkW

友人知人に見つからないように物
やサービスを売る商売しようなん
て、甘いこという人はお断りしよう。
ブログアフィリエイトでもやっとけ
ば？っていおう。

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

みどり☆日本一やさしいSNS活用教室

@grenchan

photo

1

2

Not available

推定インプレッション

300K～1.2M

日本一優しいSNS活用教室。年間
のべ300人以上のSNSコンサルを
しています。2017年文部科学省プ
ロジェクトでSNS講師を担当しまし
た。 SNS集客初心者～SNSで集
客ができるようになるまでをフォ
ローしています。最近は、店舗関
係からの依頼が多いです。リウマ
チシングルマザー。
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

1011 2799
月間獲得RT 月間獲得いいね！

68 1408
全ツイート数 リプライ数

168 62
ツイート数（引用RT含） RT数

48 58

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月28日 8時4分 ツイート日時 2月13日 13時52分 ツイート日時 2月8日 7時16分

リツイート 7 リツイート 7 リツイート

いいね！ 46 いいね！ 67 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

英語のテストがいつも最下位だっ
た

ビジネスが堅苦しくて嫌いだった

リフティングが1番出来なかった

コミュニケーションが苦手で
人見知りだった

人と違う事をするのが怖かった

素直に自分の想いを伝えられな
かった

-今の自…
https://t.co/ajO6TIrtWJ

過去の自分が手を伸ばしても届か
ないと
思っていたものを

気づいたら手に入れてたりする。

人は毎日、成長し続けてるんだ

どんな夢であっても

夢は達成するまでは不可能に思
える。

今やってる事が間違ってるんじゃ
ないかと思ったら
こんなふうに考えて欲しい

みなさんにとって

今まで生きてきた中で1番辛かった
なっていう経験は何ですか？

大人になる時って絶対そーいう経
験を
何回かしてると思う
それを乗り越えて今生きてる大
人ってすごいしかっこいいなって

感じます。

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

れいな #140字トーク  夢を語ろう！

@reina828

photo

6

122

Not available

推定インプレッション

160K～640K

アメリカ シリコンバレーの大学生/
元法政大学2年生/ つまんなかっ
たから中退して1人でアメリカへ/
将来は起業家/ フリースタイルフッ
トボーラー/ アメリカ女子サッカー
部レギュラー獲得/ 日本の大学生
に夢を与えたい/ #140字トーク
140字であなたの夢を教えてくださ
い！ 私と友達になりませんか？
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

195 3151
月間獲得RT 月間獲得いいね！

1565 21387
全ツイート数 リプライ数

2225 1719
ツイート数（引用RT含） RT数

289 217

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月19日 12時16分 ツイート日時 2月8日 17時38分 ツイート日時 2月25日 12時1分

リツイート 162 リツイート 138 リツイート

いいね！ 1780 いいね！ 1544 いいね！

推定インプレッション 37K～150K 推定インプレッション 31K～130K 推定インプレッション

収益遍歴

1～3ヶ月:アドセンスも申請せず収
益0円
4ヶ月2500
5ヶ月9150
6ヶ月9200 ↓ブログ放置
7ヶ月14000
8ヶ月9500
9ヶ月17000 ↑ここまで
10ヶ月28000
11ヶ月4…
https://t.co/1tWVQ2Ssxe

あの…ちょっと自慢してもいいです
か？

明日から友人と1泊旅行に行くん
です。

こんなことができるのは夫のおか
げなんですよね♀

ワンオペのママはめちゃくちゃ沢
山いるのに、ワンオペのパパはほ
とんどいない。

パパに子供を任せ…
https://t.co/31GRcddZdn

＼目指せフォロワーさん3000人／

今日中に3000人達成したら24時間
の期間限定で…

①リアルなあだ名をさらします
②年齢公開します
③アイコンにのせます
④素敵に応援や引用RTしてくれた
方何人かに特別あず砲うちます…
https://t.co/ZYMD6hzCJN
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あず目指せママフルエンサー

@zubora_tsuma

photo

112

415

25K～100K

推定インプレッション

900K～3.6M

コートを着ればパジャマで 家事は
全くやりません超ズボラママがブ
ログで月収7万円達成飛び抜けた
センスなし時間もなし♀誇りは続
けたこと4ヶ月サボってた過去が
あっても子供が寝付いた後の作業
だけでブログで稼ぐ目指せ月10万
円ツイートインプレッション100万突
破ワーママブロガーの星になる
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

711 2474
月間獲得RT 月間獲得いいね！

379 3878
全ツイート数 リプライ数

1069 629
ツイート数（引用RT含） RT数

225 215

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月9日 0時2分 ツイート日時 2月27日 18時20分 ツイート日時 2月7日 0時45分

リツイート 17 リツイート 16 リツイート

いいね！ 38 いいね！ 42 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

【動画紹介でポルカチャレンジ！】

28人目！今回紹介させてもらうの
は！

けいすけツイッター分析のプロさ
ん！

Twitter
@kei31

ツイッター分析はこちらから！
https://t.co/no3HdTo2G2…
https://t.co/YnBCyKrtxw

プロフ見てくれてありがとう！

動画でKEIの自己紹介をしまし
た！

２分ダケ！！2分ダケ！お時間くだ
さい！笑

様々な生き方をしている人たちが
集まるコミュニティー
「abyss」を運営しています！

abyssとは！
… https://t.co/zgl0QIHmPH

今から投資や副業を始める君へ
〔#1〕

僕がいつも一番初めに話す話です

カフェで会って、1:1でお話伺わせて
くださいって言ってくれる人達と話
時間なくなってきたから、これから
シリーズにして動画にしていきます

abyssとは…
https://t.co/FjOMqBk0OD

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

KEI@abyss新しい生き方を模索中

@kei_abyss

photo

14

34

Not available

推定インプレッション

480K～1.9M

ピッチピチの２２歳|新しい生き方を
模索中|youtubeとツイッターで影
響力頑張って上げてます。| 日本
最大級のお金稼ぎに関する情報
の「ショッピングモール」abyssを運
営しています。メンバー数1800人
over! abyssとは動画
https://t.co/tuxPnStCdw

2464

2466

2468

2470

2472

2474

2476

2478

2月1日 2月4日 2月7日 2月10日 2月13日 2月16日 2月19日 2月22日 2月25日 2月28日

フ
ォ

ロ
ワ

ー
数

No.62No.62 ～

73



集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

523 2422
月間獲得RT 月間獲得いいね！

150 1298
全ツイート数 リプライ数

294 91
ツイート数（引用RT含） RT数

141 62

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月15日 16時58分 ツイート日時 2月6日 15時7分 ツイート日時 2月26日 18時29分

リツイート 19 リツイート 19 リツイート

いいね！ 45 いいね！ 97 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

同人誌の値段設定について思うこ
とまとめ。

・高いと言ってくるひとは、下げて
も買わないので無視して良い。

・作者はクレームとかクオリティと
か相場とか考えず、じぶんがも
らって嬉しい値段をつけたらいい。

ちなみにこれ、同人誌以外でも使
える。
全ての商品を売る時に使える考え
方。

「嫌と感じたらやらない、怖いと感
じたらやってみる」
という言葉が最近お気に入り。

嫌はシンプルに不快。

怖いという感情の裏には未来への
期待や意欲が隠れていることがあ
る。

今、じぶんが怖いと思っているも
のはなんだろう。

もし… https://t.co/vtt620Z7dw

＼#脱社畜 MVできました！！♀／

♪だ、だ、だ、脱社畜～
でヒット中のラップソング「脱社畜」
のクレイアニメMVが完成しまし
た！

MV作成：クレドーガ @bqjhx804
キャラクターデザイン：ちょこみん
… https://t.co/xc9ax3nHVX

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

COKO(ここ)ハッピーラッパー

@adan_coko

photo

16

57

Not available

推定インプレッション

210K～830K

HAPPYをシェアするラッパー/フ
リーの作詞作曲家/#クリエイター
共和国 & #クリエイターズギルド
主宰【好き勝手生きるクリエイター
を増やしたい】17年8月東京で消耗
し4ヶ月退職→18年1月高知の山
奥で作詞作曲で起業→好きなこと
で生活中/元気になる言葉と好き
を仕事にする方法をつぶやくよ～
/クリエイターの国を作る
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

281 2473
月間獲得RT 月間獲得いいね！

969 7886
全ツイート数 リプライ数

593 318
ツイート数（引用RT含） RT数

108 167

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月15日 18時30分 ツイート日時 2月2日 18時30分 ツイート日時 2月18日 17時0分

リツイート 154 リツイート 140 リツイート

いいね！ 330 いいね！ 751 いいね！

推定インプレッション 35K～140K 推定インプレッション 32K～130K 推定インプレッション

サラリーマンが信じてはいけない
コトバ

・今月が大事だ！←毎月言ってる
w
・転職したら人生失敗する←管理
職の評価が下がる
・今頑張ったら後々絶対楽になる
←ならない
・まずは3年頑張れ←根拠なし
・本音でぶつかってこい←本音言
うと怒る

何回もいうけど信じるのは自分自
身だ

サラリーマンよ、こんな日くらい会
社を休もう

・家族がインフルエンザなど寝込
んでる時
・出産の立会い
・家族の誕生日
・入園式など子供の行事

家族の為にしている仕事だろ？こ
んな日に仕事してたら家族の為に
ならないよ

遠慮せずどんどん休もう

子供に言っちゃダメな言葉♂

これ言われると成長しないよね

・何でできひんの？
・あの子はあんなにしっかりしてる
のに
・弟の方が可愛い
・お兄ちゃんは◯◯出来たのに
・話を聞かずにあんたが悪い
・そんなん出来るわけないやん…
https://t.co/eJtDhlOdzu
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はやしょう

@Hayasyo1000

photo

70

453

16K～64K

推定インプレッション

330K～1.3M

転職&トップセールスで人生大逆
転 / 超激務だった僕が転職を機
に、超ホワイトエグゼクティブリー
マンへの転身に成功 / 転職は業
界選びが全て！年収を上げ生活
にゆとりを持たせるための転職の
コツを発信します / フォロワー数1
万人アカウントのツイートを一部請
負中 / サラリーマンをやたら応援
してます
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

1447 2409
月間獲得RT 月間獲得いいね！

368 2855
全ツイート数 リプライ数

959 408
ツイート数（引用RT含） RT数

197 354

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月24日 22時25分 ツイート日時 2月1日 12時12分 ツイート日時 2月18日 1時26分

リツイート 61 リツイート 38 リツイート

いいね！ 125 いいね！ 191 いいね！

推定インプレッション 14K～56K 推定インプレッション 8.6K～35K 推定インプレッション

【前代未聞のイベント発表】

月に100人会う企画を4ヶ月やって
る僕が

誕生日が "3/12" ということから

312人のオフ会をします
※イベントは 3/23

■LINE@登録者は500円割引
メッセージで割引ペー…
https://t.co/4sg1yQlbRy

超強気
つまらなかったらお茶代返金

#1ヶ月友達120人プロジェクト

■ルール
・都内のカフェで雑談
・紹介ツイートする

■こんな人に会いたい
・交流が好き
・楽しい事が好き
・きっかけが欲しい人
…etc

年齢、…
https://t.co/WUjX1fVlsO

みなさんいつも
RT、いいね
ありがとうます

拡散して欲しいツイートがあれば
いつでも言ってください

中々流れて気付かないことあるの
で
何かあれば僕でよければ拡散しま
す！

今だけじゃなくいつでもいいし
そういうツイート…
https://t.co/sBz0EMx0Sy
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とぅーーる@312人のオフ会やるよ

@snsdtaeyeon18

photo

19

102

Not available

推定インプレッション

440K～1.8M

人は変われる。 ／ 田舎の中卒元
ヤンが『バカと天才は紙一重』の
言葉を信じて東京で奮闘する物語
／ #11月100人達成 ／ #12月100
人達成 ／ #1月100人達成 ／ 世
界をザワつかせる男に一度会い
に来てくれ ／ 固定ツイート見て
ちょ↓↓↓
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

554 2335
月間獲得RT 月間獲得いいね！

124 1641
全ツイート数 リプライ数

553 400
ツイート数（引用RT含） RT数

118 35

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月27日 20時11分 ツイート日時 2月4日 11時43分 ツイート日時 2月23日 21時54分

リツイート 48 リツイート 15 リツイート

いいね！ 69 いいね！ 198 いいね！

推定インプレッション 11K～44K 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

2月下旬なので再度発信
カレンダークーポン

iPhone

2月:https://t.co/vBcac4AiWI
3月:https://t.co/zZU3ecml76

Android
sw2019feb96
sw201… https://t.co/loughiolJq

空にペルナが！

このタイプも新しい
https://t.co/8c01i8BAUR
https://t.co/zJD87IhnBT

珍しくギルドメンバー募集です！
ギルバト金3～赤1、占領戦寄りの
赤1

メンバー全員が挨拶や雑談チャッ
トするような賑やかなギルドです。
消化には厳しく、INしたら挨拶がマ
ナー

雰囲気が良く、私もお試しのつもり
が半年以上お邪魔してま…
https://t.co/lGCVmAmwZR

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

えすかで@サマナーズウォー

@895Popo

photo

11

17

Not available

推定インプレッション

300K～1.2M

サマナーズウォー楽しい！海外の
掲示板をもとにサマナ情報を発信
してます。それにちなんだYouTube
動画投稿も始めました。みんなで
サマナを盛り上げていきましょう！
https://t.co/fbFFERgT1d
@YouTubeより
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

61 2432
月間獲得RT 月間獲得いいね！

635 12814
全ツイート数 リプライ数

3200 2536
ツイート数（引用RT含） RT数

333 331

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月21日 22時45分 ツイート日時 2月20日 22時28分 ツイート日時 2月12日 1時2分

リツイート 138 リツイート 31 リツイート

いいね！ 1272 いいね！ 362 いいね！

推定インプレッション 31K～130K 推定インプレッション 7.1K～28K 推定インプレッション

久しぶりに親と話して
メンタル削られた話

「あなたは昔から何も出来ない」
「私に似て不器用なんだよ」
「あなたの為を思って言ってるんだ
よ」
「言うこと聞きなさい」
「私を悩ませないで」
「ちゃんとした仕事について」
「そんなのど…
https://t.co/FnnOwTWcoS

Twitterを始めた理由はなんです
か？って聞いて、意味がよく分か
らない言い訳を並べる人よりも即
答で

『お金です！』

と答える人の方が潔くて気持ちい
いー、信用出来る。本当はお金が
欲しいって思ってるのに、それを隠
していい顔してる…
https://t.co/AC2Po23ltZ

＼＼フォロワー2000人企画／／

■第1弾無料企画

たちばなが、
あなたの肩書きを"適当"に考えま
す

肩書きに悩んでる人は
リプしてくれると嬉しいです

※適当なので
気に入らなくても
怒らないでください(&gt;&lt;)
https://t.co/k0kThwxi2C

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

たちばな実績ゼロ育成家

@tachibanaNEET

photo

21

149

Not available

推定インプレッション

960K～3.8M

【実績は作れる】実績が無い人の
味方/実績０からTwitter開設1ヶ月
半でフォロワー1000人突破/経験
ゼロでオフ会主催とコミュニティ運
営を実施/実績作れば集客と営業
不要に/あなたの実績作りをサ
ポートします/元目立ち屋の22歳/
アイコン作@tumiwo
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

504 2294
月間獲得RT 月間獲得いいね！

409 4082
全ツイート数 リプライ数

2094 1298
ツイート数（引用RT含） RT数

541 255

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月3日 16時41分 ツイート日時 2月6日 9時20分 ツイート日時 2月24日 10時44分

リツイート 11 リツイート 9 リツイート

いいね！ 35 いいね！ 22 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

まぐろ解体パズルを買ったよ
https://t.co/8U7oLWFEdo

すぐ飽きるかと思いきや意外と楽
しんでます
https://t.co/TsZbZXTVfD

西野さん( .@nishinoakihiro )のブロ
グで朝からめっちゃ笑いました

でも素敵なコンビ愛

西野亮廣 「拝啓、カジサック様」
 ⇒ https://t.co/iRp71Brb35 #アメ
ブロ @ameba_officialさんから

\風邪の初期症状に/

『りんごの葛煮』
https://t.co/5oktVh8h2V

「本葛粉」は「葛根湯」の原料

1.りんごをすりおろす→3へ
2.①の代わりに:ハンドブレンダー
があれば鍋の中で直接ガーっと
3.本葛粉…
https://t.co/Gs2hh2eOTG

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

みすず砂糖なし若返り料理人

@misumisu0722

photo

7

25

Not available

推定インプレッション

710K～2.8M

健康のためお砂糖みりんなしのマ
クロビ→そのまま #糖質制限 へレ
シピ動画とゆる糖質制限メニュー
をダイエッターさんに向け発信中
添加物なし○○の素イヤレンジ不
使用/身体に優しいごはん心がけ
てます皆様の日々の食事の参考
になれば詳細プロフィールは固定
ツイートへ/TikTokYouTubeなど
やってます
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

396 2199
月間獲得RT 月間獲得いいね！

143 2439
全ツイート数 リプライ数

733 467
ツイート数（引用RT含） RT数

173 93

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月25日 22時3分 ツイート日時 2月9日 8時59分 ツイート日時 2月22日 23時4分

リツイート 5 リツイート 5 リツイート

いいね！ 33 いいね！ 51 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

室内でもやわらかさを意識して撮
影します

#salondephoto
#東京カメラ部
https://t.co/13fgheJUOS

はるねるさん撮影！
@haruneru7530

まだ無邪気さを残しつつ、今春に
は大学やめてフリーで活動する絶
賛伸び盛りの女子大生です！

ななえもんの #アホサロ 契機での
ご依頼でした @kameinanae

本日も豪雪…
https://t.co/y3D0ZLwVtj

フリーランスで稼ぎたいなら「宗教
家」になればいい

"ライターでなくとも、カネが稼げる
情報商材を売ったり、プログラミン
グで人生逆転講座を開いたり、宗
教家になれば喉がつぶれるまで生
きられる。

だが親が宗教家で悩まされた私に
とっ… https://t.co/95eCFG0f66

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

まんちゃ@複業カメラマン

@Ste_1C

photo

4

23

Not available

推定インプレッション

350K～1.4M

"複業"で写真を撮る人｜「伸びる
アイコン」と縁起が良いらしい｜ブ
ロガー・フリーランスから依頼多数
｜▼発信者を全力応援｜美女写
真を見ると視力が回復すると噂｜
広報と写真が好きです
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

2052 2210
月間獲得RT 月間獲得いいね！

310 3735
全ツイート数 リプライ数

1356 574
ツイート数（引用RT含） RT数

487 295

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月9日 18時6分 ツイート日時 2月27日 0時2分 ツイート日時 2月16日 18時19分

リツイート 20 リツイート 7 リツイート

いいね！ 75 いいね！ 46 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

台湾が好きすぎて移住した【台湾
ブロガー】
アジア旅や台湾のことを私の主観
でまとめてます★

ブログ
https://t.co/Izm3ZEsxXV

Youtube（チャンネル登録してね）
… https://t.co/GWndDPYJQ3

ちょ、ちょっと自慢してもいいです
か？

いちげ氏サロンのいちげしの弟子
「のしゃ @Nosshamaruko 」ちゃん
が私を描いてくれましたーーーー

あ、あの、素敵すぎはしません
か？
素敵すぎて震えております

あり… https://t.co/MvkSPiEKvF

台湾で使うコーヒー系の中国語

美式：アメリカン
濃縮：エスプレッソ
拿鐵：ラテ
榛果拿鐵：ヘーゼルナッツラテ
香草拿鐵：バニララテ
黑糖拿鐵：黒糖ラテ
牛：ミルク

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

Rie@台湾旅案内人

@rieasianlife

photo

6

49

Not available

推定インプレッション

520K～2.1M

#台湾ブロガー 旅案内人｜ 台湾
在住Youtuber→
https://t.co/JPBKRLwGaH ｜台
湾在住四年半。高雄 LOVE｜ オ
ズポケ女子 ｜ 中国語 もできる フ
ロントエンジニア ｜写真好き｜東
南アジア＆台湾の観光グルメなら
お任せ｜台湾旅行をブログでサ
ポート！
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

1630 2100
月間獲得RT 月間獲得いいね！

232 2296
全ツイート数 リプライ数

889 652
ツイート数（引用RT含） RT数

104 133

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月10日 17時30分 ツイート日時 2月8日 20時24分 ツイート日時 2月1日 21時16分

リツイート 64 リツイート 14 リツイート

いいね！ 105 いいね！ 143 いいね！

推定インプレッション 15K～58K 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

フォロワー2000人達成企画

日頃の感謝の気持ちを込めて

フォロバ100%
健康のアップデート企画

を行います！！

参加条件
①僕をフォロー
②このツイートをRT（引用も）

企画は抽選で5名様に「健康の無
料… https://t.co/JA9mOQpM3H

【健康を意識したら行かなくなる場
所６選】

①パチンコ屋（タバコと爆音が汗）
②コンビニ（買い物は基本スー
パー）
③ファストフード店（自炊重視）
④満員電車（ストレスの元）
⑤クラブ（深夜は寝てますw）
⑥カラオケ（オールは無理で…
https://t.co/joa00x84pG

Twitterをしていて思うのは
健康を疎かにしている人が意外と
多いなーと。

というよりも、健康の優先順位が
他のものに比べて圧倒的に低く感
じます。

「絶対に健康になりなさい！」とは
僕は思っていませんが、

健康でないと生活…
https://t.co/LBcp7JHbrm

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

まるお@健康のアップデート

@healthmaruo

photo

10

82

Not available

推定インプレッション

390K～1.5M

健康オタク起業家。筋トレが生き
がい。「健康の向上から人生の向
上へ」をモットーに #健康のアップ
デート をするための活動中。総合
的な健康に繋がる多角的な視点
で情報発信します。最近は鉄棒に
ハマってます。毎日1note更新中
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

1763 2328
月間獲得RT 月間獲得いいね！

2435 2346
全ツイート数 リプライ数

950 695
ツイート数（引用RT含） RT数

156 99

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月23日 7時39分 ツイート日時 2月18日 7時40分 ツイート日時 2月24日 11時48分

リツイート 486 リツイート 177 リツイート

いいね！ 283 いいね！ 80 いいね！

推定インプレッション 110K～440K 推定インプレッション 40K～160K 推定インプレッション

フォロワーさん2000人 感謝企画

第3弾

総額1万円相当 以上
XRP 200枚
ETH 0.3枚
KANADE 10万枚
BDA(今月上場) 4万枚

参加方法
①フォロー3人 協賛者含
私@rina_ma2
ラ… https://t.co/PHItahl9Xc

フォロワーさん 2000人突破 第2弾
女性を応援企画

プレゼント 各1名
女性スタバ 500円分チケット
男女RTの中からNANJ 5000枚

参加方法
フォロー
これをRT
女性「#女性だよ♀」…
https://t.co/61pu4J3lRU

蛇口 フォロー&amp;RT

アンケート

#CROSSexchange を利用している
方
原資(入金額)を引いた
現在の資産学(含み益)を教えて下
さい

含み益－入金額=回答額

=PR=
クロスエクスチェンジはこちら♀…
https://t.co/ASKx91uwQq

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

リナママXRP.ETHプレ企画開催中目指せ配当生活

@rina_ma2

photo

98

48

22K～89K

推定インプレッション

430K～1.7M

楽しい事大好き。2児のママが仮
想通貨やタダで貰えるAirdropを紹
介！たまにプレゼント企画も開催
目指せ配当 月10万円生活取引所
#クロスエクスチェンジ 推し2ヶ月で
50万円の爆益ブログで解説 $XRP
$ADA $EOS は配当貯蓄詐欺に注
意
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

1035 2101
月間獲得RT 月間獲得いいね！

92 3301
全ツイート数 リプライ数

963 414
ツイート数（引用RT含） RT数

464 85

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月27日 19時38分 ツイート日時 2月6日 20時42分 ツイート日時 2月22日 22時48分

リツイート 6 リツイート 6 リツイート

いいね！ 16 いいね！ 15 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

#キングオブエンブレム
是非買ってくださいー！！！！

キング・オブ・エンブレム Vol.1
https://t.co/GRZa761dh9

@king_of_emblem
https://t.co/gH7mr5zOYN

トレンド入り
#スポピザ
さすがです！！！！

後半も楽しみ！！！！！！

@kazukazeymkw
@maru_ryuya
@abiko_juku
@kensuke_nakai
@2tomman
https://t.co/XtAI1AP1oJ

もう人生で最後の売り子でした
勝ってよかった！

次からは…マンガを売りに
スタジアムにお邪魔する時がくるか
も！？！？
https://t.co/TKkCIyaxH8

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

東京くつなえちゃん

@nae_soccer2

photo

5

36

Not available

推定インプレッション

410K～1.6M

靴作ったり…ビーチサッカーやフッ
トサルを撮ったりする人です。/ デ
ザインも勉強中。/
#AVANTEOSAKA (ビーチサッ
カー)manager&PR /#名刺交換より
パス交換 Nikon D850 #BEATS
11/10～ 95年ゆとり世代
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

2452 2136
月間獲得RT 月間獲得いいね！

99 1794
全ツイート数 リプライ数

796 222
ツイート数（引用RT含） RT数

470 104

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月18日 13時0分 ツイート日時 2月12日 9時42分 ツイート日時 2月26日 22時49分

リツイート 29 リツイート 10 リツイート

いいね！ 51 いいね！ 20 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

お陰様でフォロワーさん2000人を
達成致しました

達成記念ありがとう企画

1このツイートをRT（RTのみ）

2アルパカFX(@alpaca1_fx)をフォ
ロー

3一言リプ

で、固定ツイートをRT致し…
https://t.co/GfbmLHu0VZ

FXトレードの状況です。FXに関す
る情報やニュースを配信中です。
2/12-
[稼働中のFX自動売買(MT4)]
・Angel Heart Lono
・Flashes USDJPY
・Scal_USDJPY
・EA_Blizza…
https://t.co/38O6GRx1zr

お陰様でフォロワーさん2000人を
達成致しました

達成記念ありがとう企画

1このツイートをRT（RTのみ）

2アルパカFX(@alpaca1_fx)をフォ
ロー

で、固定ツイートをRT致します奮っ
てご参…
https://t.co/0dQG1nIZy7

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

アルパカFX30代投資家兼ブロガー

@alpaca1_fx

photo

8

8

Not available

推定インプレッション

360K～1.5M

30代投資家兼ブロガー
（https://t.co/loPfFEIFmv）。FX歴
は7年で夫婦で副収入。タイ人の
奥さんが裁量メインで、私は自動
売買がメインです。 退場経験あ
り。 ｜元物販会社経営、エンジニ
ア｜タイでの投資教育を普及させ
たく2019年からタイに移住 #相互
フォロー
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

3649 2296
月間獲得RT 月間獲得いいね！

568 4115
全ツイート数 リプライ数

2859 1767
ツイート数（引用RT含） RT数

242 850

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月7日 16時30分 ツイート日時 2月1日 8時13分 ツイート日時 2月14日 9時24分

リツイート 256 リツイート 36 リツイート

いいね！ 684 いいね！ 97 いいね！

推定インプレッション 58K～230K 推定インプレッション 8.2K～33K 推定インプレッション

親孝行ってなに？

お金を渡す事？言いなりになる
事？

言われた通りに生きる事？

ぼくは、笑顔で楽しく暮らしていた
ら

親は喜ぶと思います

ぼくは親じゃないので

わかりませんが……

皆さんにとって親孝行ってなんで
すか？…
https://t.co/jurHvQSblN

2月の月間目標

・毎日「笑顔」の投稿
・平均ツイート目指せ「10」
・読了「4冊以上」
・トレーニング日「20日」
・ランニング走行距離「20キロ」
・浪費を「1万円まで」

そして
にっこり笑顔で過ごしまくる
2月もい…
https://t.co/O2sQWYSmkS

【バレンタイン企画】

フォロー・リプ・いいね・RT
どれかしていただい方へ

感謝のチョコの代わりに

フォローorフォローバック
固定ツイートのRT&amp;いいね

をプレゼント

本日限り

#バレンタイン #バレンタイン企画
#拡散希望 #企画だよ
#よろしくお願いします

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

スマイルプレゼンター・門垣直行笑顔で世界が変わる

@EGAO_no_musuko

photo

35

73

8K～32K

推定インプレッション

860K～3.5M

笑う門には福来る誰もが求める
「幸せ」-「幸せ」をもたらすのは誰
かじゃない自分自身 【心に"喜び・
感謝"顔は"ニッコリ"言葉は"あり
がとう"】喜びと笑顔溢れる発信を
しますガンガン絡んでいきます#笑
顔チャレンジ 実施中ーーーヘッ
ダー画像 @_Northgarage_
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

1886 2071
月間獲得RT 月間獲得いいね！

20 1625
全ツイート数 リプライ数

717 447
ツイート数（引用RT含） RT数

217 53

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月10日 18時43分 ツイート日時 2月12日 20時23分 ツイート日時 2月10日 20時21分

リツイート 5 リツイート 2 リツイート

いいね！ 21 いいね！ 5 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

そんぷ～さんのTKG会の後、
所用を終えてから帰宅すると、
届いてました

#じぶんコイン のCAPLARITYコイ
ンで交換したTシャツ
@caplarity さん、ありがとうござい
ます(*´`*)

全員揃って着て記…
https://t.co/W8pJwbGThq

気づいてすぐ参加してよかった
クイズまだの方、お早めに～
https://t.co/mEOGpaWcM1

そんぷ～さん @songpu_valu の卵
かけご飯の会にて

川縁社長 @hitomiriry から戴いた
ベーシックインコメ そんぷ～コイン
とてんてこ米

たみちんさん @tamitin0914 から戴
いた、ままごと兄妹2…
https://t.co/yyh2DK7FYP

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

タモレ☆釣り女部

@tsurijobu

photo

2

18

Not available

推定インプレッション

330K～1.3M

釣り好きオバサンエリアトラウト、
ハゼが最近のメインターゲット雑
誌ライター→ゲームシナリオライ
ター→プログラマ→アロマテラピー
アドバイザー→終活カウンセラー
←今ここインスタ
https://t.co/J6J2PmcgAVじぶん
コイン https://t.co/lVoB5it9nx
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

849 1996
月間獲得RT 月間獲得いいね！

397 4659
全ツイート数 リプライ数

479 365
ツイート数（引用RT含） RT数

87 27

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月23日 9時35分 ツイート日時 2月19日 20時16分 ツイート日時 2月19日 21時9分

リツイート 74 リツイート 74 リツイート

いいね！ 277 いいね！ 137 いいね！

推定インプレッション 17K～67K 推定インプレッション 17K～67K 推定インプレッション

#8000人の笑顔プロジェクト

ダーツプレイヤーも応援してま
す！！
北海道地震、怖いけど頑張ろう。
皆で頑張ろ！！
https://t.co/H8TUamPXrQ

皆様に『北海道安平町の小学生』
からお願いがあります。

8000人の笑顔の写真を送って欲し
いそうです。
期限は3/5…。

私はこの子供たちに、笑顔で卒業
していただきたい…
私はこのプロジェクトを先程知っ
て、写真を送りたいと思いま…
https://t.co/gAUcJEG62i

広まれー！！！

#今こそ #ダーツプレイヤーの結束
力
#子供たちの優しさ
#成功してほしい
#安平町 #8000人プロジェクト
https://t.co/ZQ2TntKWNn

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

コバヤシチサ【ダーツ】@secret

@chisa_secret03

photo

37

77

8.4K～34K

推定インプレッション

250K～1M

ダーツのプロやってます！ バレル
メーカーsecretよりchisa type2発
売中！！宜しくです♪ 気軽にフォ
ローしてください（ ¨ ）コメント・RTし
てくれた方フォロバしてます。
YouTube→
https://t.co/hdMBdbpSN9
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

792 2190
月間獲得RT 月間獲得いいね！

1011 4528
全ツイート数 リプライ数

3188 1436
ツイート数（引用RT含） RT数

364 1388

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月18日 8時31分 ツイート日時 2月5日 12時19分 ツイート日時 2月3日 10時53分

リツイート 73 リツイート 61 リツイート

いいね！ 377 いいね！ 185 いいね！

推定インプレッション 17K～66K 推定インプレッション 14K～56K 推定インプレッション

なんちゃらpay

増えたね～

LINEPay
Amazon Pay
Origami Pay
Google Pay
YOKA!Pay
Apple Pay
ファミPay
セブンPay
EPOS Pay
pixiv Pay
楽天P…
https://t.co/zCSa3gvS2m

【バレンタイン企画】

チョコレート送ってもらうの
はちょっとアレなんで、

僕に「クソリプ」下さい

内容はクソならOK

「4ね」とか「キモい」とかで

お礼に個ツイRT

フォローは任意
↑
してくれたら嬉しみ…
https://t.co/4nTkEh4q4Z

【節分RT企画】

おはんちは～

早々にいいねが押せなくなりました
ので

ウズウズしてます←誰?

拡散したいツイートに

#よた波

つけて下さい

拡散します

57万インプそこそこですが

効果あるやな…

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

よたさく@マネーブロガー

@toysysbibox

photo

41

114

9.3K～37K

推定インプレッション

900K～3.6M

マイスポンサー様めるしぃさん
(@6melshe9)ふぁん化信者猪突猛
進『マネーハックブログ』
https://t.co/xYBpulTGlZ運営中/
フォロワーさんをガンガンに絡み１
日1000いいね好物クソリプリッツ
イートが一番嬉しい#よた波/
https://t.co/Qqz4jB5xRA  ｼﾞｬｲｷ
ﾘ担当
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

407 1921
月間獲得RT 月間獲得いいね！

106 868
全ツイート数 リプライ数

310 75
ツイート数（引用RT含） RT数

108 127

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月11日 20時37分 ツイート日時 2月20日 17時55分 ツイート日時 2月19日 18時8分

リツイート 18 リツイート 7 リツイート

いいね！ 22 いいね！ 12 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

【求む拡散】

高知の山奥で1年修行しません
か？？

わんく2期生再募集！！

#超山奥
#シェアハウス
#ログハウス風
#メンター付き
#イベントあり
#4月から
#1年間
#フリーランス
#生きた方を選び直す
#都会に疲れた…
https://t.co/GXHIxVqaXm

【#coトラック 東海・関東まとめ】

毎度、お騒がせしております
m(._.)m

東海・関東地方での出来事をまと
めた記事を書きました！

イベント・インタビュー・宿泊・差し
入れなどなどで支援して頂いた皆
様ありがとうございました！…
https://t.co/3cRPxQ5eLU

青森十和田にある14-54は街に開
かれたオープンな交流スペース。

カフェ+コワーキング+ライブラリー
が合体した空間です！

高校生と役場の人と経営者とフ
リーランスと皆でワイワイやってて
十和田面白いですねー…
https://t.co/inFXivfsIm

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

ブルゾンみきお@軽トラハウスで日本一周！(現在は京都→鳥取)

@OOHORI_bicycle

photo

5

28

Not available

推定インプレッション

190K～740K

【日本を10周すべく脱サラした人】
東京でアウトドアできない環境に
悩み2017年に脱サラ→キャンプ道
具と自転車を車に積んで日本1周
目へ→途中の事故で頓挫→高知
の山奥でPC1台で稼ぐ修行→
2019年1月より #coトラック にて日
本10周旅の１周目を再開！やりた
い事を全部やるなら、日本10周く
らいしないとやりきれねぇ！
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

345 1843
月間獲得RT 月間獲得いいね！

64 905
全ツイート数 リプライ数

221 110
ツイート数（引用RT含） RT数

86 25

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月8日 12時56分 ツイート日時 2月21日 19時30分 ツイート日時 2月15日 17時16分

リツイート 11 リツイート 8 リツイート

いいね！ 71 いいね！ 38 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

学生がメンター（師匠）みたいな人
を選ぶときに「稼いでる額が多い
から」みたいな選び方はマジでや
めとけ！
世の中稼げる人はごまんといるか
らそれじゃあ全然いい人を選択で
きてない。
それよりも想いとか考え方とか、
「なぜその人が成功できるか」を考
えて学べる人を選ぶといいよ

暇な大学生は、バイトなんかで予
定を埋めずにとことん暇でいる方
がいいよ

暇だとフットワーク軽くなるし、チャ
ンスが来た時に思い切って飛びつ
ける

大学生は時間を作りやすいのに
忙しくし過ぎてしまい、知り合いに
は卒業してから後悔してる人も多
い

お金が大切であることなど、当然。
お金があれば選択肢をめちゃく
ちゃ広げられる。
だけど、お金のために周りを犠牲
にすることは不幸に繋がることは
知っておいた方がいい。

ハーバード大学が行った75年に渡
る研究に「人生を幸せにするのは
何… https://t.co/onkkHlQb2z

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

高橋亮祐｜Ryosuke Takahashi

@ryosuke_nu

photo

6

35

Not available

推定インプレッション

150K～580K

名古屋大学工学部｜名古屋の学
生起業家｜株式会社Acompany
CEO｜たまにブログ書きます→
https://t.co/UGjuoWY7jm ｜ たま
にnote書きます→
https://t.co/xo6EhIPidg｜
Blockchainにコミットしてます。
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

2906 2188
月間獲得RT 月間獲得いいね！

275 5702
全ツイート数 リプライ数

2120 1671
ツイート数（引用RT含） RT数

361 88

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月18日 19時38分 ツイート日時 2月14日 10時29分 ツイート日時 2月9日 10時56分

リツイート 37 リツイート 17 リツイート

いいね！ 175 いいね！ 89 いいね！

推定インプレッション 8.4K～34K 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

フォロワーさんつながり企画

1700名チェックで
プロフに
ママパパコドモ
ある人を紹介！

※相互フォローあまりしたくない方
とかもいるかと思います。ご理解
のほどよろしくお願い致しますmm

※敬称略
ほたる…
https://t.co/paR34Uwpa8

myリスト整頓中！

【ママ・パパ・こども】関連つながり
に、

「追加してもいいよー！」という方
は、

このツイートにリプ

またはDM

にて、ご連絡お願いします！！！

※削除して欲しい方はDMでmm

こんな人とつながりたい

アクション仮面
仮面ライダー
怪獣の中の人
魔神ブゥより強い人
第三の目を持つ人
四次元ポケットをくれる人
人差し指で家を持ち上げられる人
ウィンクで５万人の女子を気絶させ
られる人
時間… https://t.co/K4HzAGwrNS

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

わたももﾏﾏﾊﾟﾊﾟ推進中

@fancycheck

photo

8

67

Not available

推定インプレッション

690K～2.8M

基本的にふざけてると思って面白
さが栄養。面白いは平和()まれに
ブラック出る//４歳ひとり高齢出産
//人生闇鍋→何でも良し！//つな
がりはオン＆オフで心理テスト：自
尊心・自己肯定感高め// 強みテ
スト３位まで=ユーモア・親切心・創
造性//ブログは自己紹介的な//
心の相談可春麗らかに過ごそうね
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

541 1882
月間獲得RT 月間獲得いいね！

98 2607
全ツイート数 リプライ数

1234 975
ツイート数（引用RT含） RT数

183 76

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月8日 17時30分 ツイート日時 2月7日 13時4分 ツイート日時 2月22日 15時2分

リツイート 18 リツイート 14 リツイート

いいね！ 117 いいね！ 37 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

♀こんな人と繋がりたい

本好き
旅してる
田舎暮らし
子育てしてる
YouTube攻略中
食べることが好き
全国各地で直接会える
毎朝おはよう言い合える
自給自足や狩猟に興味ある
移住&amp;起業ママを見…
https://t.co/HbdcOXWyEp

愛媛のポストは抱きつきたくなる
かわいさよ
https://t.co/dCM48oR6Mx

本を使った交流会book party
やります！

3/23（土）
14:30～16:30

目的
本を持ち寄りディスカッション形式
のワークで問題解決をする

場所
新宿のブックカフェ

参加費
無料

こんな人におすす…
https://t.co/ThIfzUwJQo
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ちなつ@包容力であなたをサポート

@mikanlifelog

photo

12

79

Not available

推定インプレッション

440K～1.8M

人生はあなたのオーダー通りに
なっている。いじめ、うつ、離婚を
乗り越えた3児のママ社長。本当
に大好きで楽しいことを仕事にす
るプロ。愛媛に移住し自給自足/
本を通して人と交流し気づきを得
るBook Party主催/リーディング
ファシリテーター
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

620 1751
月間獲得RT 月間獲得いいね！

105 2561
全ツイート数 リプライ数

242 161
ツイート数（引用RT含） RT数

65 16

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月8日 7時50分 ツイート日時 2月17日 13時6分 ツイート日時 2月14日 23時39分

リツイート 34 リツイート 14 リツイート

いいね！ 620 いいね！ 267 いいね！

推定インプレッション 7.7K～31K 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

もう大学生は2ヶ月の春休みに
入ってるんですけど

朝早く電車に乗った時
電車で単語帳開いてる高校生見
ると

"なんで一般の大学生は高校生よ
り
  なにもやらないんだ"
と思ってしまいます、笑

毎朝早く起きて、勉強もきちんとし
て。
高校生、えらい

私も負けられないっ

大学生は1年生の間に
1度海外に出た方がいい

1度海外に行くと
多くの人は留学を考える

早ければ早いほど
後々のプランが立てやすいし
知らない世界を見ておく事に損は
ない

留学行く人は
1度海外に出る事によって
"知らない世界…
https://t.co/lznqW0hDHN

本当申し訳ないんですけど
留学始まったばかりなのにこの金
額の出費不安で
もう１つの乗り換えでも取られてし
まう予定なので、、
宜しければお願い致します。。

https://t.co/TlfaslVji2 #polca
@polca_jp より
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はる/頑張ってる系JD2

@harucan0616

photo

12

43

Not available

推定インプレッション

150K～600K

ゆるふわバリバリ女子|斬新な視
点でバズ連発 大1|海外インターン
起業イベントイベント企画 大2|ス
タートアップで新規事業修行カナ
ダへ留学挑戦歴|Ruby修了|東京
大阪ヒッチハイク|TV出演|ビジコン
優勝|ささるツイート提供
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

154 2105
月間獲得RT 月間獲得いいね！

615 4479
全ツイート数 リプライ数

1002 217
ツイート数（引用RT含） RT数

436 349

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月26日 21時0分 ツイート日時 2月24日 12時26分 ツイート日時 2月3日 22時33分

リツイート 72 リツイート 64 リツイート

いいね！ 87 いいね！ 367 いいね！

推定インプレッション 16K～66K 推定インプレッション 15K～58K 推定インプレッション

【フォロワーさんに恩返し企画！】

本日、フォロワーさんが2000名を
超えました

これを記念して、みなさんの固定
ツイートをRTします！

〈条件〉
①僕のアカウント（@yamasanlife）
をフォローしていること。

②こ… https://t.co/bhRjZIGciq

僕が就活生のとき、集団面接・GD
で落とされたことは一度も無かっ
た。

意識したことはただ１つ。

「相手の発言に対して相づちを取
り、笑顔でうなずくこと」

これだけ。

これでどんな選考も通った僕は
悟った。

「どうやら日本の会社…
https://t.co/mWPipbDQpl

【総合商社で身につくスキル・業務
外編】

飲み会セッティングのスキル
裸芸のスキル
朝まで飲み続けるスキル
お客様を気持ちよくする接待スキ
ル
根回しをするスキル
合コンを組みまくるスキル
平気で浮気をで…
https://t.co/qDSPJvE4KY
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やまさん@タイ駐在員×副業家

@yamasanlife

photo

57

340

13K～52K

推定インプレッション

420K～1.7M

総合商社→若手のタイ駐在員で
す / 「海外駐在員×副業家」を
やっています/ キャリアとお金に関
するツイートがメイン / 商社マンと
してのキャリアに不安感  今後の
キャリアを模索中 / noteはこちら
https://t.co/YZJo8JGsGX / 質問
はこちら
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

1152 1739
月間獲得RT 月間獲得いいね！

552 4174
全ツイート数 リプライ数

3170 841
ツイート数（引用RT含） RT数

770 1559

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月24日 21時46分 ツイート日時 2月16日 11時21分 ツイート日時 2月22日 15時56分

リツイート 56 リツイート 18 リツイート

いいね！ 216 いいね！ 84 いいね！

推定インプレッション 13K～51K 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

看護師＝優しい

という幻想はどうか捨て去って
ください。

キツイです。 シビアです。
最悪の事態を避けたいので。
無責任な回答と時間の無駄
無計画を嫌います。

ゆるふわなパートナーを望む人は
回れ右をオススメします。

餅は餅屋さんには敵わない。
と、以前からツイートしています。

医療は医療の専門家
福祉は福祉の専門家
法律は法律の専門家
に
素人は到底敵いません。
何を根拠にこのような発言をする
かというと専門家の勉強量と扱う
ケースのガチさとリスクを知るから
です。

看護師が病気や怪我をすると、
仲間や上司から非難されたり
すごい責められたりしやすい気が
する。｢あなたはプロとして健康管
理が｣うんたらー  泣いている仲間
や
後輩沢山いた。
何でだ。

看護師が病気や怪我をして優しく
声かけてくれる…
https://t.co/r0knz8ySlc

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

やぶなーす

@YabuNurseAzure

photo

16

93

Not available

推定インプレッション

770K～3.1M

37歳｛大検合格(現 #高卒認定 )｝
12年前DV事件を告訴した体験記
blog書いています。(プロフの下の
です。)横浜市災害支援看護師/オ
レンジリボンサポーターカトリック
信徒 洗礼名 アガタ /シングルマ
ザー（12歳3歳）/特技フィギュアス
ケート
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

1805 1841
月間獲得RT 月間獲得いいね！

52 978
全ツイート数 リプライ数

3127 2399
ツイート数（引用RT含） RT数

346 382

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月19日 15時56分 ツイート日時 2月27日 0時58分 ツイート日時 2月23日 11時57分

リツイート 3 リツイート 2 リツイート

いいね！ 25 いいね！ 8 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

禿たん@prohageitar のオススメの

DHC亜鉛を買った60日で540円は

安い！
https://t.co/hWUKHM9FDR

喋り方がクセがある外国人だけど

J POP愛は確か！

こういう音楽の説明は新鮮やん( ´
▽ ` )

外国人が解説する、米津玄師
「Lemon」の日本語のクセが強すぎ
たwww
https://t.co/WhSeGWMZmc

この春はこの人達を推していきま
す

～猫の日界の第一人者～
@fatina_mia

～二度寝の守護星～
@Karen10910

～はてなブログの生まれ変わり～
@maiko_mode
#春の推しメン晒し祭り
 https://t.co/7Htkbj1Zii
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たくらく@あいさつニート次世代起業家勉強中

@kodaku31

photo

2

14

Not available

推定インプレッション

790K～3.2M

会社を自己都合退職と言う名のリ
ストラ／ヒキニートになる／ただい
ま加藤将太さんの次世代起業家
育成セミナー勉強中／あいさつの
大切さに気づき挨拶頑張ってます
♪／自分が住む国を愛する事は
右も左も関係ない／真実を見つめ
て発言／小説家になろう好き／副
業はブログと無在庫転売 #基本
フォロバ
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

1904 1692
月間獲得RT 月間獲得いいね！

137 2207
全ツイート数 リプライ数

1593 631
ツイート数（引用RT含） RT数

539 423

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月6日 16時52分 ツイート日時 2月27日 13時48分 ツイート日時 2月20日 9時42分

リツイート 28 リツイート 15 リツイート

いいね！ 59 いいね！ 72 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

雪上カーニバルは中止です。
https://t.co/6wLQk6Yuqh

今日のニッカンスポーツ新潟版
https://t.co/McoEYUuCzq

今日のニッカンスポーツ新潟版
https://t.co/7tIHizM829
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naoもにかんず@ひまわり【YKD】=由佳研究同好会

@naozirou110

photo

15

86

Not available

推定インプレッション

490K～2M

心に太陽ある限り何があってもヘ
コタレナイ！俺たちひまわりさ！無
言フォロー失礼します。
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

1497 1671
月間獲得RT 月間獲得いいね！

55 928
全ツイート数 リプライ数

518 122
ツイート数（引用RT含） RT数

243 153

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月16日 0時28分 ツイート日時 2月15日 18時18分 ツイート日時 2月23日 19時32分

リツイート 8 リツイート 6 リツイート

いいね！ 24 いいね！ 9 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

たこ焼きのたこばさんにダイバー
キリンの企画のポスター貼らせて
もらいました！
菅原店と大隅店があります。

一緒にお得な情報も貼ってもらう
ので是非見てね。

たこばのたこ焼き、ほんまに冷め
ても美味しいし、マスターは人情深
くて、ザ大阪…
https://t.co/jhYMrpyyGa

【みんな、見て】

アトリが明後日で丁度オープンか
ら1年になりますが、
この度京都のカルチャーWebマガ
ジン「アンテナ」に取材してもらっ
て、
アトリについてがっつり語りまし
た。

東淀川区在住の方も、ライブハウ
ス界隈の方も、是非…
https://t.co/vtPQnhntXP

藤山拓音出しから良い。。。
@tochanto @atri_awaji
そして勝手に入るコーラス
https://t.co/l91jZ44En6
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モリヤンヌ(ダイバーキリン)

@hallo_moriyanne

photo

5

18

Not available

推定インプレッション

240K～940K

スタッフ全員バンドマンの小さなお
店【Cafebar&musicアトリ】 の代表
｜【ダイバーキリン】のドラム｜
マーケティング｜Web系｜猫｜ヤ
モリ｜自然が好き｜ハイ＆ロー激
しめ｜がんばらなくても楽しいこと
が続けられる場所を作るために、
頑張っています。ゆっくり行こう
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

578 1623
月間獲得RT 月間獲得いいね！

276 1217
全ツイート数 リプライ数

925 149
ツイート数（引用RT含） RT数

394 382

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月27日 8時49分 ツイート日時 2月3日 20時15分 ツイート日時 2月6日 20時25分

リツイート 22 リツイート 16 リツイート

いいね！ 31 いいね！ 36 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

実感として「誰かに頼ってはいけな
い存在」だと認知するのは、いじめ
の被害者や、うつ病を罹患してし
まった人の心理的な困窮度合いと
共通する様に思います。

人に頼るとかお願いするだなんて
ことを「自分」が「してはいけない」
ものだと思ってま…
https://t.co/zQkArPYX3d

子ども食堂を営利企業が、その事
業規模の中で取り組むことに問題
はないと思うけど、崇高なる福祉
的にはNGなのか…な。

えらてんさんの言い分、的確だと
思うな。

ファミマがこども食堂やることに何
故か文句つけた藤田孝典氏へ
様々な批判が集…
https://t.co/2n7rd8oVcx

#スポピザ がなんだか賑わってる
けど、来週、新潟ではメチャクチャ
熱いイベントやりますからね！

テーマは『地域のストーリー型エン
ターテイメント経営』です！

最前列、まだ空きがあります！

#スポーツの未来に僕たちができる
こと @…
https://t.co/mEPBN4FnZY
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遠藤 涼介/ Endo-san

@ryosuke_endo

photo

11

28

Not available

推定インプレッション

340K～1.3M

#スポみら （元 #スポーツの未来
に僕たちができること ）オーガナイ
ザー。 第一弾、新潟経営大学イベ
ントの資金調達を目的に行ったク
ラウドファンディングは3サイトで募
集し、すべて目標達成（総合達成
率140％）#新潟 を #許容度の高
い エリアにすべく活動中。
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

1062 1605
月間獲得RT 月間獲得いいね！

93 1112
全ツイート数 リプライ数

219 145
ツイート数（引用RT含） RT数

71 3

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月11日 10時5分 ツイート日時 2月1日 22時34分 ツイート日時 2月2日 16時4分

リツイート 14 リツイート 8 リツイート

いいね！ 111 いいね！ 207 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

僕が考える
仕事が出来ない人の10の特徴

①金にルーズ
②時間にルーズ
③約束を守らない
④人の話を聞かない
⑤自己検証の概念がない
⑥重要な連絡に返信が遅い
⑦メモを取るが行動はしない
⑧ミスを他人や環境のせいにする
⑨他者の…
https://t.co/OPF2iDLCz5

最近
一緒に事業したいと言って提案し
てくれる人が増えて嬉しいんだけ
ど

会いたいって言われて会ったら
してる事を淡々と話され続けても
一緒にしたいと思えない

僕はあなたが何故それをしていて
どんな人を助けたいのかに興味あ
る訳で

あ… https://t.co/VdQuVzo6cq

弊社で採用始めます！

アルバイトを2人
ライターとデザイナーを募集してま
す！

デザイナーは、Webもしくはグラ
フィックができる人です

人の幸せの為に頑張れる暖かい
考えの人や、成長意欲が高い人が
好きです

メディアは僕のプ…
https://t.co/keqNjWqybG

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

津田 裕大(Yudai Tsuda)@元営業全国トップのIT起業家

@yudaitsuda31

photo

6

19

Not available

推定インプレッション

130K～530K

株式会社Tech Design代表取締役
(22)/Webデザイナー→全国トップ
営業マン→学生起業→現在Webコ
ンサル事業.メディア事業.自治体
向け防災事業を行っています。あ
んまり固い人じゃないよ気軽に話
しかけてください♪
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

2151 1729
月間獲得RT 月間獲得いいね！

269 3717
全ツイート数 リプライ数

1930 1302
ツイート数（引用RT含） RT数

415 213

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月4日 8時25分 ツイート日時 2月2日 17時35分 ツイート日時 2月6日 23時16分

リツイート 9 リツイート 9 リツイート

いいね！ 35 いいね！ 73 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

毎年何でこうなるのか…
もうさ、来年から恵方巻の
販売はやめない？
恵方巻食べたい人たちは
家で作ることにしようよ。

来年はさ
【恵方巻は家で作ろう】
とかキャンペーンしていこうよ

余りすぎ…恵方巻きの材料、豚の
飼料に…
https://t.co/UVhxcsK5Zs

わたしは
気になった人は
ドンドンとフォローしてしまう

そして
フォローしてくれた方も
フォローしてしまう

でも
あんまり合わないなぁ
とか思ってしまった時
あなたのフォロワー枠から
そっと去る…

相互の場合は
離れずに見…
https://t.co/rjOo3Thzxc

2月3日に申し込んだ
Amazonアソシエイト・プログラム
承認されました♪

よかった！！嬉しい( ;∀;)

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

タル@紙の魔法使い

@tarumi_chi

photo

8

234

Not available

推定インプレッション

560K～2.2M

色々な紙に魔法をかけ原寸大の
薔薇や椿など現存する花や創作
の華を作っている紙アート作家ゾ
ンビ・ホラー映画ヲタク｢いいね｣は
既読の合図アート作品に興味を
持って下さる方は #タル作品集 へ
私の想い･考えは #タルさんメモ
にブログは雑記で色々なことを書
いてます
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

154 1617
月間獲得RT 月間獲得いいね！

196 4637
全ツイート数 リプライ数

1817 1693
ツイート数（引用RT含） RT数

109 15

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月13日 12時3分 ツイート日時 2月2日 23時6分 ツイート日時 2月26日 8時8分

リツイート 30 リツイート 13 リツイート

いいね！ 94 いいね！ 95 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

＃Twitter究極戦略　note。
がんそん(@gunson_sns
)K(@kuma_500 )の初対談。
司会たつのん(@tatsu_note )

3人は何を語ったのか。

＃星影秘書室
完全バックアップイベント。

発売…
https://t.co/AwN8AnhQHg

人の能力はデコボコだ。

私にあるもの
あなたが持ってるもの
合わせたら
最強になれる。

そんな相手が
必ずいる。

あなたが持っている能力は
誰かが持っていないもの。

あなたが当たり前にしていること。
それを当たり前にできな…
https://t.co/fVcHZtRICQ

死は身近だ。

私の友人も何人か亡くなっている。

事故
病気
自殺…

もう二度会えないあの人たちに思
いを馳せる。
果たして彼らは
後悔してないだろうか。

私も、あなたも
明日を迎えられるかわからない。

やれることは
今を精…
https://t.co/uMcIqMzFAN

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

星影(ほしかげ)みんなの秘書

@hoshikage_86

photo

11

158

Not available

推定インプレッション

520K～2.1M

全力で進む人をそっとサポートサ
ロン運営補助から雑用までなんで
もござれな万能秘書！ 器用貧乏
こそ輝けるのがサポートだ！あな
たの強みを見抜いて、自信を与え
る太陽のような存在になるいろん
な人と関わって、みんなの架け橋
になる星影秘書室運営中！#星影
秘書室 ＃人類皆有能
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

373 1562
月間獲得RT 月間獲得いいね！

277 3693
全ツイート数 リプライ数

2295 1624
ツイート数（引用RT含） RT数

547 124

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月12日 22時4分 ツイート日時 2月10日 12時58分 ツイート日時 2月25日 20時47分

リツイート 49 リツイート 10 リツイート

いいね！ 54 いいね！ 88 いいね！

推定インプレッション 11K～45K 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

【フォロワー１５００名記念　限定ス
タバマグプレゼント】

気づいたらしれっと１５００名
皆さんいつも応援ありがとうござい
ます

その記念として
「スターバックス出雲大社店限定
マグ」
を１名様にプレゼント

【条件】
ぷー… https://t.co/YqKQsqVuEh

失礼な人、自分に敵意を向ける人
に出会ったら、すぐ距離を取りま
しょう。

正にこれですね。

一秒でもその人の敵意に反応して
エネルギーを奪われるのがもった
いない https://t.co/szEKlEoWjs

【みんなで瞬間英作文休講のお知
らせ】

ここのところ休みが続いており申し
訳ありません！

少々体調が良くないため、立て直
しのために今日は休講とさせてい
ただきます(~_~;)

リツイートしていただけると助かり
ます

#みんなで瞬間英作文

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

ぷーしま@瞬間英作先生2/20（水）23:15

@shimapu927

photo

9

25

Not available

推定インプレッション

590K～2.3M

英語パーソナルトレーナー/ 瞬間
英作文練習会を毎日夜22:30頃放
送中 / うつ病でも / 早稲田合格
/ 英検準一級 / TOEIC910点 /
６ヶ月TOEIC350点UP/ 寝ながら
できる超効率勉強法を発信中 /
YouTube:
https://t.co/BHBr8G2buN /個別
指導のお問い合わせはDMで

1540

1545

1550

1555

1560

1565

2月1日 2月4日 2月7日 2月10日 2月13日 2月16日 2月19日 2月22日 2月25日 2月28日

フ
ォ

ロ
ワ

ー
数

No.93No.93 ～

104



集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

993 1594
月間獲得RT 月間獲得いいね！

12472 38741
全ツイート数 リプライ数

1067 762
ツイート数（引用RT含） RT数

239 66

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月16日 21時18分 ツイート日時 2月18日 9時18分 ツイート日時 2月17日 21時28分

リツイート 11923 リツイート 132 リツイート

いいね！ 33738 いいね！ 487 いいね！

推定インプレッション 2.7M～11M 推定インプレッション 30K～120K 推定インプレッション

パパ皿洗う→パパ偉い
パパごはん作る→パパ優しい
母用事でパパにこども預ける→パ
パ偉い
パパとこどもでお出かけ→パパ偉
い
パパ仕事→毎日お疲れ様

ママ家事→あたりまえ
ママとこどもでお出かけ→普通す
ぎる
ママ仕事→こどもは？…
https://t.co/sszTa1qUi4

夫婦トラブルって考えのズレがあ
るとどんどんこじれてく…

♂｛飲みに行ったら妻がすぐ怒
る！)by夫

この場合、妻は「旦那が飲みに行
くこと」に怒ってるのではなく、「旦
那はすぐ飲みに行けるのに私は
一人で外にも出れらない」ことに…
https://t.co/qzlFWhCjji

パパさん！こういう事に関心を持っ
て、奥さんに話を振ってみて！

・予防接種
・保育園や幼稚園に関すること
・こどもがどれだけ成長したか
・どれだけ出来ること増えたか
・何に気をつけて接したいか
・どんな子になってほしいか

一緒に… https://t.co/J7z9ud7V9l

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

ゆみか育児版アットコスメつくる

@nene_946

photo

54

248

12K～49K

推定インプレッション

2.8M～11M

娘も自分も大切にしたい1才児マ
マ育児用品の正しい情報が得ら
れないことに問題意識を持つ→娘
0才の時にクラファン挑戦 →成功
→育児用品クチコミ投稿サイト
nene開設→正式リリース目指し奮
闘中！某ツイッター運用チーム！
スポンサー様@saeki1070 大戸
村:@misadon14 #爽サロ

1510

1520

1530

1540

1550

1560

1570

1580

1590

1600

1610

2月1日 2月4日 2月7日 2月10日 2月13日 2月16日 2月19日 2月22日 2月25日 2月28日

フ
ォ

ロ
ワ

ー
数

No.94No.94 ～

105



集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

2381 1554
月間獲得RT 月間獲得いいね！

38 980
全ツイート数 リプライ数

341 173
ツイート数（引用RT含） RT数

93 75

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月12日 22時53分 ツイート日時 2月6日 22時14分 ツイート日時 2月14日 7時41分

リツイート 7 リツイート 3 リツイート

いいね！ 34 いいね！ 17 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

【悪口を言ったらダメな本当の理
由】

・ストレス発散で悪口言うと逆にス
トレスホルモン出るんだって！
→認知症の発症リスク3倍なるらし
い

・悪口言うとコルチゾールってスト
レスホルモンが出る
→免疫力の低下を引き起こすらし
い

アウ… https://t.co/f31Xw6nAag

そーか、この視点が足りなかった
のかー。
完全に行き詰まりしてたー
https://t.co/KJ6LJmS5Ve

おはよーございまするー

今日はアレですな。

うん、男の人がソワソワするアレの
日ですな。

女子も頑張るアレの日ですな。

みんな幸せになればいーなーの
日。

自分も待ってます。

チョコは無理だから

いいねのを。

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

ダブレイ

@00daburei

photo

2

21

Not available

推定インプレッション

170K～690K

32歳。171㎝、64キロ。 死ぬまでに
やることリストを作成し自分が本来
送りたい人生に近づけるよう頑
張ってます。ちなみに病気持ちと
かではないです今年はラインスタ
ンプ作る、気球乗る、馬に乗る、軍
艦島に行く、献血するってのを目
標にやってます。ダイエットはめっ
ちゃ得意です！10キロ以上を2回
落とした実績ありますよー！
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

371 1598
月間獲得RT 月間獲得いいね！

1087 11163
全ツイート数 リプライ数

921 381
ツイート数（引用RT含） RT数

327 213

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月18日 8時11分 ツイート日時 2月12日 13時30分 ツイート日時 2月2日 20時53分

リツイート 205 リツイート 139 リツイート

いいね！ 1237 いいね！ 962 いいね！

推定インプレッション 47K～190K 推定インプレッション 32K～130K 推定インプレッション

夫は今だに、寝かしつけが終わっ
て部屋から出てきた私に

ありがとう、と必ず言う

私も毎日保育園に送りに行ってく
れてる夫に

ありがとう、とラインする

夫婦だから、言わなくても伝わると
か
口に出さないけどいつも感謝して
るとか…
https://t.co/2b8zaYPhUP

明日病院連れてってあげたら？

とか気軽に言うパパがいたら、
どうか一回自分で連れてってみて
ください。

めちゃくちゃ大変だから。

大人あと1人欲しいぜってなるか
ら。

やってみないと、何が大変なのか
想像つかないんだよねきっと。

育てやすい子だよね
と

周りに言われたことがあるママさん

"この子は育てやすい子だから全
然大丈夫…"

ちょっとした辛さを飲み込んでいま
せんか？

良いんだよ、辛いって言って。

子育ての辛さは他の人とは比べら
れないんだから。

＼辛いって言って、良いんだよ／

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

みゆまむ@がむしゃら系ワーママ

@miyumam2525

photo

110

568

25K～100K

推定インプレッション

330K～1.3M

フルタイムワーママブロガー夢は
夫婦で本を出すことタイトルは→"
うちの夫はスーパーイクメン"♂育
児頑張ってるママパパ応援団長に
なりたい娘は超パパっ子&おしゃ
べりな1歳9ヶ月シャンプー詰め替
えてくれる神旦那エピソードで複
数回バズってます育児で辛い思い
する人を減らしたい！！レッツ神
旦那化
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

652 1557
月間獲得RT 月間獲得いいね！

124 2128
全ツイート数 リプライ数

1375 848
ツイート数（引用RT含） RT数

343 184

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月27日 13時42分 ツイート日時 2月25日 23時26分 ツイート日時 2月26日 15時0分

リツイート 12 リツイート 7 リツイート

いいね！ 41 いいね！ 18 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

すたはぴをﾌｫﾛｰする理由

転職15回経験した仕事の裏側
借金500万円～ﾌﾘｰﾗﾝｽ過程
ｵﾝﾗｲﾝｻﾛﾝ10個以上経験談
40代～50代のｲﾝﾌﾙｴﾝｻｰ話
朝活でおはようの挨拶
ノリで巻き込む破壊力
… https://t.co/GCwzYcfW9p

AmazonAudible~3月14日(木）まで
無料体験キャンペーンしてます
よ！
・車の移動や電車の移動に耳から
本の内容が入ってくる
・私は農作業や、休憩時にサクっ
と聞いてる☆
ホリエモンさん @takapon_jp の多
動力も無…
https://t.co/6hg8ARfM2Q

タイムセールプレゼントのお時間で
す！
はやくリプしてくれた方対象！
フォロワー様限定です！
①子供用レギンス90サイズ秋～冬
用
②sweet付録
Maison de FLEUR、キルティング長
財布&amp;花柄ミニポーチ
③ゆうこすブラン…
https://t.co/kVz61vcA5v

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

すたはぴ@ご縁を結びつける人

@starhappyhiyoko

photo

6

7

Not available

推定インプレッション

420K～1.7M

転職回数10年で15回借金500万
円~大逆転目指し2年間でｵﾝﾗｲﾝｻ
ﾛﾝ10個以上渡りあるく/現在
Twitterで収益発生中【外注ツイー
トチーム所属】+副業7ヶ月で10万
円達成/今年フリーランスになりま
す /40~50代ｲﾝﾌﾙｴﾝｻｰを応援
中！お問い合わせはDMへ
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

853 1445
月間獲得RT 月間獲得いいね！

205 976
全ツイート数 リプライ数

978 347
ツイート数（引用RT含） RT数

419 212

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月21日 20時12分 ツイート日時 2月1日 7時13分 ツイート日時 2月24日 21時54分

リツイート 4 リツイート 4 リツイート

いいね！ 12 いいね！ 31 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

超共感

・習慣化できることをやる
・完璧主義を捨てる

これはとても重要なこと

完璧を追い求めることは素晴らし
いことなんだけど、実際は「完璧」
なんてものはない

ズレやブレ、誤差が0になることは
ぜったいにない…
https://t.co/VxpETkSdNy

【3/1 千葉県市川市唯一の疲労回
復専門ジムOPEN】

疲労回復専門ジム『LOHASKIN(ロ
ハスキン)』のオープンに先立ち、
先行予約を受付中です

カラダの疲れを抜き、疲れないカ
ラダを育て上げていく「ダイエットジ
ムでもリラク…
https://t.co/SYTE3HlZ8U

たとえば怒りをもたらす人がいるの
なら、その人とは徹底して距離をお
くことが大切。

ぼくは「こいつむり」と思ったらも合
わせないし、笑顔も一切みせない。
そのくらい徹底する。相手に「あ、
きらわれてるな」ってわからせる。

このくらいしな…
https://t.co/LOqAJWetdw

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

ぎん影武者トレーナー

@GinchanT

photo

3

12

Not available

推定インプレッション

320K～1.3M

【ジブンを輝かせたいひとの味方】
あなたの影武者となり肉体改造を
実現/オンラインダイエット・アス
リートのフィジカルコーチをしてい
ます/毎月1名限定、1ヶ月専属ト
レーナー契約実施/オモテの顔は
飲み歩き営業とSNSマーケティン
グで集客する24時間フィットネスジ
ムの店舗マネージャー&疲労回復
専門ジム経営者
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

106 1469
月間獲得RT 月間獲得いいね！

906 6401
全ツイート数 リプライ数

1495 1052
ツイート数（引用RT含） RT数

417 26

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月23日 17時21分 ツイート日時 2月4日 21時25分 ツイート日時 2月25日 18時13分

リツイート 55 リツイート 54 リツイート

いいね！ 197 いいね！ 235 いいね！

推定インプレッション 13K～50K 推定インプレッション 12K～49K 推定インプレッション

今が一番若い。

何を始めるにも遅いはない。

・こんな年からなんて。。
・後10才若かったら。。
・もう今更やで。。

こんな事言ってるうちにどんどん
老けていくんやで。何を始めるにも
今が一番若い。やりたいなら挑戦
しよや。

やら… https://t.co/ZMkKp3ApNx

みんなー！

いきなりなんだけど、メルマガって
かなり稼げるって知ってる？？サ
イト作成の比じゃないよw

今日は僕が学生の頃に友人達と
100万円稼いだメルマガ運用術を
一気にツイートで公開するで！

興味ある、オモロいって思った人
はさくっとRTしたってやー！

じゃあいくで！

もっと自分らしく生きてええんやで。
押し殺すな。自分らしさはすぐに死
ぬ。

やりたい事、好きな事、我慢せずに
やればええ。周りの目は思ってる
よりあなたを見ていない。

バカにされてもその一瞬だけ。笑
われても一瞬だけ。

やらんかった後…
https://t.co/oym0jmMzPG
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かったん実践力の高め方

@k_jissen

photo

37

140

8.4K～34K

推定インプレッション

430K～1.7M

年商7000万の大阪商人♂実績ゼ
ロから稼ぎたいならフォロミー0→
1|絵に描いた落ちこぼれ。高校も
大学も留年し18年学生を務めた。
祖父の死を機に商売の道へ…65
年企業の3代目|Twitter開始2ヶ月
で1000フォロワー達成| 成功した
いなら愚直に #実践しろ | マネタイ
ズコンサル依頼はDMへ
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

1334 1391
月間獲得RT 月間獲得いいね！

186 1902
全ツイート数 リプライ数

1480 603
ツイート数（引用RT含） RT数

687 190

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月11日 9時16分 ツイート日時 2月8日 16時59分 ツイート日時 2月11日 12時12分

リツイート 80 リツイート 40 リツイート

いいね！ 545 いいね！ 124 いいね！

推定インプレッション 18K～73K 推定インプレッション 9.1K～36K 推定インプレッション

えっと、レストランに普通に嵐がい
た

菅田将暉insideですだ(  .  )
https://t.co/dXf0eFWUEp

さっき嵐さんたちが座ってた席。
他の方が食べ終わった後
https://t.co/LkqJllAHff

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

空飛ぶChell5.0サモアでホームステイ

@ChellTraveler

photo

37

180

8.4K～34K

推定インプレッション

410K～1.6M

世界2周41カ国で迷子江戸っ子銀
座OL買い物依存音楽家世界一周
アメリカ横断ラトビアルームシェア
ライター目指すは196カ国世界制
覇銀座時代に溜め込んだ物を断
捨離 好きなことを集めて発信して
誰かをちょっと幸せにしたいハン
ター気質のエン旅テイナー萌えコ
レクター
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

66 1899
月間獲得RT 月間獲得いいね！

457 5365
全ツイート数 リプライ数

1489 960
ツイート数（引用RT含） RT数

445 84

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月16日 20時33分 ツイート日時 2月14日 8時12分 ツイート日時 2月21日 9時1分

リツイート 186 リツイート 20 リツイート

いいね！ 1314 いいね！ 30 いいね！

推定インプレッション 42K～170K 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

僕が年収1300万になるまでやった
こと

①仕事に必要な知識をつける
②仕事に没頭する期間を決める
③仕事に没頭し経験値をためる
④社内の人脈を広げる
⑤会社の評価プロセスを理解する
⑥会社の年収の現実的なピーク
を知る
⑦外の会…
https://t.co/D2bxdBOLYU

＼スターバックスプレゼント／
ハッピーバレンタイン

日頃の感謝の気持ちを込めてス
ターバックスギフト500円分を2名
様にプレゼント

【条件】
僕のフォロワー
このツイートをRT（引用RT）

【期限】
本日21:…
https://t.co/4hRv1OvSQt

若手サラリーマンの皆さん

プログラミングしましょう

プログラミングなんてIT企業に勤め
てない限り不要でしょ

と思うでしょ

Excel VBAですよマクロ

これできるだけで職場でメチャク
チャ重宝されますよ…
https://t.co/i3DN0k90S3

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

おむすび年収1300万円のプロサラリーマン

@ikesubi

photo

13

202

Not available

推定インプレッション

500K～2M

年収1300万円外資系サラリーマン
／年収上げるプロ／仕事は集中し
て片付けサクッと帰る／家族との
時間もしっかり確保／十分労働収
入を得られているので副業ブログ
と投資に挑戦中／本業収入を元
手に不労所得を構築／サラリーマ
ンが年収上げるコツをつぶやきま
す年収上げたいサラリーマンは僕
をフォロー
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

1853 1400
月間獲得RT 月間獲得いいね！

73 796
全ツイート数 リプライ数

304 107
ツイート数（引用RT含） RT数

148 49

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月1日 0時28分 ツイート日時 2月3日 16時51分 ツイート日時 2月14日 15時45分

リツイート 19 リツイート 11 リツイート

いいね！ 101 いいね！ 94 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

水を一杯入れたペットボトルにピン
ポン玉を乗せる。

それを一緒にひっくり返すと……

大気圧によってピンポン玉が押さ
れ、水には表面張力が働くので、
水と空気の入れ替わりが起こらな
くなる。

#理科実験ネタ #中学校理科
https://t.co/C6dHubrDPV

ピンポン玉でフタをする！？

水に浮いてしまうピンポン玉
ペットボトルにピンポン玉を入れ、
水を注ぎ入れる。
すると、はじめはこぼれてしまうも
のの、途中から水が漏れなくなる。

ピンポン玉の浮力よりも下向きの
水圧の方が大きくなるため…
https://t.co/5DqOz2UnnJ

音は振動している！？

音叉を叩き、水面につけると細かく
振動している様子が観察できる。

空気が振動して音を伝えているよ
うに、水が振動して音を伝えてい
る。

#中学校理科 #理科実験ネタ
https://t.co/bv01UVb3VX

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

ふらっとほわいと@革命期(自称)

@flat__white_

photo

9

39

Not available

推定インプレッション

150K～600K

ほどよく頑張らない 基本は出力
95% #フォレスタネット 大学4年 小
中高理/司書取得見込 watcha
next⇒WATCHA理科(スタッフ)
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

198 1479
月間獲得RT 月間獲得いいね！

294 4045
全ツイート数 リプライ数

549 174
ツイート数（引用RT含） RT数

331 44

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月22日 21時13分 ツイート日時 2月22日 19時10分 ツイート日時 2月9日 18時53分

リツイート 67 リツイート 20 リツイート

いいね！ 395 いいね！ 273 いいね！

推定インプレッション 15K～61K 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

しおたんさん @ciotan の #卒論公
開チャレンジ に挑戦！！

【メルカリの経営戦略】をnoteで全
公開！！

約２万字ある大容量なので、忙し
い方は4.5章だけでも内容理解で
きます

大好きなメルカリのことを調べま
くって卒…
https://t.co/OWUFhKnJbY

「嫌われる勇気」の中ですごく好き
な言葉が

健全な劣等感とは、他人ではなく
過去の自分と比べること

人間は他人の欲求を満たすため
に生きているのではない

（ニュアンスはこんなかんじ）
わたしはすぐ人と比べてしまうか
ら、ほんとにずっと覚えてる。

エルサbotが寒いか寒くないかを
淡々と毎日ツイートしててウケる

@notcoldorcold
https://t.co/3VUpXn2mXF

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

なぎ 女子大生ライター

@hmgcnagi

photo

16

35

Not available

推定インプレッション

230K～900K

じゃらんニュース・インスタアンテ
ナで執筆大学4年生自分の人生を
コンテンツ化してライフジェニック
に生きる 就活に役立つ情報・ミレ
ニアル世代のトレンド・読書まとめ
を発信します#なぎ読書 sponsored
@shupeiman ライター実績→
https://t.co/2HMdmNOXrV
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

1222 1506
月間獲得RT 月間獲得いいね！

559 3995
全ツイート数 リプライ数

1887 928
ツイート数（引用RT含） RT数

190 769

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月16日 14時15分 ツイート日時 2月5日 17時59分 ツイート日時 2月1日 22時21分

リツイート 165 リツイート 49 リツイート

いいね！ 225 いいね！ 63 いいね！

推定インプレッション 38K～150K 推定インプレッション 11K～45K 推定インプレッション

みんな教えてー！
スニーカーを選ぶ時に
1番の買う理由って何？
RTしてくれた人で
固定ツイある人には
お礼にRTしにいきます
みんなよろしくー♂

みんな教えてー！
中学生の時の通学靴って何やっ
た？
RTしてくれた人には
お礼に固定ツイートまたは1番新し
いツイートをRTしにいく！よろしく
♂

【フォロワーさん800人達成】

この前700人突破
したばっかやったのに
また皆のおかげで
800人突破しましたー
ほんまにほんまに
いつもありがとー
毎日みんなが絡んでくれて
ほんまに楽しい♂
これからもどんどん絡ん…
https://t.co/sZaWmFnVZO

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

たむらひろゆき＠足の相談受付中

@tamuson

photo

44

202

10K～40K

推定インプレッション

500K～2M

大阪府出身。名古屋在住スニー
カー好きお笑いも好き。おっぱいも
好き！感謝して生きるスポーツ
シューフィッター足元の改善を手
伝いたい靴選びの相談は誰でも
是非 DMへツイッターを通じて沢山
素敵な人と絡みたい急に絡みにい
くけど優しくしてなブログはまだ始
めたばかりやけど見てね
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

382 1364
月間獲得RT 月間獲得いいね！

161 6972
全ツイート数 リプライ数

2112 1763
ツイート数（引用RT含） RT数

321 28

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月1日 17時48分 ツイート日時 2月7日 11時54分 ツイート日時 2月16日 16時34分

リツイート 38 リツイート 7 リツイート

いいね！ 1370 いいね！ 129 いいね！

推定インプレッション 8.6K～35K 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

■ご報告

ツイートするか悩んだのですが、
私の生活が大きく変わるのでご報
告です

実は妊娠してます

ただ、まだ心拍確定には至らず

前回稽留流産してるので毎日毎
日不安との戦いだし

激しい悪阻で死にそうだけど

私でも発信…
https://t.co/26AO5krM7X

■上司に妊娠報告した時の反応

開口一番おめでとう
仕事より何より命が大事
無理せず休んで

仕事、絶対回ってなくて大変なの
に

こう言う声をかけれる上司って

本当尊敬する…

こう言える人でありたい…
https://t.co/ZV1XeVeFaR

■主人と仲良くする秘訣

全力で甘える
嫌な事はイヤと伝える（キツイ感じ
は♀）
主人のしたいことに全力で付き合う
主人の苦手な事は引き受ける
同じ価値観を楽しむ
違う価値観は共有する
不完全な部分…
https://t.co/YGHD4A0a8s

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

えりか/リケジョバッターボックスに立つ女

@sako_eririn

photo

6

47

Not available

推定インプレッション

510K～2M

大企業で働くリケジョが起業まで
の原体験と人との化学反応で渦を
作るTwitter2ヶ月で10件以上のプ
ロジェクト/国立大院卒→就活失
敗し派遣→３年で正社員年収200
万UP→バリキャリ女子が副業で
1000万稼ぐ/理系夫婦の日常と大
企業で得た学びを呟く/現在妊娠
初期絶賛つわり中の為仕事休業
中
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

203 1308
月間獲得RT 月間獲得いいね！

183 1434
全ツイート数 リプライ数

1732 550
ツイート数（引用RT含） RT数

733 449

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月19日 23時47分 ツイート日時 2月20日 22時15分 ツイート日時 2月19日 21時43分

リツイート 29 リツイート 7 リツイート

いいね！ 193 いいね！ 8 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

キャッシュレスが普及しない4つの
要因

・盗品の少なさや治安の良さ
・偽札の少なさによる現金の信頼
の高さ
・店頭での現金取扱の煩雑さ少な
い
・ATMの利便性が高く、現金入手
が容易

確かにな…！
#TheUPDATE

いいねボタンは人をクズにする
（宮台真司）

これは深いな。
#weeklyochiai

コスパ求めるとストーリーとロマン
が消える。

古坂大魔王（ @kosaka_daimaou   ）
より。

#TheUPDATE

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

よねちゃん導き人

@yonechan0521

photo

5

12

Not available

推定インプレッション

440K～1.7M

【高校生から社会人、102人の悩
みを解決】 高校時代は居場所が
なく悩み相談できる人がいなくて
孤独大学で世界一周、学生団体
10個、4つオンラインサロンをやっ
て視野を拡げる自分のちっぽけさ
と世界の広さを実感する本10冊読
み独学悩みを持つ人全ての悩み
解決の手助けがしたい。悩みがあ
る人は気軽に相談してね
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

681 1467
月間獲得RT 月間獲得いいね！

125 1056
全ツイート数 リプライ数

428 100
ツイート数（引用RT含） RT数

227 101

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月10日 15時38分 ツイート日時 2月5日 11時26分 ツイート日時 2月7日 15時19分

リツイート 16 リツイート 8 リツイート

いいね！ 104 いいね！ 48 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

サンフランシスコやシリコンバレー
のスタートアップに話を聞くとほぼ
必ず出てくる「この土地が起業に
向く理由は【気候】にもある。」
初めはジョークかと思っていました
が、僕も現地で挫けそうになると
実際この一年中続く快晴に助けら
れていました…
https://t.co/KqGBFW6T57

40代で初めての #海外留学 （#ビ
ジネス留学）、遅すぎると日本で
散々言われたが #アメリカ に着い
みたら誰も年齢を聞かない。むし
ろ良いタイミングで来たね、とも。
大学留学から海外就職orスタート
アップも多いが、仕事を色々経験
して脂…
https://t.co/uZBueD8DBl

2019年、VCが注目している57のス
タートアップ（サンフランシスコ/シリ
コンバレーだけでなくNYなども）こ
れらに目を通すだけでも世界の動
きが分かりそう。因みにTotal
Raisedを足し上げると$3823M≒
4200億円（N/…
https://t.co/kCVlZ3y4YU

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

三宅 正(FOOMIN')40代で初の海外留学独立

@fooming

photo

7

19

Not available

推定インプレッション

190K～770K

40代で初の海外留学独立┃サン
フランシスコ＆シリコンバレーの実
体験に基づく1最新ビジネス情報2
本場のデザイン思考3アメリカ流ラ
イフハック4人生を変えるコツなど
┃社会学専攻→丸井→GMO→電
通→JTB→1-10→現在┃プロダン
サーとしても活動中┃事業コンサ
ル／WS／セミナー等のご依頼は
まで
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

1842 2043
月間獲得RT 月間獲得いいね！

60 770
全ツイート数 リプライ数

352 66
ツイート数（引用RT含） RT数

205 81

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月17日 0時52分 ツイート日時 2月12日 0時18分 ツイート日時 2月22日 22時10分

リツイート 19 リツイート 10 リツイート

いいね！ 64 いいね！ 78 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

翌日はシーサケットの鄙びたデ
パートで食事
中に楽器屋を発見、タイのエフェク
ターは強そう！
https://t.co/E1BBpLpeB4

イサーンディスコで
だいすきなロックバンドLOSO
（ローソー）の名曲
『ソムサーン』が流れたのでスイッ
チが入ってしまい声のデカいボク
はステージ上の歌手より大声で
歌ってしまった（笑）柄の悪い兄
ちゃんがやってきてボクにハイタッ
チタイ… https://t.co/nIXEb9angN

日本でも見るこの店員を怒鳴る風
景、ほんと嫌な気分になるよ…大
人しく怒られるのは日本人だから
ですよ。
ちなみにタイ人を人前で怒鳴るの
はタブーだから後から報復されて
もしょうがないって事になる、恐ろ
しー https://t.co/1mI1LKHt1O

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

T-POP DJ＠「わさる」たび・おんがく・ギター・古着好き

@wasaruf

photo

5

22

Not available

推定インプレッション

210K～840K

たび・おんがく・ギター・最近はT-
POP（タイポップ）DJ配信！/相互
フォローお気軽に！お別れはブ
ロックで/元アジア放浪者/珍スポ
好き/旅中心の最小限の音楽機材
/筋トレ/ファッション/なぜそんな高
いギターもってる？アフェリ？仮想
通貨？いえいえ、すきな事やって
ます！お仕事・イベントへのお誘
いはDMで！
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

649 1294
月間獲得RT 月間獲得いいね！

83 600
全ツイート数 リプライ数

128 37
ツイート数（引用RT含） RT数

91 0

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月28日 20時25分 ツイート日時 2月22日 23時35分 ツイート日時 2月26日 21時11分

リツイート 31 リツイート 8 リツイート

いいね！ 35 いいね！ 16 いいね！

推定インプレッション 7.1K～28K 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

【髪の毛切るならヘアドネーション
いかがでしょう？】

ロングヘアのあなた！
バッサリイメチェンするなら髪の毛
を寄付しませんか？？

31cm以上の長さあれば、カラーし
ててもパーマしてても寄付できま
す！

髪の毛を寄付して社会に貢献…
https://t.co/KVdvKajAIV

2/24日曜！

白馬岩岳でガールズライダーによ
るスノーボードのレッスンやります
よん☆

がしかし！

今のところ申し込み0

これは今申し込むとプライベート
レッスン並み

リフト券込み7000円です☆
リフト券だけでも440…
https://t.co/nzeb5jQvIl

【Reborn峰の原高原スキー場】
峰の原高原スキー場は今シーズン
から再スタート

経営者がスノーボーダーでゲレン
デを整備するスタッフが経験豊富
なアメリカ人

世界に通じるスタッフで新しくチャレ
ンジしています！

元々の地形…
https://t.co/XMHaJBQhH7

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

えいこ看護師プロスノーボーダー

@active5eiko

photo

4

16

Not available

推定インプレッション

82K～330K

【スノボで人生狂って公務員辞め
た】松井英子☆大阪→群馬に移住
プロスノーボーダーとして大会出
場やイベント開催♀週休3日の看
護師ブログ #スノーボードライフ を
運営自由人だけど実は新婚さんな
お結婚指輪を紛失中
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

177 1517
月間獲得RT 月間獲得いいね！

1221 15461
全ツイート数 リプライ数

3200 2143
ツイート数（引用RT含） RT数

286 771

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月15日 16時45分 ツイート日時 2月24日 1時18分 ツイート日時 2月24日 8時30分

リツイート 36 リツイート 35 リツイート

いいね！ 196 いいね！ 322 いいね！

推定インプレッション 8.2K～33K 推定インプレッション 8K～32K 推定インプレッション

【報告】
本日の0:00でワイのTwitter運用
は1ヶ月が経つんや。でもや。目標
のフォロワーちゃん1000人まであ
と約100人や。
到達でけへんかったら、明日から
ワイのツイートの文末に「おっぱい
ラブ」がつくで。ごっつ恥ずいや
ん。… https://t.co/nyxIOKw6px

無知は弱者やで。奪われるんや。
知らんだけで知ってる人より損す
ることばっかりなんやで。ワイは過
去に家電量販店のパソコン担当
者に騙されたんや。Office三種の
神器さえあればええワイに25万も
する高機能パソコンをおすすめさ
れて、ワイは「ええなぁ」ゆうて即購
入や。
無念

おっぱいラブ

キミらわかってるか？
あと4日で、1500人フォロワー達成
せな、ワイのツイートの文末に
「フォーエバーおっぱいラブ」ってつ
くんやで。打つ時間と文字数削ら
れること考えたらこれほど無意味
なことはないやで。これ以上進化さ
れたらワイおっぱいになってまうや
で。

おっぱいラブ

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

キリンさん意識高い系(背も高い)

@kirin58722584

photo

26

151

Not available

推定インプレッション

710K～2.8M

キリンやでワイが何者か、その内
晒すやでここだけの話、年商20億
円ベンチャーの中の人やでファン
キーな社長に「フォロワー1万人な
るまで無視する。」って言われてる
で小言言われんで済むしラッキー
やでベンチャー企業仲間CEOひつ
じちゃん→(@CEOhitsujl)
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

783 1427
月間獲得RT 月間獲得いいね！

221 1828
全ツイート数 リプライ数

194 69
ツイート数（引用RT含） RT数

117 8

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月17日 16時54分 ツイート日時 2月6日 23時21分 ツイート日時 2月7日 14時59分

リツイート 37 リツイート 11 リツイート

いいね！ 228 いいね！ 39 いいね！

推定インプレッション 8.4K～34K 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

他人軸で生きている人は

他人を気にしている時間が長く、

自分を気にする時間が短い。

自分軸で生きていきたいなら、

自分のことをもっともっと大切に
扱ってあげよう。

まず自分が満たされよう。

そしてあふれた分で周りの人を幸
せにしてあげよう

それが豊かさの循環だよ

今日はgreenbirdのごみ拾いの
日。
まもなく名古屋チームも10年にな
る。
ごみは拾っても拾ってもなくならな
いけど

『ごみ拾いに参加した人はポイ捨
てしなくなる』

というのがgreenbirdの法則。

ごみを拾う人を増やし…
https://t.co/2LMKrX8mdV

伊勢神宮外宮はとても気持ちいい
ですね

振動数の高いエネルギーをお裾分
け。

それぞれの好きなように豊かさを
受け取ってくださいね
https://t.co/m5BaZWsWri

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

だんちゃん@あなたらしさプロデューサー

@dan_rashisa

photo

9

24

Not available

推定インプレッション

110K～450K

複業自由人 / 自然体で自分らしく
起業したい！自由なライフスタイ
ルで楽しみたい！豊かさあふれる
人生にしたい！というあなたをプロ
デュース / 10年で1200万円を自
己投資 / 学んだのはスキルよりも
らしさの大切さ / Happines最優先
/ 循環王子 / らしさ起業塾主宰 /
MY SATE. /
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

1360 1386
月間獲得RT 月間獲得いいね！

110 3352
全ツイート数 リプライ数

1381 271
ツイート数（引用RT含） RT数

1042 68

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月3日 9時1分 ツイート日時 2月23日 17時4分 ツイート日時 2月24日 21時42分

リツイート 5 リツイート 4 リツイート

いいね！ 41 いいね！ 61 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

言葉を変えると
人生が変わりますよね。
https://t.co/aFa8uvIEQp

子供見てると

なんでも

出来る気がする。
https://t.co/uIaglHefjM

ルパン三世がピンチになった時の
セリフ覚えてますか？

「面白くなってきたぜ」

ピンチこそ楽しむべき現実です。

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

家族の健康を研究するパパ

@kazokuno77

photo

3

40

Not available

推定インプレッション

390K～1.6M

食事が人生を変えると信じている
医療従事者＞
https://t.co/k5U6JDMmObやる気
１００００％ＳＮＳ集客、ブログ集客
絶賛勉強中プロトレーダーでもあ
るよあなたは何者？２児のパパで
す
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

251 1255
月間獲得RT 月間獲得いいね！

799 2722
全ツイート数 リプライ数

506 174
ツイート数（引用RT含） RT数

205 127

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月2日 22時18分 ツイート日時 2月3日 7時23分 ツイート日時 2月23日 21時3分

リツイート 646 リツイート 15 リツイート

いいね！ 1026 いいね！ 32 いいね！

推定インプレッション 150K～590K 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

会社員時代「フリーランスになりた
い」と言うと、ネットワークビジネス
の勧誘が急増したので、その特徴
を漫画にしました。
https://t.co/644nuxCvTg
https://t.co/26orXa7BuZ

【リライト】

会社員時代に「フリーランスになり
たい」というと『ネットワークビジネ
ス勧誘』が急増しました。

どうやら「フリーランス」という言葉
は、ビックワードみたい…？

その特徴8つを漫画にしましたの
で、みなさんにご紹介…
https://t.co/Matue2oD42

＼「確定申告合宿」1日目終了！／

今晩は、#週フリ 懇親会を行いまし
た！

みんな作業に集中してお疲れなの
で、お寿司を食べてエネルギー補
給
ハリー先生、講座お疲れさまで
す！

いろんな場所から参加者が集まっ
ているので、面白いお…
https://t.co/XU2E00bLlb

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

ヤドカリコお絵かきフリーランス

@yadokarikodayo

photo

7

15

Not available

推定インプレッション

190K～770K

◆イベント企画が大好きな、お絵
かきフリーランス。◆ぽんこつコ
ミュ障なのに、新卒で体育会系営
業職になって体調を崩す⇒自分の
特技を活かし、好きな場所で好き
なことする生活へ。 ◆3月に山梨
県都留（つる）市の #いなフリ 講師
します！◆趣味はバズ研究。

1240

1242

1244

1246

1248

1250

1252

1254

1256

2月1日 2月4日 2月7日 2月10日 2月13日 2月16日 2月19日 2月22日 2月25日 2月28日

フ
ォ

ロ
ワ

ー
数

No.113No.113 ～

124



集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

281 1242
月間獲得RT 月間獲得いいね！

189 1512
全ツイート数 リプライ数

369 155
ツイート数（引用RT含） RT数

127 87

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月4日 23時0分 ツイート日時 2月7日 13時0分 ツイート日時 2月3日 20時0分

リツイート 54 リツイート 5 リツイート

いいね！ 335 いいね！ 24 いいね！

推定インプレッション 12K～49K 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

全員に好かれたいのは無理

全員に好かれようとすると
本当の自分を見失ってしまう

全員に好かれようとすると
本当の自分がなくなり心が死ぬ。

あなたを嫌うものに好かれなくて
OK。

あなたを嫌う人間に
大切な時間を使うのではなく…
https://t.co/lns9eZXUER

マーケティングとセールスは似て
非なるもの

・マーケティング
適切な人に
適切なタイミングで
適切なモノを届ける

・セールス
適切な人に
適切なモノを届ける

勝手に売れていくのがマーケティ
ング
売り込みにいくのがセールス

社畜とか、家畜って言葉は、誰が
作ったのか知らない。

だけど

建設業とかサラリーマンとか
がいるから世の中回ってるのは事
実
そういった企業のおかけで、
サラリーマンとして働けるのも事実

その人達がいるからこそ
家があり、生活も…
https://t.co/eOA79FsnvR
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かつマインドの作り方、執筆中。

@l_kattin_jp

photo

5

47

Not available

推定インプレッション

160K～630K

【好きを仕事にしたいあなたを後押
し】考え方・感じ方がマインド  | 自
分らしく生きてる自動化月収1000
万の師匠に出会い『好きを仕事に
する人生スタート』 | 闇の上司に
囲まれた東証一部上場の会社員 |
副業で外注５名雇い、月70万稼ぐ
も自分らしくないし、飽きたのでや
めちゃいました |スポ@misadon14
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

400 1210
月間獲得RT 月間獲得いいね！

1012 3055
全ツイート数 リプライ数

747 299
ツイート数（引用RT含） RT数

236 212

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月12日 0時38分 ツイート日時 2月4日 19時23分 ツイート日時 2月12日 0時38分

リツイート 212 リツイート 147 リツイート

いいね！ 476 いいね！ 125 いいね！

推定インプレッション 48K～190K 推定インプレッション 33K～130K 推定インプレッション

今日のマンガ家さんとのお話、マ
ジで面白かった！！

その中での一言がとても印象的
だった。

「雑誌連載をしたい方は、一回は、
ほんとにアシスタントを経験してほ
しいと伝えてほしい」
「それなくしてデビューし、自分が
アシに来てもらった際…
https://t.co/lDmctnakxC

やばい！！
漫マンガ家に、返済不要の奨学金
制度！！

こんな賞ハンパないって！！

ヤンマガさん最高！
応募はヤンマガにいそげー！！
https://t.co/3vlPJwZQfh

「たしかにアシスタント先によってす
ごく理不尽な先生がいたり、大変な
思いすることも多いと思う。給料も
安いし」

「けど、いいこともある」

「将来自分がデビューした時に、必
ず助かる経験になると実感した」

「あと、一番マンガを真摯に…
https://t.co/D9qNyDim4n
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まんがたり/漫画家の味方100%!@マンガ家さん「困った」を解決するよ！コミティア127[い16a]

@mangatari_maeda

photo

44

111

10K～40K

推定インプレッション

240K～970K

「まんがたり」は『マンガ家芸能プ
ロダクション』｜『マンガ家がマンガ
を描くことだけに集中できる環境を
提供』する会社｜悩んでいるマン
ガ家向け→困ったを相談して｜22
歳からマンガ好きバリバリ社会人
→31歳で業界の大変さ知る→32
歳で起業挑戦中｜漫画家の稼ぐ
を手伝う｜電子書籍出版や広告
マンガ｜漫画家の新しい生き方を
つぶやく
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

4865 1291
月間獲得RT 月間獲得いいね！

81 183
全ツイート数 リプライ数

346 141
ツイート数（引用RT含） RT数

111 94

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月19日 18時2分 ツイート日時 2月21日 16時33分 ツイート日時 2月23日 13時54分

リツイート 23 リツイート 8 リツイート

いいね！ 17 いいね！ 8 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

【拡散希望】

 #ADHD と診断された方に質問で
す。
 #生まれ順 を教えて下さい。

※リツイートして貰えると助かりま
す

 #発達障害  #アンケート

 #双子 の方はコメント貰えると助
かります。

 #発達障害の謎解明します

【拡散希望】

 #発達障害 と診断された方に質
問です。
発達障害になった要因と思える事
を教えて下さい。

※リツイートして貰えると助かりま
す

 #アンケート

 その他の方はコメント貰えると助
かります。

 #発達障害の謎解明します

https://t.co/FSbuO4FIa0

なぜかずっとこの曲が頭から離れ
なかった…

だんだんエールのような気がしてき
た…

戦国の世まずは虎が現れる
そして龍が現れ時代が変わる

#ULTRATIGER
#RADIOFISH
#幸福洗脳
#中田敦彦
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◆育児評論家◆ちょんまげパパ◆ (地毛)/との◇お松◇ ULTRA TIGER      松澤虎哲丸

@_0_matsu

photo

5

18

Not available

推定インプレッション

150K～620K

無料育児相談やってます！/全て
の問題児を天才に！/日本を天才
量産国に！/恐らく私は発達障害
ADHD/発達障害の謎解明しまし
た/発達障害は誰でもなります/育
児本や絵本や雑誌中心に書籍の
卸販売/本を販売したい美容院、
パチンコ店その他商店様対応しま
す。※種類不問/ #逆算力/Mr.事
後報告/子ども食堂/寺子屋/サロ
ンビルダー
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

421 1122
月間獲得RT 月間獲得いいね！

41 1421
全ツイート数 リプライ数

278 156
ツイート数（引用RT含） RT数

119 3

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月8日 18時28分 ツイート日時 2月22日 0時11分 ツイート日時 2月20日 15時39分

リツイート 4 リツイート 2 リツイート

いいね！ 67 いいね！ 17 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

ふと思ったのだけど

『好き』って気持ちは
どんどん前に出していいと思う。

わたし旦那のことが
大好きすぎるから

人前でも堂々と
『めっちゃ好きです！！！』
と宣言してしまうタイプ

だって隠す必要ないじゃん？

旦那の愚痴…
https://t.co/G3vcIL4d9M

自分の頭の中って
案外わかってないことだらけ

最近モヤモヤしてたことを
人に打ち明けてみたら

『わたしこんなこと思ってたんだ』
って発見が多かった。笑笑

対話することで
見えてくるものもあるんだなあ。

そんな訳で付き合っ…
https://t.co/d5VxBp53NH

フォロワーさん減ると
普通につらいです！！！

だって人間だもの笑笑

逆にビジネスアカとして
本気で運用してる人たちは
ほんとにすごいと思う～～

尊敬でしかない

それに比べてわたしは
感情に左右されまくりwww…
https://t.co/edHeqXixRS
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まっしゅみか｜恋愛婚のすすめ。

@mashmica0226

photo

2

30

Not available

推定インプレッション

120K～490K

好きな人を好きだと言える世界
に。旦那のことが好きすぎるあま
り、溢れる思いをここに綴っていく
ことにしました。結婚2年目の日常
のこと。美容師の旦那とネイリスト
のわたしのこと。好きな人との結
婚は毎日たのしいです。しあわせ
です。惚気は世界を救う。
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

1838 1293
月間獲得RT 月間獲得いいね！

946 3469
全ツイート数 リプライ数

571 205
ツイート数（引用RT含） RT数

309 57

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月25日 12時12分 ツイート日時 2月27日 21時48分 ツイート日時 2月25日 20時37分

リツイート 452 リツイート 327 リツイート

いいね！ 835 いいね！ 610 いいね！

推定インプレッション 100K～410K 推定インプレッション 74K～300K 推定インプレッション

りぴーとあふたーみー。
「ウインカーは報告じゃなくて予
告。」
「ウインカーは報告じゃなくて予
告。」
「ウインカーは報告じゃなくて予
告。」

はい。運転する際はこれを常に頭
に入れて運転してください。

「ブレーキはウインカーの後」
「ブレーキはウインカーの後」
こちらもよろしく。

その②
これ高速道路。わいの速度約
80km/h。

ミラーで見えて気づいたからまだ
良かったけど普通に危なすぎるか
ら社名も隠しません。わりとおこや
でこれは。
https://t.co/t6RrELqAFq

ETCを20km/h以下で走らないとい
けない理由は、
「バーが開くの遅いから」
だけじゃないんやで。

「前の車が、もしかしたらバー開か
なくて急停車するかもしれないか
ら」
ってのもあるんやで。

 バー開かなくても止まれるスピー
… https://t.co/AhfbfwXiTV
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☆よぴ☆

@yopikun_1021

photo

30

77

Not available

推定インプレッション

210K～850K

自称【日本一法律に詳しい高校
生】です！！！☆ブログで活動し
てます！☆下のURLからぜひ見て
ください！宅地建物取引士試験合
格(17歳)/小型船舶操縦士/応急
手当普及員/CBR250RとPCX/初
心者ライダー/【司法書士2020年
合格目標】 スポンサー様
@shikakuou777 ☆RTで自発フォ
ロー☆
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

774 1147
月間獲得RT 月間獲得いいね！

147 1571
全ツイート数 リプライ数

591 264
ツイート数（引用RT含） RT数

258 69

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月17日 16時7分 ツイート日時 2月16日 23時52分 ツイート日時 2月5日 19時24分

リツイート 7 リツイート 7 リツイート

いいね！ 17 いいね！ 21 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

黒歴史本、教育実習本、完売しま
したー！！

エ○本はまだいっぱいありま
す！！！！！！！！！

#マニアフェスタ
https://t.co/yLKqWwON5m

本日の戦利品。

元号クリアファイルの熱量やばい
なー。笑

あと西村さん(@tokyo26)から「創作
路線図集」をフラゲさせていただい
た！
ネタっぽいけど歴史の勉強にめ
ちゃめちゃ役立つ一冊。全高校生
に渡したい。
明日の…
https://t.co/SRDh208tXu

【New Release!!】
プログラミングを中途半端に知って
いる人あるある30選
https://t.co/gLLBDG45Gv

記事ストックが底をついたためにヤ
ケになって書いた。
JavaScriptのことは「JS」っ…
https://t.co/14Hp87c78p
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じきる/editor

@kazzikill

photo

7

20

Not available

推定インプレッション

200K～810K

◆デジタル×フリーランスを知るマ
ガジン『Workship MAGAZINE』編
集長 ◆やらんでいい研究やろう
『CRAZY STUDY』編集長 ◆広報
や採用とかもする ◆テクノロジー
とメディア運営と頭わるい記事が
好き ◆稀にダンスや作曲もする
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

2364 1132
月間獲得RT 月間獲得いいね！

255 1235
全ツイート数 リプライ数

1584 268
ツイート数（引用RT含） RT数

425 891

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月9日 13時24分 ツイート日時 2月23日 22時40分 ツイート日時 2月17日 10時25分

リツイート 108 リツイート 26 リツイート

いいね！ 279 いいね！ 42 いいね！

推定インプレッション 25K～98K 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

ビルドダイバーズのガンプラス
キャンシステム再現とか凄い…凄
くない？

こんなジオン驚異のメカニズム的
なのを見られるのも模型展示会の
楽しさです！

#高石模型祭り
#ガンプラ
https://t.co/S8v8VAkdVz

機動戦士ガンダム0080～ポケット
の中の戦争～

この作品の本質は「小学生から見
た戦争」

ガンダムという世界の舞台を借り
てはいるけど、内容をそのまま現
実の世界観に持ってきても通用す
る。

ごっこ遊びでしかなかった戦争を
本物の戦争…
https://t.co/tgQ1P22PoZ

この世で1番装備してみたいメット
https://t.co/xwl5taKCb2

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

はる@バリスタプログラマー

@halushiroi

photo

9
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Not available

推定インプレッション

380K～1.5M

「おっさんの脱社畜記録！」 転勤
後、激務とストレスでドクターストッ
プ月給3万に落とされボーナスは
10万円削除社畜の無意味さを知り
退職を決意1からプログラミングを
勉強し独立までを記録中！ 趣味
はコーヒー、ガンプラ、ゲーム
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

1334 1202
月間獲得RT 月間獲得いいね！

73 966
全ツイート数 リプライ数

492 337
ツイート数（引用RT含） RT数

143 12

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月5日 20時1分 ツイート日時 2月27日 9時52分 ツイート日時 2月1日 8時53分

リツイート 25 リツイート 11 リツイート

いいね！ 126 いいね！ 36 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

世界一稼いだダイレクトメールと言
われる「Two young man」

アメリカの経済新聞「ウォール・ス
トリート・ジャーナル」のセールスレ
ターですが、そちらを翻訳してみま
した
 
PDFにしたので、mintoさんもオス
スメの写経(…
https://t.co/daqcKIP7Uz

＼フォロワーさん感謝企画／

■あなたのブログを読んで感想を
ツイート&amp;デザイン修正のCSS
を提案します

■参加条件
(1)あなたのブログのURLをリプラ
イ

条件はこれだけです
感謝企画なので、RT、いいね！は
不要です

■期限…
https://t.co/7gc0sMFs03

USAの替え歌でUSB type-Cにつ
いて紹介

U.S.B！
U.S.B！

カーモンベイビー
type-C
スイッチで使われてる

カーモンベイビー
type-C
上下の区別がない

カーモンベイビー
type-C
C同士で…
https://t.co/5G2NkX7O2o
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サンダー@電気系エンジニア

@thunder5178

photo

4
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Not available

推定インプレッション

180K～740K

電気系エンジニア歴10年以上こど
も(双子＋末っ子３姉妹)のため、
学習サイトを作りたいサイト制作に
必要なWebプログラミングを勉強
中です電気の豆知識やサイト制作
などをブログに書いています励ま
し合えるフォロワーさん募集中で
す！#ブロ組 #夢サロ #base91
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

1880 1120
月間獲得RT 月間獲得いいね！

12 103
全ツイート数 リプライ数

150 33
ツイート数（引用RT含） RT数

80 37

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月27日 12時11分 ツイート日時 2月4日 14時1分 ツイート日時 2月26日 14時34分

リツイート 2 リツイート 2 リツイート

いいね！ 2 いいね！ 6 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

やっぱり親世代って
”就職”が命なんだな。

ところで職場と自宅の往復ってそ
んなに楽しいの？笑

移動しまくっている人の方が
やっぱり人生楽しそうだけど。

昨日 #Blind_up のMTG初参加した
けど、
人に寄り添うっていいなって思っ
た。

無理に干渉しすぎずに
人に寄り添える人になろ。

いいな！
みんなに早く会いたい！

関西移住したろかな！
https://t.co/TueLAJEFwZ
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たくし＠webライター

@writing_to_hito

photo

1

1

Not available

推定インプレッション

82K～330K

ライター主体のフリーランサー。定
期的に海外に訪れて世界感じてま
す。TABIPPO2018  ライティング案
件/SNS運用などなど、仕事のお
話はDMで。  現在、海外の学校教
育にも携わっています。
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

282 1160
月間獲得RT 月間獲得いいね！

337 4238
全ツイート数 リプライ数

1064 820
ツイート数（引用RT含） RT数

158 86

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月2日 18時28分 ツイート日時 2月17日 10時32分 ツイート日時 2月20日 11時31分

リツイート 40 リツイート 24 リツイート

いいね！ 302 いいね！ 274 いいね！

推定インプレッション 9.1K～36K 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

伸びるツイートの特徴10個

1.結論ファースト
2.自分の体験談がある
3.あるあるネタ
4.極端な意見を言う
5.生活に関わる内容
6.端的にまとまってる
7.起承転結がある
8.ユーモアがある
9.何も考えず発信したもの
10.自分の弱さをさらけ出したもの

ただの大学生が
2ヶ月で収益をだすまでの流れ

Twitter始める
↓
1日12時間運用
ブログを開設する
↓
1ヶ月でフォロワー300人に
しかし、ブログ平均pvは5
↓
NewsPicksに載せてみる
↓
一日で100pv達…
https://t.co/ihQ49tngjH

昨日、今日でツイート減ったのは
岩手で特に何も起こってないから。

盛岡に来たはいいものの、
如何せんなにもない。

県庁所在地なのに人がいない。
美女探しに8時間もかかる。
栄えていない。

せめてもの救いは、24時間営業の
店が… https://t.co/rGLP3u59Tq
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で～し/結び人@日本一周の旅実施中

@Kazu29012423

photo

18

34

Not available

推定インプレッション

300K～1.2M

人をつなげる”結び人” 知識ゼロ
の20歳大学生2ヶ月でフォロワー
1000人・ブログ収益化成功事業は
じめる為に破産生活を立て直せる
のか？天性の聞き上手さで人の
個性を引き出し得意の分析で強み
を輝かせるSNS運用・恋愛で使え
る個性の利用方を伝授47都道府
県の旅日記を更新中

1140

1145

1150

1155

1160

1165

2月1日 2月4日 2月7日 2月10日 2月13日 2月16日 2月19日 2月22日 2月25日 2月28日

フ
ォ

ロ
ワ

ー
数

No.123No.123 ～

134



集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

135 1119
月間獲得RT 月間獲得いいね！

426 3286
全ツイート数 リプライ数

869 521
ツイート数（引用RT含） RT数

196 152

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月2日 9時30分 ツイート日時 2月4日 20時23分 ツイート日時 2月10日 10時6分

リツイート 121 リツイート 119 リツイート

いいね！ 189 いいね！ 163 いいね！

推定インプレッション 28K～110K 推定インプレッション 27K～110K 推定インプレッション

貧困な子どもの視点から見れば、
どんなに変に見ても
「営利目的でも食堂をやってくれる
人」と「正義の名の下に食堂をやら
ない人」だったら前者の方が圧倒
的にありがたいと思う。

あなた方の正義感が子どもたちを
苦しめる。
https://t.co/dEnJnpUm3d

【フォロワー1000人目前企画】

フォロー・RTした人"全員"の固定
ツイートRTします。

リプ欄でRTしてほしいツイートがあ
れば言ってください。

期限は僕のフォロワーが1000人に
到達するまでです。

誰で… https://t.co/8w5gkxrmrz

【ポルカ初企画です】
ビジネスや起業についての勉強の
ためめっちゃ本を買ってたら、お金
がなくなってしまいました。(メルカリ
で売ってるんですけど追いつかな
い)

それでもまだ勉強したいんです！

もしよければ支援お願いします。
支… https://t.co/In5FcXubEm
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みやゆう@中学生が起業を目指す

@nekotanuki111

photo

11

38

Not available

推定インプレッション

250K～1M

絶対に世界を変える現役中学生|
起業をして、今ある常識をぶっ壊
すモノを生み出す|中学生の視点
で見えた社会について・僕の行き
場のない熱意について、"超濃厚"
に発信中|輸入販売で月1万稼ぎ
中|マーケティングやマネタイズに
興味あり|ハングリーな戦略を。
|2019年1月6日開始

1106

1108

1110

1112

1114

1116

1118

1120

1122

1124

2月1日 2月4日 2月7日 2月10日 2月13日 2月16日 2月19日 2月22日 2月25日 2月28日

フ
ォ

ロ
ワ

ー
数

No.124No.124 ～

135



集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

1401 1111
月間獲得RT 月間獲得いいね！

38 385
全ツイート数 リプライ数

414 303
ツイート数（引用RT含） RT数

77 34

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月11日 16時34分 ツイート日時 2月27日 11時42分 ツイート日時 2月25日 19時58分

リツイート 10 リツイート 3 リツイート

いいね！ 35 いいね！ 5 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

【サービスプレリリース×初polca】
Twitterフォロワー自動取得シート
のプレリリースに合わせて、相棒
のiPhone6sが壊れたので
iPhoneXSを買うよ！

Twitterフォロワー自動取得シート
とは？
コチラから…
https://t.co/TAAVMW7FOe

無駄遣いをしないという節約のみ
でいい

節約に時間をかけるなら稼ぐこと
にフォーカス当てて時間をかけた
ほうが将来的にも役立つ

スキル身につけたら収入上がるし
なあ～ https://t.co/VcozMzbeRd

タムちゃん@taaaaaaaaaaaam
が100人突破企画で豪華景品のプ
レゼント企画やってるんやけど、
チャンスすぎるで

iPhoneほちい
https://t.co/DcJT2lMpW1
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けんた@ゆるく勝手にヤるエンジニア

@kenta07ss

photo

3

3

Not available

推定インプレッション

160K～630K

人を笑顔にさせるエンターテインメ
ントエンジニア▼フリーランスで勤
めてる投資家▼見知らぬ占い師
な社長にMacBookPro貰った人▼
見知らぬ女子高校生に
MacBookProあげた人▼アメリカに
いる大学生にカメラあげた人▼プ
ログラミング複業仲間邦ロック投
資ブログ▼テキトー振込スポン
サー▼#たぬラボ エンジニア
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

842 1057
月間獲得RT 月間獲得いいね！

9 488
全ツイート数 リプライ数

286 33
ツイート数（引用RT含） RT数

244 9

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月27日 13時22分 ツイート日時 2月27日 12時7分 ツイート日時 2月24日 20時48分

リツイート 1 リツイート 1 リツイート

いいね！ 1 いいね！ 3 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

すげえ簡単に言うと、立法と行政
みたいな？少しズレてる気もする
けど

ある社会学者を「ふわっとしたこと
しか言ってない奴」って批評するの
筋違いじゃね？ふわっとした事を
発見するのが文系学者のすべき
こと(偏見あり)だし、それを具体化
していくのが理系分野なんじゃな
いのかな。

https://t.co/NUlRkqVJWN
無能だからこそ大学に行くんだわ
な。その辺理解してなさすぎる
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泣き声歌姫

@tureture1216

photo

1

2

Not available

推定インプレッション

120K～480K

モノ書きやってます。学生のつもり
です。
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

1004 1096
月間獲得RT 月間獲得いいね！

193 1370
全ツイート数 リプライ数

562 205
ツイート数（引用RT含） RT数

223 134

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月15日 12時53分 ツイート日時 2月9日 11時17分 ツイート日時 2月15日 23時35分

リツイート 39 リツイート 36 リツイート

いいね！ 161 いいね！ 82 いいね！

推定インプレッション 8.9K～35K 推定インプレッション 8.2K～33K 推定インプレッション

楽しんご(@teyan_dei )がレンタルさ
ん(@morimotoshoji )に憧れてレン
タル何でもしゃぶる人になってて草
https://t.co/EyncAJJEhq

グレー発達障害(ADHD)の治療代
が欲しい。

僕みたいにグレーゾーンで悩んで
いる方は結構多いのではないで
しょうか
薬で症状が改善する場合がある
ので、ひとりで頑張らずに、グレー
で苦しむ人の一歩踏み出す勇気
になれればと思い企画させて…
https://t.co/SlY52Waezc

どうやら宣伝していいっぽいの
で...！

山梨にはあの黒蜜きなこの「信玄
餅」が桔梗屋の工場で220円で詰
め放題できます！20個ぐらい詰め
れるよ～！

そしてそしてこの信玄餅、
なんと4.26に @Eventbar_Eden にて
食… https://t.co/KCggvtCV64
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ミチシルベのともき

@Tomo_tyip

photo

14

36

Not available

推定インプレッション

190K～760K

山梨でしょぼいシェアハウス
(@shoboi_house)を運営する大学
生。ストレングスファインダー大好
きマン。4月からパラレルワー
カー。北杜市でクラフトビールのお
仕事と都留でゲストハウスのマ
ネージャー、『an』学生応援コミュ
ニティ専属ライター、エデン系列1
日バーテンをやっていきます。 お
仕事のご依頼はDMください
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

1331 1120
月間獲得RT 月間獲得いいね！

271 2780
全ツイート数 リプライ数

940 573
ツイート数（引用RT含） RT数

188 179

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月2日 9時43分 ツイート日時 2月18日 6時12分 ツイート日時 2月18日 6時52分

リツイート 107 リツイート 35 リツイート

いいね！ 577 いいね！ 79 いいね！

推定インプレッション 24K～97K 推定インプレッション 8K～32K 推定インプレッション

こんな人と繋がりたい

全力子育て中パパ・ママ
夫・妻が大好き
子供が大好き
挨拶を大切にする
言葉を大切にする
チャレンジ好き
WordPress詳しくなりたい
エンジニア志望
行動する人
明るい人
熱い… https://t.co/BoPdIRo4GM

フォロワー数1000人突破
ありがとうございます

感謝の気持ちを込めて
お悩み解決企画第一弾

私の愛読書
愛とは恐れを手ばなすこと

を抽選で5名様にプレゼント

応募方法
・フォロー&amp;RT

募集期…
https://t.co/0VRCnjs8g3

フォロワー数1000人
突破記念感謝企画

心のお悩み解決第一弾
書籍愛とは恐れを手ばなすこと
を抽選で5名様にプレゼント

応募方法
・フォロー(既フォロー含)
・RT(引用)

募集期間
・～2/23 23…
https://t.co/ZtaTFSRP6g
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ひろパパ＠元店長&フリー歴15年のプロエンジニア

@yams_budget

photo

26

47

Not available

推定インプレッション

270K～1.1M

エンジニア鬱は挑戦の力1回目→
離職し飲食店店長、2回目→エン
ジニア+起業けいすけさん@kei31
の秘書企業に頼らず生きる #心・
言葉・時間 の在り方を発信妻、娘
8歳5歳頑張るパパママの味方夢
臨床心理士&CFP#星影秘書室
#GOサロ画@gsd_ayano
@tatata_ryota
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

312 1067
月間獲得RT 月間獲得いいね！

209 5874
全ツイート数 リプライ数

1535 1242
ツイート数（引用RT含） RT数

206 87

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月26日 15時46分 ツイート日時 2月5日 11時54分 ツイート日時 2月15日 21時32分

リツイート 24 リツイート 14 リツイート

いいね！ 69 いいね！ 289 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

【アンケートのお願い】
フォロワー1000人を越えるアカウ
ントのみなさんに、アンケートのお
願いです。

フォロワーさん1000人は、アカウン
トの運用（休止期間等除く）からど
のくらい経って達成できました
か？？

分析記事に使用するので、正直に
お願いします

あ、なんかもうさ。
リプもらってるのに返事しない人が
意味わかんない。

圧倒的にフォロワーさんが多い人
は別ですよ？？

バズってるツイートも別ですよ？？

ふつーのツイートにふつーにリプ
つけて「いいね」はするのにリプ返
さない心理は…
https://t.co/6a5OxTlnYw

影響力とツイッターは、切っても切
れない関係にあります。
影響力にあこがれてツイッターに
手を出すのは、動機として充分す
ぎる。

でもツイッターの世界に身を置く
と、たくさんの「人」がいることに気
付かされます。

人を動かすのは、心なん…
https://t.co/NvJBdSYKsY
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四葉かなえ言語化スキルで生きる

@fourleafs_true

photo

8

206

Not available

推定インプレッション

350K～1.4M

文字単価1～5円のクリエイティブ
ライターWEBライター、YouTubeシ
ナリオライター、文章校正、リライト
等30代2児の子持ちココナラで校
正やってます。文系のくせに数学
的分析も好きお仕事はクラウド
ワークス大戸村の人@misadon14
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

193 1137
月間獲得RT 月間獲得いいね！

219 2185
全ツイート数 リプライ数

188 102
ツイート数（引用RT含） RT数

67 19

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月6日 10時52分 ツイート日時 2月19日 11時1分 ツイート日時 2月21日 22時38分

リツイート 79 リツイート 58 リツイート

いいね！ 178 いいね！ 399 いいね！

推定インプレッション 18K～72K 推定インプレッション 13K～53K 推定インプレッション

チチェンイッツァの階段のちょっと
離れた正面あたりから手を叩くと、
ある鳥の鳴き声になって跳ね返っ
てくるのです。それもマヤ人の、計
算なのです

Tips:手を叩く場所はマークも何に
もないので分かりにくいですが、行
くとツアーガイドか…
https://t.co/eyVuxtegVn

今日メイク合わせ行ったらがっつ
りメキシカンメイク施されてもはや
別人

普段10分くらいで薄づきなのにブ
ラックで粘膜塗り潰し&amp;マスカ
ラ3度重ね、数種類のファンデ塗り
たくって約1時間テレビ用メヒカー
ナメイクってこんなんなのね…
https://t.co/QmZArf0TAX

メキシコ土産でオススメなのがズバ
リ、ピアス！

メキシコらしいカラフルなピアスが
至る所で売られています。

しかも値段もだいたい300円前後と
安いし、荷物にもかさばらない！

Tips:メキシコついて最初の方に一
個でも買っといて、…
https://t.co/6fEyy63gDi
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ありすメキシコで女子アナ！

@tabialice

photo

11

111

Not available

推定インプレッション

96K～380K

メキシコのテレビ局でバイリンガル
アナウンサーをしています/東京オ
リンピックでメキシコ側のリポー
ターとして活躍する事が目標/将
来は旅しながらアナウンサーをす
る#タビアナになりたい/メキシコの
テレビ局で奮闘する姿をお届け優
しく応援して下さると喜びます
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

1241 1200
月間獲得RT 月間獲得いいね！

59 930
全ツイート数 リプライ数

161 43
ツイート数（引用RT含） RT数

60 58

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月14日 17時4分 ツイート日時 2月14日 19時1分 ツイート日時 2月11日 20時52分

リツイート 7 リツイート 5 リツイート

いいね！ 37 いいね！ 28 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

「何でもできる」は羨ましいけど、
「どうすればできるか」考えなくな
る。

人間は思考を楽しむ生き物だか
ら、
楽しみを1つ奪われたのと同じ。

ルールがありすぎるのも問題だけ
ど、
ルールが無さすぎるもの大変。
https://t.co/IDsf2GEmAV

リアルでのコミュニケーションは
「キャッチボール」だから、深めるこ
とはできても自由にボールを投げ
られない。

Twitterは「壁当て」だから、自由に
ボールを投げられる。

外から壁当てを観察してわかるこ
ともあるから、補助なのかなと…
https://t.co/dQbmywvEnD

生きていれば、負けると分かってい
ても挑まなければいけない時があ
る。

どうせ負けるなら、得るもの得て負
ける。

また立ち上がって歩き続ける。

そして、最後に勝つ。

負けたその先にだって、勝利はあ
る。 https://t.co/2xKGKrZZer
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りょん＠勇者への転職を支援中

@indoorryon

photo

4

20

Not available

推定インプレッション

90K～360K

自分も勇者を目指しながら勇者に
なりたい人の背中を押す。くじけそ
うな勇者を応援するためにじっ
ちゃんの言葉や冒険の記録を発
信中。 月20冊ペースでの読書を
生かし、あなたの勇者への転職を
noteやブログで支援あなたも人生
を冒険して、一緒に世界平和を目
指す仲間になってほしい♂

1040

1060

1080

1100

1120

1140

1160

1180

1200

1220

2月1日 2月4日 2月7日 2月10日 2月13日 2月16日 2月19日 2月22日 2月25日 2月28日

フ
ォ

ロ
ワ

ー
数

No.131No.131 ～

142



集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

918 1100
月間獲得RT 月間獲得いいね！

132 4405
全ツイート数 リプライ数

1323 736
ツイート数（引用RT含） RT数

409 178

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月13日 23時18分 ツイート日時 2月3日 11時3分 ツイート日時 2月8日 18時10分

リツイート 6 リツイート 6 リツイート

いいね！ 67 いいね！ 41 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

【私は、一生、私。】
子供いるからとか
ママだからとか
女だからとか
日本人だからとか
もうなんか色々まとめて
ほっといてくれ、と感じてきた。

私は一生、私

【速報】

／
保育園、落ちた
＼

クソ日本…（´-`）

道なき道をいくしかない
https://t.co/L3fPnRpPgV

子育てしながら
ヨガの先生してて

人生このままじゃダメだ、
と思った時。

ある人に

「旦那の稼ぎだけで
やっていけるでしょ。
今更、
主婦がわざわざ働く意味、
あるの？」

って言われたんだよな

内情、何も知らないじゃん。…
https://t.co/egYZJV0nxS
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ふみふみHSK6級チャレンジ中ママ

@fumifumi2fumi

photo

5

119

Not available

推定インプレッション

330K～1.3M

日中をつなぐ美容事業 CEO|♀水
泳インターハイ&国体No.1|生活5
年(なじめず廃人)|元社長秘書(セ
クハラ)|ニート→中国起業家のよ
め@kaiti1031 |ヨガ|中国富裕層ビ
ジネス、生きかたを発信|人生、ゆ
るく戦略的に泳ぎたいかた、ぜひ
|2さい娘と#VALUだいすき
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

1499 1126
月間獲得RT 月間獲得いいね！

148 2304
全ツイート数 リプライ数

3051 2555
ツイート数（引用RT含） RT数

464 32

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月7日 5時20分 ツイート日時 2月28日 7時8分 ツイート日時 2月4日 7時39分

リツイート 39 リツイート 24 リツイート

いいね！ 262 いいね！ 60 いいね！

推定インプレッション 8.9K～35K 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

ゆいまーるです

ゆいまーるとは「助け合い」

あなたのお困りごとを
皆で解決して
幸せになりましょう！

お役立ち情報をつぶやきますので
絶対に見逃さないで下さいね~

今朝の新聞広告
デーモン閣下が
コンピュータウイルスに見えた！
https://t.co/kPzsLI7XZK

シャチョコッコ＠ゆいまーるです。

ゆいまーるとは「助け合い」の精神
です。
 
お困りごとを解決して
皆で幸せになる
面白い事始めます。

告知は突然行いますので
絶対に見逃さないでくださいね！
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ゆいまーるまだ６合目

@ozzyiida

photo

6

37

Not available

推定インプレッション

570K～2.3M

フォロワー様との繋がりを大切
に！個人事業主として６合目まで
巻き返しました！今後沖縄で女性
と子供支援のNPOを運営します！
１万人以上の大規模イベント開催
予定ですので、応援よろしくお願い
します！
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

614 1009
月間獲得RT 月間獲得いいね！

136 496
全ツイート数 リプライ数

421 107
ツイート数（引用RT含） RT数

250 64

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月9日 22時54分 ツイート日時 2月23日 7時20分 ツイート日時 2月13日 20時39分

リツイート 38 リツイート 4 リツイート

いいね！ 67 いいね！ 4 いいね！

推定インプレッション 8.6K～35K 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

本当にあったサッカーエージェント
の怖ーいハナシ｜よーへー/新し
いサッカー選手像を探して...
@lave_milan｜note（ノート）
https://t.co/p1w0jjQ2cM

パリ・シャルルドゴール空港で一
泊あり？なし？のハナシ＃空港泊
通信簿 https://t.co/nu5Vf03ia4
https://t.co/sFpgPvKLfi

YouTube更新しました！

フィンランドでは有名な世界一不味
いお菓子

サルミアッキをひたすら食べさせら
れる動画です

ゆるーいですが時間があるときに
見てくださーーい

いいねとチャンネル登録も、忘れず
に

ヴェー…
https://t.co/qexWGvWTf4
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よーへー

@lavemilan

photo

4

5

Not available

推定インプレッション

150K～600K

サッカー選手21歳 高卒→18歳マ
ドリード→20歳フィンランド→20歳
スウェーデン→??? ブログ:ヨーロッ
パ下部リーグのリアル・健康的な
食事・旅・など/#よーへー飯 固定
ツイみてください
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

1056 928
月間獲得RT 月間獲得いいね！

5 91
全ツイート数 リプライ数

206 171
ツイート数（引用RT含） RT数

27 8

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月5日 12時36分 ツイート日時 2月5日 1時23分 ツイート日時 2月3日 16時20分

リツイート 3 リツイート 1 リツイート

いいね！ 12 いいね！ 6 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

900フォロワーわず。みんなありが
とー！！！
1000フォロワーなったら企画しよ
かな。

#デザイナー企画って何がいい？
https://t.co/adsbix3ajb

ほんこれ。笑顔だいじ。

・自分のため
・周りのため
・世界のため
https://t.co/FtR5P8qSGM

めっちゃ楽しかった！
まあ、私なら5555個はあげられる
ねっ！
きのうのメンバーの良いところ。
@takachiiiiii3 @rinda____rinda

#ドラゴンボールインフレ
https://t.co/kqyiJf0WR5
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奥山とおる@売れるデザインコンサル

@okuyama200

photo

1

8

Not available

推定インプレッション

89K～360K

売れるデザインコンサル & 1日1
時間で月10万円マネタイズ専門家
/ 企業ブランド力向上 & 販売力
アップ実現 / ココナラ出品者検索
94万人中2位 / 趣味ジョギング /
体脂肪7% / 胃腸弱め
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

945 946
月間獲得RT 月間獲得いいね！

12 93
全ツイート数 リプライ数

457 107
ツイート数（引用RT含） RT数

80 270

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月22日 16時46分 ツイート日時 2月18日 7時33分 ツイート日時 2月27日 8時13分

リツイート 2 リツイート 2 リツイート

いいね！ 3 いいね！ 4 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

残念でしたw
 #Splatoon2 #スプラトゥーン2
#NintendoSwitch
https://t.co/4e7CRn2evE

ポケモンの最強タイプは何だろう?
#ポケットモンスター
#ポケモン
#ポケモン好きさんと繋がりたい

今日はポケットモンスター赤、緑が
発売した日なんだって!
#ポケモン
#ポケットモンスター
#ポケモン23周年

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

FORCE(今年はフォロワー3000人を目指します)

@force_ytc

photo

1

3

Not available

推定インプレッション

150K～600K

ゲーム配信をしている高校生で
す。　Viva Videoの過去動画はコ
チラから→
https://t.co/oxGzivAIVD　ツイ
キャスはウェブサイトから!　相互
99%気軽に話しかけて下さい!!!※
フォローしたら外さないで下さい!!
現在配信中のゲーム　マリオカー
ト８DX、スプラトゥーン２、その他等
…
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

906 935
月間獲得RT 月間獲得いいね！

52 468
全ツイート数 リプライ数

246 109
ツイート数（引用RT含） RT数

74 63

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月1日 23時19分 ツイート日時 2月10日 12時20分 ツイート日時 2月11日 1時5分

リツイート 20 リツイート 7 リツイート

いいね！ 40 いいね！ 41 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

【WinWin応援企画】
2/24に受けてくる試験の結果点数
を予想してください！
（試験名「サプリメントマイスター」
／五肢択一100点満点）

プレゼント
・ピタリ賞：紹介＆RT10回
・ニアピン賞（±5点）：一斉紹介＆
RT3… https://t.co/5F9wPx1l2w

iPhoneXsMaxに変えてkinlde読み
やすくなった勢いでホリエモンの多
動力をスマホで読了した感想

・興味と結果だけに集中
・フットワークの軽さを追求
・邪魔は極力排除
・無枠でいること
・使えるものは何でも使う
・スマホ…
https://t.co/zn8dNnnfo1

数時間前に知ったSNS「Ctime」っ
ていうものに登録してみました。
「インフルエンサー認定制度」とい
う分かりやすい仕組みがあって、
一定評価を超えるとブロンズとかラ
ンク付与されるという、今の時代の
若者が好みそうなうまい仕組み。こ
れ… https://t.co/4tCrMvlEnR
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バイオ仙人@最高の体調を攻略

@bionaotoko

photo

4

14

Not available

推定インプレッション

100K～400K

20種以上のサプリを飲み、色々な
健康法を自分で試し【最高の体調
と脳の活性化】を追求するバイオ
ハッカー幼少期は病弱→就職後
はきまじめ軽うつ朝帰り→体調改
善に覚醒し生産性UP→絶好調で
軽快な毎日へ脳／集中力／抗疲
労／精神安定／予防医療に興味
あればフォロー状況別お勧めサプ
リ知りたい方はDMで無料紹介中
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

193 957
月間獲得RT 月間獲得いいね！

286 3721
全ツイート数 リプライ数

3015 2673
ツイート数（引用RT含） RT数

277 65

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月21日 16時16分 ツイート日時 2月7日 13時41分 ツイート日時 2月28日 8時41分

リツイート 43 リツイート 43 リツイート

いいね！ 267 いいね！ 345 いいね！

推定インプレッション 9.8K～39K 推定インプレッション 9.8K～39K 推定インプレッション

ふと思ったんだけど、
「友達だから安くして」っていう人
それはちょっと違うくない？

ホントに良好な関係築けてたら
向こうから「安くするよ」って
言ってくると思うんだ。

友達だからって
安易に安くしてっていうのは
良くないかなと…
https://t.co/ldkHXnj1EA

メモの魔力読んで思ったけど
コンプレックスある人は強い。

いじめとか病気とか
そういうのを乗り越えた人は
圧倒的に強いんだよね。

だから今しんどくても
前を見て頑張ってみてほしい。

その辛い経験は
絶対この先の人生で役に立つか
ら。

おはようサンバ

今日で２月も終わりということで
実は先月かむさん@kamuro319と
約束したんです。

２月中に1000人行きましょう！って

途中フォロワー整理が行われて
ちょっとペース落ちたけど
何とか狙えるとこまでき…
https://t.co/XCutSICFlQ
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とうやんSNS攻略の人

@toyanyan18

photo

9

51

Not available

推定インプレッション

510K～2M

▼ 色んなSNSを攻略するのが得
意です→Instagram運用2ヶ月で
2000人突破 / TikTok運用3週間で
1000人突破。▼ コツコツ継続する
天才。▼ Twitter開始2ヶ月でスポ
ンサー2件獲得。▼ Sponsored by
@shupeiman @fRom_EAST_XRP #
沖ケイタ書生
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

1950 918
月間獲得RT 月間獲得いいね！

54 509
全ツイート数 リプライ数

426 97
ツイート数（引用RT含） RT数

127 202

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月22日 18時29分 ツイート日時 2月22日 18時25分 ツイート日時 2月25日 14時35分

リツイート 8 リツイート 5 リツイート

いいね！ 20 いいね！ 6 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

ふじもんさん（@mogmog37918 ）の
コンペに提出した作品はこれ！
毎回ハイレベルなコンペでみんな
の作品を見てるだけでワクワクし
ちゃう
 
クライアントさん泣かせのいちげ氏
（@booichiro ）サロンはスゴイ
ねーー！
https://t.co/oJSTmxCPVl

デザインポートフォリオのページを
更新したよー！
今回はいちげ氏（@booichiro ）サ
ロンで開催された、ふじもんさん
（@mogmog37918 ）のツイッター
ヘッダーのコンペに提出した作品
だよー！

https://t.co/NvodbsXgfr

7期生募集スタートしている
よー！！
いきなりアレでアレな人が参加決
定してサロン内がざわついている
よ https://t.co/TnAgGAIs7K
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あぽ＠社長になるよ

@apocryphally1

photo

4

7

Not available

推定インプレッション

140K～570K

(函館の)ラ・サール→青学国際政
経→零細輸入商社(16年目)家業
を継ぐ準備に入りました。一児の
父。音楽プロレス♂美味しいもの
が大好きなうっかりさんだよ 。 「ブ
ログのこと」「おすすめの音楽」「美
味しかったもの」「プロレス」「英語
や経営者になるための勉強」をつ
ぶやきますよ。 #いちげ氏サロン
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

1200 873
月間獲得RT 月間獲得いいね！

20 231
全ツイート数 リプライ数

402 102
ツイート数（引用RT含） RT数

80 220

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月1日 11時50分 ツイート日時 2月27日 23時42分 ツイート日時 2月6日 14時15分

リツイート 6 リツイート 3 リツイート

いいね！ 10 いいね！ 5 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

関西空港に観光客に向けて任天
堂ゲーム体験コーナーがあるのに
ビックリした
https://t.co/iCVDmm2BhW

中国版かっこいい
ポケモン「剣 ・盾」
https://t.co/PYXBXCOHsv

もう二度と、こんな対戦したくない。
＃スマブラ
#スマブラSP
https://t.co/0ytI9bK81f
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KENTベトナム日本語教師トレーナー

@KENT45990468

photo

3

6

Not available

推定インプレッション

130K～530K

ベトナムホーチミン市日本語学校
で働いている日本語教師。 ポケモ
ン／マリオテニスエース/スマブラ
/マリカ8DX/ ミカンオフ公式アカウ
ント→【@mikan_off_poke】
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

507 859
月間獲得RT 月間獲得いいね！

186 1286
全ツイート数 リプライ数

705 358
ツイート数（引用RT含） RT数

300 47

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月12日 10時0分 ツイート日時 2月8日 22時23分 ツイート日時 2月18日 23時13分

リツイート 4 リツイート 4 リツイート

いいね！ 33 いいね！ 11 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

【行動と言動の不一致が信頼を無
くす】

行動だけでは信頼は無くさない

・やります→やらない
・努力します→努力しない
・頑張ります→頑張らない

行動と言葉の不一致が信頼を無く
していく

宣言して縛るのは大事。ただその
言葉には重…
https://t.co/uNsosvifF2

【独立したいならまず無駄なお金
削る】

・1か月30万の生活費の人
・1か月10万の生活費の人

10万の人のが安心して会社辞め
れるよ
お金稼ぐの3分の１でとりあえず死
なへんもん

僕は嫁と2人で月15万まで下げた
おかげでショッ…
https://t.co/568riMoDaO

今セミナーとか行くと女の子の方が
多かったりするで！

ぶっちゃけ積極性も今の現世では
蓋をあけると女の子の方がガツガ
ツ行っとるで

本気出したメスはホンマビビるっす

オスの時代は徐々に縮こまってる
からよりいっそう男の子も自分らし
く… https://t.co/XW9L4pe0fH
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ポロック＠起業相談屋

@kensukepollock

photo

3

20

Not available

推定インプレッション

190K～750K

【SNSで友達1000人作る】がコンセ
プトの26歳社長 借金500万から起
業家。現在見込年商3000万
/2020年1月見込年商1億。起業、
独立、考え、事業進捗状況....諸々
を呟く垢。 今年はSNSでの出会い
から新規事業を立ち上げたい 興
味ある人はDM下さい。仲良くなり
ましょう。
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

616 876
月間獲得RT 月間獲得いいね！

240 901
全ツイート数 リプライ数

807 226
ツイート数（引用RT含） RT数

295 286

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月9日 15時26分 ツイート日時 2月2日 22時53分 ツイート日時 2月25日 21時45分

リツイート 46 リツイート 44 リツイート

いいね！ 51 いいね！ 45 いいね！

推定インプレッション 10K～42K 推定インプレッション 10K～40K 推定インプレッション

【プトニムズの全力紹介企画！】

あなたの魅力を140文字で全力紹
介します！
紹介するものはブログやプロフや
宣伝等何でもOK♪
希望するものをリプ下さい！※リ
プなしはプロフ

参加条件
・@ptnimz1987をフォロー
・当ツ…
https://t.co/sNqoAnPtpH

＼フォロワー800人チャレンジ企画
／

あなたの固定ツイートをRTします
♪

応募方法は
・当ツイートをRT（引用NG）
・@ptnimz1987をフォロー
のみ！

フォロワー800人達するまで上記
に満たした方の固定ツイートをR…
https://t.co/pO4KlfLjis

記事更新しました

退職代行サービスの失敗しない選
び方

最近退職代行サービスをよく見る
ようになりましたが、知れば知るほ
ど前職の時使いたかったと感じま
す

会社辞めたいけど辞められないっ
て人はおすすめですよー？！
あなたの…
https://t.co/OJQAlf8vl7
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プトニムズ/コツコツ努力型フリーランス

@ptnimz1987

photo

10

16

Not available

推定インプレッション

210K～830K

自己成長＆SEOマニア人生の
テーマ：ポテンシャルを開花し周り
の仲間と理想の人生を生きる 文
系四大卒で某SIerに就職(社畜SE)
→フリーランスSE兼ブロガー→
2020年法人化目標随時一緒に成
功していく仲間募集！気軽にフォ
ロー/DMください
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

2306 819
月間獲得RT 月間獲得いいね！

16 52
全ツイート数 リプライ数

219 70
ツイート数（引用RT含） RT数

90 59

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月8日 17時42分 ツイート日時 2月4日 17時2分 ツイート日時 2月26日 22時32分

リツイート 4 リツイート 2 リツイート

いいね！ 4 いいね！ 0 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

その通り。
https://t.co/ZEKOHjpUPY

今の自分でいいのなか……と思っ
ているときに読むと効果があるか
もです⇒「星がひとつほしいとの祈
り」　原田マハ　実業之日本社
https://t.co/Dn5wbsFyz0 #原田
マハ #星がひとつほしいとの祈り

奈良は追放で。Jリーグを汚すな。
https://t.co/g0zvhx6mhd
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田中一郎（サッカーと旅とお茶）

@kamakura16

photo

1

1

Not available

推定インプレッション

86K～340K

コーヒーと紅茶と旅と小説とサンフ
レッチェ広島をこよなく愛していま
す。ぜひ、フォローをお願いいたし
ます。リツイートもよろしくです。
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

916 855
月間獲得RT 月間獲得いいね！

28 93
全ツイート数 リプライ数

95 16
ツイート数（引用RT含） RT数

30 49

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月15日 22時2分 ツイート日時 2月3日 18時18分 ツイート日時 2月20日 23時23分

リツイート 3 リツイート 3 リツイート

いいね！ 8 いいね！ 8 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

ニシノコンサル今日も面白かっ
た！

番組終盤に乙武さんの義足プロ
ジェクトのクラウドファンディングの
経過報告があったけど大成功に
終わってニシノコンサルすげーっ
てなったわ！

結果を出さないと世間は認めてく
れないんやなとつくづく感…
https://t.co/ZLevSTkioC

この記事のチケット問題やねんけ
ど、ニシノコンサルの社交ダンス
編でもこの内容と近いこと言って
たなー。

わいはニシノコンサルフリークとし
てに毎回まとめてるし気になる人
は見てみて！

#西野亮廣

ニシノコンサル…
https://t.co/I807q4Cyih

キャッシュレスサービスって多すぎ
てどこの店で何が使えるのか？1
番おトクな支払い方法は何なのか
分からん！

もっと分かりやすくしたい！！

その思いから店別に使えるサービ
スとおトクな支払い方法についてま
とめたで

是非参考にして…
https://t.co/qnlkqBfkKA
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倍返しの半沢くん（元銀行員が伝授するマネー塾）

@moneyhanzawakun

photo

2

13

Not available

推定インプレッション

52K～210K

平成25年～30年の5年間、関西の
地銀で保険や投信、法人営業等し
ていた元銀行員29歳やで。 飛び
込みなどの泥臭い営業経験から
学んだ有益なマネー情報（保険・
投信・株） やビジネスに関するおト
ク情報をツイートしまっせ！キンコ
ン西野さんに記事を紹介してもら
い3日でPV30000達成。ニシノコン
サルまとめブログ毎週アップ中！
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

220 814
月間獲得RT 月間獲得いいね！

46 461
全ツイート数 リプライ数

533 272
ツイート数（引用RT含） RT数

196 65

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月16日 14時21分 ツイート日時 2月9日 15時43分 ツイート日時 2月14日 23時51分

リツイート 7 リツイート 6 リツイート

いいね！ 27 いいね！ 3 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

▼プログラミングもくもく会in名古
屋 第2回目の申し込みはこちらか
らよろしくお願いします

#もくもく会
#駆け出しエンジニアとつながりた
い
#プログラミング学習

https://t.co/I3Mg6cxF3T

プログラミング独学10日目
進捗報告

#100DaysOfCode
プロゲート
HTML &amp;CSS
HTMLの全体構造(2)

ギクサポでプログラミングの一歩目
を踏み出しました
https://t.co/gIHQIg57RI
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OKKI@デジタルマーケター #プログラミング独学

@surprise_okki

photo

4

9

Not available

推定インプレッション

150K～610K

PR企画・webコンサル / サプライ
ズマガジン「サプライズコンシェル
ジュ 」の運営・3ヵ月で月間
5000PV / サプライズコンシェル
ジュ 代表 / 興輝商事株式会社
取締役(不動産賃貸管理専門) /
@haruneru7530(はるねる寝坊助
の味方:スポンサー様)
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

225 798
月間獲得RT 月間獲得いいね！

76 1186
全ツイート数 リプライ数

751 582
ツイート数（引用RT含） RT数

158 11

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月22日 19時21分 ツイート日時 2月15日 23時51分 ツイート日時 2月20日 17時5分

リツイート 12 リツイート 5 リツイート

いいね！ 14 いいね！ 22 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

SEO添削します

ブログやサイト運営のライティン
グ、
検索流入で悩んでいる方は是非。

【メリット】
自称日本一の
SEOライターが添削します

【参加条件】
フォロー＆RT
抽選で5名

【〆切】
2/24（日）17…
https://t.co/LMNRdONT8K

#イチ組

人望の塊リーダー
@u_1ch1
起業する好奇心の塊
@freeted1
ムードメーカーブロガー
@daki0118
名古屋の人気者
@kusurino_ouchi
アイドル
@mayuko_neetidol…
https://t.co/2s48USZw0g

主にブロガーさんへ質問です。
の中だと何が困っていますか？
他に何かあればリプライで
教えて欲しいです～。
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ハギ｜SEOライター

@69hagi

photo

3

8

Not available

推定インプレッション

190K～740K

自称日本一のSEOライターです。
ため息ばかりのサラリーマンが嫌
でフリーターの道へ→25歳でSE目
指して猛勉強→参考書5ページで
挫折→広告代理店に就職→デザ
イン・コーディング・webマーケ・分
析まで幅広く勉強して気づいたら
最強SEO習得 #最強サイト構築論
で0から完成までの情報を発信中
＃SEOの極意
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

469 823
月間獲得RT 月間獲得いいね！

500 3761
全ツイート数 リプライ数

2954 1448
ツイート数（引用RT含） RT数

1234 272

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月12日 16時7分 ツイート日時 2月25日 2時32分 ツイート日時 2月18日 0時10分

リツイート 58 リツイート 12 リツイート

いいね！ 104 いいね！ 26 いいね！

推定インプレッション 13K～53K 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

いつの間にか700人の方にフォ
ローしていただき
感謝でいっぱいです！

ということで企画

僕が生まれてからこの方愛して止
まない山口県宇部市のラーメン
1.上記ラーメンを抽選で1名様にプ
レゼント(+2番)
2．抽選で5名様の紹介n…
https://t.co/rP15itBlc0

フジケーさん(@@shimanchuselect
)と共同でパイナップルを10000玉
売る宣伝隊長になりました！

まだ発信は本格的ではありません
が、よろしくお願いします！

https://t.co/OQDDtp1pXb

タスデビ(@tasudevil )さんの紹介の
つもりが、悲しいダイエットをして欲
しくない僕の思いが先行してしまし
ました。

もしよかったら呼んでください。

そして悲しいダイエット、無益で自
己完結しかない無理なダイエットが
増えてい…
https://t.co/yh6vmmvEke
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 川原拓人 飲食店のIT周りの専門家

@T_kawahara_0424

photo

8

23

Not available

推定インプレッション

460K～1.8M

Twitterでパイナップル1万個売る
人 調理科学と食のマーケティン
グ、ブランディング化の専門家 IT
企業のCOOその経験を活かしフ
リーランスで飲食店の総合アドバ
イザーとしてIT周りを中心にアドバ
イス タスデビさん（@tasudevil） の
生活指導官 #農ブラ部
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

481 879
月間獲得RT 月間獲得いいね！

386 5920
全ツイート数 リプライ数

1797 1220
ツイート数（引用RT含） RT数

489 88

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月27日 19時51分 ツイート日時 2月1日 11時37分 ツイート日時 2月1日 10時39分

リツイート 71 リツイート 46 リツイート

いいね！ 274 いいね！ 242 いいね！

推定インプレッション 16K～65K 推定インプレッション 10K～42K 推定インプレッション

勉強スイッチが入ってます
オススメの本(漫画)教えてください

育児、精神疾患や障害関連、ブロ
グ、自己啓発…
なんでもいいです

いつも心掛けてる事や大切にして
る事でもOK

RT&amp;リプで

①固定ツイRT
②プロフo…
https://t.co/4NgH7oOzua

＼ブログ更新しました／

とても悩んだ保険解約…完了した
ので記事にしました。

家計簿の救世主@aki_kakeibo
お金の知識動画@freelife_blog
5分で読める文章で解説@7rtXrp

勉強させて頂き…
https://t.co/A0O0piUTai

【 悲報？ 朗報？ 】

夫が上司に

『仕事辞めたい』

てLINEを送った画像をスクショして
送ってきたよ…！！！！！

え？え？ついに転職！？？

ブラック企業から脱出
…！？？？？？

なにこれ、どうしたらいい…めっ
ちゃテンション上がるんだけど
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すず@生きやすくなるヒント発信

@MimosaSuzu

photo

32

453

7.3K～29K

推定インプレッション

350K～1.4M

チョコ大好きな精神保健福祉士仕
事は地域で暮らす・働くお手伝い
心の病気は誰でもなる可能性が
ある…うつ・統合失調症・発達障
害…病気になるのは誰のせいでも
ない育て方は関係ない家族や周り
で支える人も、今より少しだけ楽に
なる考え方のヒントを発信自分の
人生も大切にして生きよう
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

904 782
月間獲得RT 月間獲得いいね！

23 1053
全ツイート数 リプライ数

619 377
ツイート数（引用RT含） RT数

174 68

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月12日 14時9分 ツイート日時 2月1日 0時24分 ツイート日時 2月24日 11時0分

リツイート 3 リツイート 2 リツイート

いいね！ 8 いいね！ 6 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

#モルック デビュー
思ってたより楽しい～
絶対やるべき！
#ソクスポ
https://t.co/No9e3Luqlv

何度聴いても良い曲たち
またライブ行く
https://t.co/2eKH3XDPD8

おはよーございます
夜勤明けに少しだけ居残って、お
手伝い。

ホッとひと息、シンプルなトーストに
しようかな？とも思ったけどチーズ
の魔力に勝てず

感謝を反省を忘れてないか
楽しむ！幸せになる！を発信して
るか

今日も笑顔い…
https://t.co/vZALrPMUPm
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HARUカフェ #名パス 20

@macchanchan

photo

1

24

Not available

推定インプレッション

160K～650K

コーヒーが好き過ぎて焙煎所巡り
/ スナックとバーで気まぐれカフェ
営業 / #ネパールコーヒー /  #カ
フェ巡り / #早起きチャレンジ / #
名刺交換よりパス交換 / #ぬか漬
け始めました
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

252 758
月間獲得RT 月間獲得いいね！

115 1328
全ツイート数 リプライ数

1387 310
ツイート数（引用RT含） RT数

75 1002

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月18日 12時58分 ツイート日時 2月13日 17時26分 ツイート日時 2月9日 1時52分

リツイート 41 リツイート 27 リツイート

いいね！ 220 いいね！ 343 いいね！

推定インプレッション 9.3K～37K 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

みなさん笑ってますか？

「笑う」のはメリットしかない。

ストレス発散。

血圧を下げる。

他にもたくさんのメリットがありま
す。

会社で消耗してストレスたまってい
る人はたくさんいると思います。

しっかりと自分自身の時間を確…
https://t.co/R81SdjRKPz

私事ですが、約４年間勤めた会社
を２月で退職します。

たくさんの人に会い、たくさんの
チャレンジをしていきたいという想
いから退職を決断しました。

仕事では辛いこともたくさんあっ
た。
でも人にも恵まれ、仕事はとても
楽しかった。

こ… https://t.co/SFoyACFIkk

「なにが楽しいの？」

「なにがやりたいの？」

「なにになりたいの？」

これがしっかりしていると軸がぶれ
にくい。

あくまでお金稼ぎは目的ではなく手
段だと思っています。

そのお金でなにをしたいのか？

そのお金でどうなりたいのか？

この辺がしっかりしている人は迷わ
ない。
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わーこ@２万からの逆転劇

@wako_420

photo

5

28

Not available

推定インプレッション

270K～1.1M

安定を捨てたポジティブチャレン
ジャー１歩が踏み出せない人、変
わりたい人の味方年収400万＋副
業で月2万稼ぐ→会社を辞めて月
2万の収入＋貯金60万→2万から
の逆転劇お見せします果たして妻
と幸せに暮らしていけるのか楽し
い人生の送り方、人生を変える方
法について発信スポンサー 時未
来さん(@tokimirai
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

107 778
月間獲得RT 月間獲得いいね！

80 758
全ツイート数 リプライ数

630 241
ツイート数（引用RT含） RT数

332 57

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月21日 20時59分 ツイート日時 2月3日 19時59分 ツイート日時 2月2日 21時16分

リツイート 11 リツイート 11 リツイート

いいね！ 32 いいね！ 34 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

西野さん@nishinoakihiro のオンラ
インサロンで下記ブログの詳細と
『想い』が投稿されてました。

「先々までの想像力を持つこと」に
帰着する気がしますが、これから
のタレントの未来に対する思考は
本当にハッとさせられます…
https://t.co/ZPrQAnkiQC

彼氏が大道芸人でした♂
死にたいくらい恥ずかしいデートで
した

デートでは「ここ路上しやすそう」っ
て人通りと警察署からの距離ばか
りみるし

 お釣りでコインが出たら消しちゃう
し…。

あたし何かおかしいこと言ってま
すか？妄想…
https://t.co/zTZL00b5pT

銀座の路上パフォーマンスを見て
きました！

日本で唯一のハンドパン奏者 峯モ
トタカオさん @minemototakao

自分の想いを持ってそれを発信し
ている人はやっぱりかっこいいなと
思います

癒される30秒なのでぜひ音あり…
https://t.co/twoTtn0YOy
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チエロ♂

@chiero_piero

photo

8

37

Not available

推定インプレッション

160K～650K

路上で100人集める元プロの大道
芸人♂ お客さんの気持ちを知りた
くてフリーランスから会社員への
逆ルートへ路上で出会える人数の
100倍の人と繋がりたくて17liveで
ライブ配信始めました #17live認証
ライバー
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

568 785
月間獲得RT 月間獲得いいね！

114 1137
全ツイート数 リプライ数

738 271
ツイート数（引用RT含） RT数

303 164

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月2日 13時40分 ツイート日時 2月1日 7時0分 ツイート日時 2月1日 6時36分

リツイート 6 リツイート 6 リツイート

いいね！ 22 いいね！ 16 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

【エンジニア向け】コードを簡単に
読む方法

コードを楽に理解したいなら、

下から読みましょう

コードの結論は最下に書かれてい
るからです。

よく「結論から述べろ！」と言われ
ますが、プログラムは逆。

順番にコードを理解させる…
https://t.co/BaQQEUYRzP

【ヘッダーコンペ総括】

「いちげ氏サロンのクオリティ高す
ぎん？」

この一言に尽きますw

12名15点、、全く、迷わせてくれや
がって！！

Special Thanks to

ディレクションいちげ氏(@booichiro
… https://t.co/CKqU0TRLmN

【トラハックのヘッダーコンペ応募
作品No.4】

こーやさん(@coopemine18 )の作
品！

個人的にフォントが一番好きでし
た！

ラジオ内で伝えた「細ゴシックが落
合陽一っぽくて良い」という意図を
汲み取ってくださったのか…
https://t.co/nHEz9pL3ml
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トラハック_(:3」∠)_自動化エンジニア

@torahack_

photo

6

18

Not available

推定インプレッション

180K～730K

面倒なことは自動化機械に働いて
もらう_(:3」∠)_自動化ツール開発・
プログラミング理論・収益自動化
について発信SEO×Python×
AWS25歳からプログラミング歴2年
目アフィリエイター専用「サジェスト
自動収集ツール」を開発
https://t.co/6GAEGQ1TwC質問
箱https://t.co/DoRk0I574S
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

99 829
月間獲得RT 月間獲得いいね！

724 5917
全ツイート数 リプライ数

2962 2036
ツイート数（引用RT含） RT数

490 436

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月17日 9時22分 ツイート日時 2月22日 6時59分 ツイート日時 2月24日 9時40分

リツイート 44 リツイート 28 リツイート

いいね！ 113 いいね！ 243 いいね！

推定インプレッション 10K～40K 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

【かゆうまゾンビ@の後ろを変えて
みた！】

『悪質』な情報商材屋さんが寄って
くるのか？

その他の数値はどうなるのか？

どうなるのだろうか。笑

しばらくの間、検証しますね。

フォロワーさんには真意を伝えて
おきたいので、リツイ…
https://t.co/mVoBzjGiVz

【フォロー選抜します】

99名枠に余裕ができたので、何人
か選抜するかも

フォローしたくなる人は...
・尊敬できる
・将来性がある
・メリットを提供できる
・見返りを求めずに応援してくれる
・美しい女性
など。

最終的には…
https://t.co/CqXjEdwsnU

【反応率の高いフォロワーさんの増
やし方】

ざっとこんな感じです。

・ツイートしまくる
・ふざける
・突き刺す
・有益情報をシェア
・分析する
・リプする
・画面の向こうを意識する
・はっきり言う
・誰かの気持ちを代弁する
・ツ… https://t.co/Z7YOcSizxn
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かゆうまゾンビ@孤高のブロガー

@kayuuma_zombie

photo

26

130

Not available

推定インプレッション

460K～1.8M

ブログ（https://t.co/uk3aAEVltE ）
を運営中！3月よりTwitter運用サ
ロンを開始！ツイートはWeb集客・
考え方・毒舌ネタが中心です！媒
体データも不定期で公開中！ゲリ
ラ企画も主催！フォローしておくと
良いことあるかも？（このエリアは
広告枠です。掲載希望の方はDM
ください）
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

492 827
月間獲得RT 月間獲得いいね！

427 4076
全ツイート数 リプライ数

681 249
ツイート数（引用RT含） RT数

341 91

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月16日 7時57分 ツイート日時 2月6日 12時22分 ツイート日時 2月8日 17時40分

リツイート 143 リツイート 29 リツイート

いいね！ 487 いいね！ 99 いいね！

推定インプレッション 33K～130K 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

うつ病療養を楽しくするコツ

・寝る
・アニメ
・ゲーム
・マンガ
・本を読む
・陽に当たる
・日記を書く
・趣味を見つける
・好きなことする
・自然の中に行く
・お薬をしっかり飲む
・一人になれる逃げ場所を作る
・前職に関連する…
https://t.co/389INhENR0

休むと周りに迷惑をかけて罪悪感
が出てくるかもしれないよね？

でもね、休まず体を壊しても周りの
同僚や上司があなたを養うことは
無いんだ。

体気をつけての一言だけ送られて
退職して関係が終わる。

それでも罪悪感でるかな？
自分の心と…
https://t.co/XSqbTutlOI

療養で一番必要なのは過去の理
想を諦めること。諦めると言っても
後ろ向きじゃなくて良い意味での諦
めだよ。病気になる前に描いてい
た理想はあくまで病気になる前の
ものなんだ。

だからさ、病気になってからの理想
を立ててそれに向かって進めばい
… https://t.co/geAcZocAPW
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どんぶっちうつ病療養の案内人

@donbucchi3

photo

23

158

Not available

推定インプレッション

180K～720K

【うつ病療養を楽しむプロ】社会の
洗脳教育で自分を見失い社畜化
自己犠牲でうつ病になるうつ病療
養中に自分を見つめ直し人生を楽
しむ考え方とネットビジネスを学ぶ
ゆっくり楽しんで療養して、自分の
人生を幸せにしようねポルカ実施
中⇒https://t.co/3d2fEuXuuz ス
ポンサー様 @HishiiRyo様
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

886 773
月間獲得RT 月間獲得いいね！

66 1415
全ツイート数 リプライ数

636 335
ツイート数（引用RT含） RT数

283 18

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月5日 22時0分 ツイート日時 2月13日 22時3分 ツイート日時 2月10日 18時8分

リツイート 5 リツイート 4 リツイート

いいね！ 16 いいね！ 58 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

3/26 WATCHA!JK(@WatchaJk )
v
v
v
3/27
WATCHA!NAGOYA(@NagoyaWatc
ha )
v
v
v
3/28 第2回りんご会
(@apple_Andante )or WATCHA!0→
… https://t.co/qPqPgWSQep

初任者の最強スキル「質問」

「あの～…初めてでよくわからない
ので、確認させて欲しいんですが
…

・〇〇するのは何故ですか？
・そもそも〇〇は必要なのです
か？
・〇〇すると子どもにどんなメリット
があるんですか？
・〇〇が1番いい方…
https://t.co/zgwC4GX4AT

#ネギ民祭 始まります！
https://t.co/Q146koP40P
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イスップ

@higedarumaaaaaa

photo

4

14

Not available

推定インプレッション

160K～660K

好きなものが好き。やりたいことを
やる。楽しく生きる。教育。理科。
＃WATCHA理科。＃ネギ民祭。馴
れ馴れ変態紳士。
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

919 775
月間獲得RT 月間獲得いいね！

101 1795
全ツイート数 リプライ数

1155 7
ツイート数（引用RT含） RT数

402 746

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月3日 7時59分 ツイート日時 2月25日 6時21分 ツイート日時 2月5日 7時44分

リツイート 6 リツイート 5 リツイート

いいね！ 21 いいね！ 50 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

これが
僕のやるべきことであり
僕の生きる道です！
https://t.co/1580l3aC0h

その通りですね！

一生懸命乗り越えている人は
自分で限界だなんて言いません！

限界を作って言い訳せずに
ただただがむしゃらにやり遂げる
ことに
集中集中
https://t.co/uD7RvdV7L8

僕が一番力を入れていることで
す。
本当にこの通りです！
https://t.co/pkfO39fJ1b

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

yo-suke人間力経済力

@yosuke82PT

photo

5

50

Not available

推定インプレッション

240K～960K

スポーツジムトレーナー→理学療
法士に転職。現在、スポーツや健
康業界で活躍中！「人間力」と「経
済力」高めるということを信念に心
身を鍛錬してます人生の有益な情
報など成長に繋がるツイートを発
信人生楽しんだもん勝ち笑顔は最
大の武器です
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

311 768
月間獲得RT 月間獲得いいね！

191 820
全ツイート数 リプライ数

882 499
ツイート数（引用RT含） RT数

258 125

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月8日 21時41分 ツイート日時 2月2日 15時31分 ツイート日時 2月13日 19時55分

リツイート 52 リツイート 48 リツイート

いいね！ 50 いいね！ 44 いいね！

推定インプレッション 12K～47K 推定インプレッション 11K～44K 推定インプレッション

フォロワー700人突破企画

固定ツイートを拡散します

参加方法
フォロー&amp;RT（引用♂)

応募〆切
2/9 23:59まで

自分のフォロワーに、固定ツイート
が拡散されます

みんなで繋がりましょう

#拡散希望

【節分企画固定ツイートを拡散しよ
う】

鬼は外～、あなたの固定ツイート
拡散します

参加方法:フォロー&amp;RT（引用
♂)

応募〆切 2/3 23:59まで

自分のフォロワーに、固定ツイート
が拡散されます

みんなで繋がりましょう

#拡散希望

バレンタイン企画

リツイート数×10円をプレゼント
抽選で1名の方へスポンサー料とし
てプレゼントします♂

金額は、皆さんのリツイート量にか
かっています

＜応募方法＞
①フォロー
②RT(引用RTは♂)…
https://t.co/MYtusZyIaC

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

よし@パパカウンセラー

@yoshiafr

photo

26

27

Not available

推定インプレッション

200K～810K

これまで1000人以上の相談にのっ
てきたカウンセラー▼悩みを抱え
るあなたのサポーター婚活アドバ
イザーとして独立心理カウンセ
ラー資格取得婚活支援サービス
や子育てサポート活動をしてます
▼ 2児のパパ▼婚活のコツを配信
▼スポンサー:まささん
(@saeki1070) #星影秘書室 #子育
てコミュ #じばサロ
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

1256 1154
月間獲得RT 月間獲得いいね！

527 2063
全ツイート数 リプライ数

869 492
ツイート数（引用RT含） RT数

131 246

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月11日 21時58分 ツイート日時 2月25日 21時15分 ツイート日時 2月25日 12時56分

リツイート 293 リツイート 79 リツイート

いいね！ 516 いいね！ 171 いいね！

推定インプレッション 67K～270K 推定インプレッション 18K～72K 推定インプレッション

ぽじねこと繋がりませんか？

ブログ初心者の方
Twitter初心者の方
ポジティブな方
面白い事が好きな方
アウトドア好きな方
アニメ・ゲームが好きな方

１つでも当てはまったアナタは
今日からぽじねこのお友達です

フォロー＆RTで
フォロバしに参ります

ぽじねこと繋がりませんか？

ブログ初心者の方
Twitter初心者の方
ポジティブな方
面白い事が好きな方
アニメ・ゲームが好きな方
YouTubeが好きな方
リプ魔

１つでも当てはまったアナタは
今日からぽ…
https://t.co/T7WPPlHVMp

もうすぐ1000フォロワー…

誰か…

優しい人が…

拡散してくれて…

フォロワーさんが…

ぶおおおおおおああああって…

増えたら...

いいのにな…

#RTした人全員フォローする
#拡散希望RT

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

ぽじねこ＠VBlogger

@posi_log

photo

65

129

15K～59K

推定インプレッション

260K～1M

ポジティブをテーマにブログを書い
ています趣味はゲームやYoutube
です相互フォローでTwitterを楽し
みたいので基本的にはフォロバし
ますお返事がないときは寝ていま
す
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

961 857
月間獲得RT 月間獲得いいね！

326 3628
全ツイート数 リプライ数

2229 1195
ツイート数（引用RT含） RT数

502 532

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月26日 8時22分 ツイート日時 2月19日 13時43分 ツイート日時 2月26日 23時13分

リツイート 13 リツイート 7 リツイート

いいね！ 58 いいね！ 18 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

「転んでも ただでは起きぬ へこた
れぬ ピンチは宝 チャンスざくざく」

ピンチはチャンスの宝箱がモッ
トー！日田を世界一の町にするべ
く邁進中です
短歌狂、夫狂、娘狂、ライオンズ
狂！笑
#プロフィール短歌 #短歌 #tanka
… https://t.co/RGUdWZcE40

皆さま、助けてください
まだ誰も申込みがない状況です
当日参加の方もいるんでしょうけ
ど、最悪ひとりでライブ配信します
けど！
たけさん@office_sgk 本当あてにし
て良いですかー？
地方発 #SNSアウトプットLAB 開
催… https://t.co/8jHYmMLPeP

「いかないで」
寝返りうって
しがみつく
娘の小さな
手の愛しさよ

#短歌 #tanka #子育て短歌

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

ニシグチ ライナ @ラテン系ガンメン歌姫コーチ

@Raina_LoveLions

photo

6

22

Not available

推定インプレッション

390K～1.6M

陽だまりの歌姫♪世界一の勇気
づけ屋を目指す「人間力」トレー
ナー日田に惚れた博多の女 顔も
性格もラテン系バラ色の人生を実
現するイメトレ発声&スマイルト
レーナーあなたらしく楽しくラクに
生きてみませんか？ ライナと日田
で会いましょ～素敵ヘッダーは
@earn_studio_gr 作！
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

658 781
月間獲得RT 月間獲得いいね！

180 1392
全ツイート数 リプライ数

1534 1230
ツイート数（引用RT含） RT数

153 151

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月19日 17時27分 ツイート日時 2月1日 23時8分 ツイート日時 2月8日 20時26分

リツイート 63 リツイート 21 リツイート

いいね！ 149 いいね！ 94 いいね！

推定インプレッション 14K～57K 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

700名感謝のアホ企画

アイコン・プロフを見て勝手に
【CMまたぎ、このあとは…】で

貰ったリプに引用RTで紹介しま
す。

【要項】
RT（引用）
リプに希望を（笑い/感動など）
〆切 ２月中
今後も絡…
https://t.co/Cf88mSmnk3

「見たい時」に「見せよう」

何のこっちゃら

テレビが違和感なく
スッと見れるのは…

プリンがよく見えるから！

要は、
紹介→うまそ→パクッ→うま→イイ

見たいタイミングで物を見せてる
から！

紹介…
https://t.co/NuPVUSWfZm

アカウントに遊びに行ってな

ずぅーっと見て行って

RTばっかやったら、
なんか「あぁ～…」ってるねん。

ええんやけど、

やっぱり
オリジナルのが見たいやん？
どんな感じなんかなってさ。

やっぱり人柄が分からんから

そっと、
閉じるよねぇ…

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

けムぼ@テレビ番組編集マン関西弁

@inaka_edit

photo

12

187

Not available

推定インプレッション

290K～1.2M

テレビの裏側へようこそ30代テレ
ビ番組の編集マンだよ番組の最
後に「編集」で流れてるアレだよテ
レビ制作と子育て現場からテレビ
のあるある、動画編集ノウハウ教
えちゃう息子娘音楽好きイナカ住
#テレビの秘メモ | #動画編集のス
スメ | #子育てメモ | #VR 制作
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

255 744
月間獲得RT 月間獲得いいね！

122 1197
全ツイート数 リプライ数

882 653
ツイート数（引用RT含） RT数

185 44

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月25日 20時32分 ツイート日時 2月1日 15時17分 ツイート日時 2月25日 21時57分

リツイート 35 リツイート 13 リツイート

いいね！ 55 いいね！ 96 いいね！

推定インプレッション 8K～32K 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

【プレゼント企画】
本日お会いした河合さん
@kawai_edu の本のプレゼント企画
をします！
(写真参照)

【条件】
・RT(引用NG.宣伝は是非！)
・DMにて住所を教えていただける
方

【〆切】
2/27 14:59まで…
https://t.co/WfjWjgdBZW

【ブログ立ち上げました】
1月20日くらいに思い立って、ブロ
グを立ち上げ
本日リリースしました
アウトプットの量と質を上げていき
たいと思います！

第1記事目は自己紹介記事！
https://t.co/6m6QSuVy8u

なんと、@fRom_EAST_XRP さんが
スポンサーについてくれるそうで
す！！

なので当選者を

【6人】

にします！！！

そして条件変更で
DMで住所→Amazonほしい物リスト
に変更します！
ので住所はわからないので安…
https://t.co/WZsTxsFb1j

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

せん”きっかけ”プロデューサー

@hrkw_1000

photo
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15

Not available

推定インプレッション

200K～790K

イマを少し良くする”きっかけの種”
を蒔いてます｜受け身で過ごす
日々→1つの団体との出会い→人
生の軸決定｜『現状を変えたいけ
ど何をしたらいいか分からないあ
なた』に”出会い”や”気づき”を発
信します｜時代や環境に左右され
ず『生き方を選択できる』人になる
ためのストーリー｜スポンサー
@fRom_EAST_XRP
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

499 757
月間獲得RT 月間獲得いいね！

200 1388
全ツイート数 リプライ数

364 236
ツイート数（引用RT含） RT数

70 58

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月18日 19時11分 ツイート日時 2月24日 13時47分 ツイート日時 2月24日 18時34分

リツイート 142 リツイート 16 リツイート

いいね！ 772 いいね！ 99 いいね！

推定インプレッション 32K～130K 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

【留学とめる人たち】

・中学でいきたい→英語勉強して
から

・高校でいきたい→受験してから

・ 高卒でいきたい→大学とりま入
れ

・休学したい→1年も休むの？

・新卒しない→新卒カード使わな
いと....

・会社やめたい→…
https://t.co/FaqHHYKKoM

【学歴と海外移住】

学歴が、すべてじゃない論はわか
る

学歴なくても尊敬できる素晴らしい
人に沢山あった

でも学歴が関係ないかといわれる
と
相対的には学歴高い人は本当に
頭よくてキレると思うケースも多い

あとは学歴い…
https://t.co/RANJ0O51h7

【海外就職とビザと学歴】

・オーストラリア
学歴は必須ではないが永住権申
請等に大卒で稼ぐ得点が役立つ

・フィリピン
わくいさん@misanwakui が就労ビ
ザ申請に大卒が必要とコメント

・アメリカ
4大卒＋@…
https://t.co/biC75L9c6k

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

たきメルボルン

@mel_ryugaku

photo
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Not available

推定インプレッション

110K～450K

短期留学できたのに気づけば海
外就職中｜留学は勢いからの英
語苦手な人→字幕なしで映画が
みれるほどに成長｜オーストラリ
アで語学学校、ワーホリ、大学院
(社会福祉)｜LGBTIQ、難民移民、
シングルペアレント支援｜留学、
海外旅行、社会学が得意分野｜
だけど今はブログ.IT. 筋トレ.ダイ
エットに興味有りです
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

245 743
月間獲得RT 月間獲得いいね！

341 4172
全ツイート数 リプライ数

478 212
ツイート数（引用RT含） RT数

195 71

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月16日 17時11分 ツイート日時 2月23日 19時4分 ツイート日時 2月19日 5時45分

リツイート 19 リツイート 14 リツイート

いいね！ 142 いいね！ 104 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

自分がすべてを知って
理解してる訳じゃないし

自分の考えだけが
全て正しい訳じゃない

いつだって
どんな相手の前だって

新しさや違いを
受け入れる余裕を持とう

この世のすべてを
分かったような顔をして

誰かを見下したり…
https://t.co/ENvFNUI32h

寒さに凍えた人ほど
人一倍暖かさを感じる

悲しい経験をした人ほど
人一倍笑顔を大切にする

辛い過去がある人ほど
人一倍人に優しくできる

痛みが分かるから
人を傷つけたくないし

頭抱えて悩んだから
人に寄り添える

経験の全…
https://t.co/8pUgJczNFU

他人を１００％完璧に
理解することはできない

逆も然りで自分を完璧に
理解してくれる人はいない

違う人間だから仕方ない

でもだからって
諦めてもいけない

「どうせ他人」

投げやりになって
人間関係を諦めないで

理解でき…
https://t.co/gbO999A47L
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ちか人間力のカタマリ

@Chika_chm

photo
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Not available

推定インプレッション

130K～530K

【コミュニケーション苦手な人の味
方】年間５０００人以上と国内外を
旅する元人気添乗員沖縄移住現
在カナダ満喫中カジノディーラー
｜人間力と行動力だけで世を渡
る、今や底抜けにポジティブな元
人見知り三度の飯より酒とぬこ好
きd(・ω・)bブログ＋Twitterで『コ
ミュニケーション・ポジティブ・自信
をつける方法』発信中！
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

500 644
月間獲得RT 月間獲得いいね！

111 1114
全ツイート数 リプライ数

1450 322
ツイート数（引用RT含） RT数

587 541

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月20日 16時10分 ツイート日時 2月19日 20時36分 ツイート日時 2月14日 9時17分

リツイート 14 リツイート 4 リツイート

いいね！ 14 いいね！ 28 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

もう医師が特定できる情報まで出
ている
国立病院機構「災害医療セン
ター」（宗田大院長）
謝罪会見しないのか？

災害医療センターの看護師の就
職率下がる

#起業家 #経営者 #医療 #看護師
救急医が当直室で看護師に繰り
返し性行為…
https://t.co/evnkS9ZJMu

何で男が青で、女が赤？

息子からの問

確かに息子の好きなもので考える
と

サンタさん、ウルトラマン、ミッ
キー、アンパンマン、スパイダーマ
ン男性キャラは赤いイメージ

アナと雪の女王で、女性キャラは
青いイメージ

誰か男女のイメージカラー赤と青
になった理由教えて！

今朝37本

2月201本
1月459本

2019年660本
2018年総計1066本

吸殻拾い活動を、個人の活動から
拡げたいのだけれど
どうすればいいか？
ハッシュタグ活用して欲しいし、
拾った数を競う環境にしたい
2020年…
https://t.co/45Wjh4U20b

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

KosukeTsubota@エンジェル投資

@KosukeTsubota

photo

4

12

Not available

推定インプレッション

250K～990K

Entrepreneur起(喜)業家/Angel
Invester投資(闘志)家/Speaker講
演(交縁)家慶應SFC→Teacher→
MBA→Farm→Entrepreneur9法人
設立5法人Exit投資実績：/神様は
バリにいる(堤真一)
https://t.co/54jZtJAeMj起業等相
談受付中
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

2380 695
月間獲得RT 月間獲得いいね！

38 301
全ツイート数 リプライ数

512 107
ツイート数（引用RT含） RT数

108 297

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月22日 0時13分 ツイート日時 2月4日 7時9分 ツイート日時 2月7日 21時2分

リツイート 4 リツイート 4 リツイート

いいね！ 8 いいね！ 9 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

Jリーグオフィシャル漫画
https://t.co/8oP4bJga8a

みんなでチャント考えましょー

#ABK41 https://t.co/Hk9P3lO4pL

遂に、えとみほさん @etomiho のリ
バ邸宇都宮が始動
https://t.co/1Ku6HYLOtO

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

原田幸顕@ABK41 No.0001 & SBSプロ応援団

@koken1122

photo

3

10

Not available

推定インプレッション

130K～530K

福岡博多出身／IT通信系営業／
サッカー、フットサルプレーヤー／
サッカーコーチ／日本代表、アビ
スパ福岡、Y.S.C.C.安彦考真選
手、スポーツビジネスサミット、シ
ントトロイデンVVを応援／キャプ
翼の高橋陽一先生に自分(1番右
下)を描いて貰ったマンガ／娘はロ
シアWC2018フラッグベアラー日本
代表／サッカー馬鹿／フッ軽
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

594 878
月間獲得RT 月間獲得いいね！

686 1990
全ツイート数 リプライ数

2460 1258
ツイート数（引用RT含） RT数

359 843

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月23日 1時18分 ツイート日時 2月17日 23時4分 ツイート日時 2月14日 8時47分

リツイート 191 リツイート 113 リツイート

いいね！ 171 いいね！ 119 いいね！

推定インプレッション 43K～170K 推定インプレッション 26K～100K 推定インプレッション

フォロワーさん1000人目標RT祭開
催中

あなたの固定ツイートRTしちゃい
ます

参加条件
①このツイートをRT(引用)
②フォローは自由フォロバは有

… https://t.co/331nXvWYwZ

フォロワーさん６００人達成感謝企
画

あなたの固定ツイートRTしちゃい
ます

参加条件
①このツイートをRT(引用)
②フォローはご自由に

フォロワーさん…
https://t.co/gTTra4tNLE

フォロワーさん500名突破感謝企
画！

あなたの固定ツイートRT

参加条件
・このツイートをRT(引用)
・フォローはご自由に

フォロワーさんも参加下さいね…
https://t.co/UySszomWP8
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ひですけ＠RT祭開催中★850人達成ありがとう★

@Hidesuke_Kyoto

photo

64

75

15K～58K

推定インプレッション

420K～1.7M

人生を幸せに生きる為の価値ライ
フキャリア作りのアドバイザー。質
問はブログ質問箱へ。建築系技術
者⇒派遣社員⇒人材サービス
業。コンサルタント歴20年。派遣社
員～上場企業社長まで延数千人
と面談。この国の働き方をじっと見
続けた視点でアドバイスしていま
す。原因不明の目眩症となり療養
⇒次世代働き方アドバイザー／ブ
ロガーへと転身
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

284 710
月間獲得RT 月間獲得いいね！

27 900
全ツイート数 リプライ数

551 363
ツイート数（引用RT含） RT数

185 3

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月17日 19時14分 ツイート日時 2月12日 21時43分 ツイート日時 2月8日 16時59分

リツイート 7 リツイート 2 リツイート

いいね！ 25 いいね！ 15 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

#怒り心頭

ご縁あって知り合ったフィリピンで
頑張る飛行機訓練生Aくん

話していると何やら胡散臭い話が
出てきた

フィリピンのスクールに斡旋した日
本人のクソ野郎！

法外な訓練費用名目でAくんから
金をぼったくっている

若者の空…
https://t.co/5Ow4JhSsSH

#ANAチャーター機の着陸動画

ANA機が到着してから最後のフラ
イトとなりました

日本人のお客さんと一緒にエプロ
ンエリアで撮影(  )
https://t.co/c5eRikbGGq

飛行訓練に進むためにマイクロソ
フトを退職したときの心境

ワクワク80％ vs. 不安20％

不安は、高額な訓練費用を払える
かな？！の１点 (^ ^)

最悪、訓練で失敗したとしてもリー
マンに戻って稼げる自信があった

半年に１…
https://t.co/pTXOGE207N

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

たか機長＠パラオで夢を叶えた生き方

@Taka_A320

photo

2

17

Not available

推定インプレッション

140K～570K

パラオで遊覧飛行機長@ 45歳で
リーマンから転身 | 実現したいこと
のために生きていく人の味方 |
アップダウンあるけど生きるって楽
しいよね♪と思えると自分らしく歩
けます | 新聞屋→ 米国留学→ 日
本マイクロソフト→ 飛行操縦訓練
（プー太郎）→ リーマン復帰→ パ
イロット就活→ プロパイロット
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

834 736
月間獲得RT 月間獲得いいね！

39 574
全ツイート数 リプライ数

534 202
ツイート数（引用RT含） RT数

173 159

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月25日 20時26分 ツイート日時 2月25日 18時58分 ツイート日時 2月18日 7時30分

リツイート 2 リツイート 2 リツイート

いいね！ 13 いいね！ 5 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

先日のAdSense。

200円！！

おおお！
沢山クリックしてくれた？？

内訳チェック･･･
あれ？
クリック1回なのにこの金額？？

少ししたら、クリックが2回になっ
た･･･
ということは･･･(； ･`д･´)ｺﾞｸﾘ…
https://t.co/Bt2FAN31ud

YouTubeの｢アフィリエイト中学｣
wordpress徹底解析編

あれを見ながらやれば、とても簡
単に出来ますよ！

私はあれがあれば本に買う必要
なかったのにと、後悔したほどで
す･･･

ご参考までに･･･
ドゾッ(´・ω・p…
https://t.co/AX0maLet8A

( ´-ω-)σｿﾚﾈ

私も車移動を理由に3年ほど前か
ら、みんな飲み屋の中。
一人お茶会になってます(´^ω^｀)ﾜ
ﾛﾁ

酔っぱらいに負けないノリで乗り切
れれば･･･

問題ない！⊂(`･ω･´)⊃ﾊﾞｯ
https://t.co/pmWEIOK8bn

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

まーしー@起業＆ブログで二刀流！

@0206maron

photo

2

6

Not available

推定インプレッション

140K～570K

学生時代プロ野球選手50人近く排
出した大学で野球！その後営業
10年！今は起業(建設業)とブログ
の｢二刀流｣！！目指せ大谷くん
超え♪是非みんな友達になってく
ださい(∩´∀｀)∩ワーイ
https://t.co/9ClFxBfhrT
https://t.co/d45N0oDaE7
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

339 716
月間獲得RT 月間獲得いいね！

199 2196
全ツイート数 リプライ数

478 322
ツイート数（引用RT含） RT数

99 57

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月9日 8時9分 ツイート日時 2月20日 6時33分 ツイート日時 2月18日 6時36分

リツイート 15 リツイート 14 リツイート

いいね！ 122 いいね！ 33 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

【速報レポート】

前田裕二さんの「メモの魔力」トー
クイベントに感動
青山ブックセンターさんに感謝

昨日の内容のまとめ。

1. 本は「双方向」で売る
2.「アナログ」と「デジタル」の両軸
を回す
3. 抽象化のコツは、課…
https://t.co/vf0kgd3zu2

【アンケート投票お願いします】

#NewsPicks  #WEEKLYOCHIAI 発
の
「母親アップデート」コミュニティの
名前を決めたいです！

ぜひ皆様からも、アンケート投票
お願いします！

たくさん出たアイデアの中から、3
… https://t.co/QrkyS0b6VJ

#WEEKLYOCHIAI 発の「母親アップ
デート」コミュニティ。

第1回目のオンラインミーティング
を開催しました！
なんとシンガポールから参加いた
だく方もいて、みなさん熱いです
ね！

オンライン、オフラインの場で繋が
りつつ、…
https://t.co/Gco9aBpzki
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なつみ朝5時ブログの女

@nattu723

photo

11

61

Not available

推定インプレッション

130K～520K

毎日朝5時にブログ更新、連続130
日達成！外資系IT企業でマーケ
ティング担当+複業、ワーキングマ
ザーの複業応援！ 箕輪編集室 /
NewsPicksアカデミア / 株式会社
ニシノコンサル / フェンシング / メ
モの魔力 / NewsPicks 「WEEKLY
OCHIAI」発「母親アップデート」コ
ミュニティマネージャ
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

104 651
月間獲得RT 月間獲得いいね！

176 932
全ツイート数 リプライ数

703 225
ツイート数（引用RT含） RT数

386 92

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月4日 21時43分 ツイート日時 2月19日 22時0分 ツイート日時 2月6日 6時21分

リツイート 12 リツイート 10 リツイート

いいね！ 14 いいね！ 26 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

【トラベラーへRT希望】
2月23日に行われる、yucatさんの
PARALLEL LIVE vol.14～月夜ノ
契約～
プラネタリウムによるワンマンライ
ブ

開場～開演迄の時間がタイトなた
め
トラベラーの意識と行動が成功の
… https://t.co/yqL5glnwvV

【#お仕事報告】
yucat(@yucat1031)さまの
プラネタリウムワンマン向け
グッズ用イラストを担当させていた
だきました

yucatの物語に密に関わるであろ
う
この契約の証を描かせていただき
恐縮です

・白色LEDペン…
https://t.co/yTZxYKgQA4

楽しい。けど生産性まじ低い
こんな大事な塗りのときに
左手で撮影してるもんだから、
紙支えずに描くという暴挙ww

こういう撮影は
やっぱアナログの特権だなぁ(´`)
#kiotangl(kion×tangle) 創拡
https://t.co/9IzWUUgNZn
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きおん(kion)白黒中毒症イラストレーター

@_kion

photo

8

36

Not available

推定インプレッション

160K～630K

白黒中毒症イラストレーター◆『白
黒つけられない日々に素敵なアク
セントはいかが？』◆OLしながら
絵描き/作家として活動主な実績
@yucat1031(exRYTHEM)消滅海底
都市等、多数のアートワークを担
当◆「白黒つけたいでもつけられ
ない」そんな心境を絵と言葉にして
います。
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

72 977
月間獲得RT 月間獲得いいね！

1041 7038
全ツイート数 リプライ数

2551 1033
ツイート数（引用RT含） RT数

1056 462

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月19日 9時37分 ツイート日時 2月16日 23時57分 ツイート日時 2月23日 23時41分

リツイート 237 リツイート 60 リツイート

いいね！ 918 いいね！ 174 いいね！

推定インプレッション 54K～220K 推定インプレッション 14K～55K 推定インプレッション

●日本人の多い国ランキング
単位:万人

1位アメリカ42.6
2位中国12.4
3位オーストラリア9.7
4位タイ7.3
5位カナダ7.0
6位イギリス6.3
7位ブラジル5.2
8位ドイツ
9位… https://t.co/87cd64Zwk3

世界でスピーカー多い言語ランキ
ング
単位:億人

英語12.12
中国語11.07
ヒンディー＆ウルドゥー語6.97
スペイン語5.12
アラビア語4.22
フランス語2.84
マレー語2.81
ロシ… https://t.co/hT9a7sLqhE

ホリエモン桃太郎理論
@takapon_jp

・おばあさんが桃を拾うのは異常
行動
・普通は拾わないが、おばあさん
は拾い、更にに割った
・流れてきた桃はチャンスの本質
・そもそも川で洗濯してた人は上流
にもいたがみんなスルー
・行… https://t.co/Vx5Tj3DCGH
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Massao Oishi日本人はブラジル人のように生きろ！総合商社マン

@marceloishi2014

photo

33

149

7.5K～30K

推定インプレッション

460K～1.9M

ブラジル人のメンタリティ・ビジネス
の仕方・人生の楽しみ方をつぶや
きます。ブラジル人の生き方は超
絶ポジティブ！日本人のQuality of
Lifeを向上させる！職場はブラジ
ル人5000人、日本人3人の鉄鉱
山。総合商社勤務でブラジル在住
歴は計6年。言語：ポルトガル語・
英語
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

1174 705
月間獲得RT 月間獲得いいね！

10 337
全ツイート数 リプライ数

433 189
ツイート数（引用RT含） RT数

192 52

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月3日 21時43分 ツイート日時 2月20日 6時35分 ツイート日時 2月18日 22時51分

リツイート 2 リツイート 1 リツイート

いいね！ 0 いいね！ 8 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

【ブログ初～中級者向け】Google
の検索に引っかかるような記事を
書く手順を1から100まで全部教え
ます｜harry｜note（ノート）
https://t.co/6lsnTrARbx

記事を更新しました:バンガード米
国高配当株式（VYM）で高配当株
式分散投資する
https://t.co/5lqkC8ucWk

フォロワーさんとか、みんな奥さん
なり旦那さんなりパートナーいるん
だよな。。。

ときおりそういう人がいない自分が
さみしくなるわ

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

ぱぺまぺ@投資ブロガー

@ppmp65

photo

1

3

Not available

推定インプレッション

120K～480K

ブログ「ぱぺまぺの低年収者のた
めの資産運用計画」運営してま
す。投資に1mmでも興味がある人
向けに書いてます。2016→投資に
興味持ち始める。2017→投資信託
やってみる。2018→米国株式投資
参戦、同年7月ブログ開始。手取り
20万以下、福島の地方出身。会社
員しながら投資家やってる兼業ブ
ロガー。
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

1124 1076
月間獲得RT 月間獲得いいね！

104 567
全ツイート数 リプライ数

1296 754
ツイート数（引用RT含） RT数

70 472

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月26日 22時22分 ツイート日時 2月27日 20時32分 ツイート日時 2月25日 23時3分

リツイート 13 リツイート 10 リツイート

いいね！ 40 いいね！ 52 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

突然ですけど！

僕の目標としてる1000人まであと
50人ほどです！

僕は沢山の方と返信しあったりDM
をして質問したりしたいと思ってま
す！

こんな僕でよければフォローおね
がいします！フォロバは100%！
あとで解除したりなんて…
https://t.co/CRL5sSVDla

フォロワー1000人超えた！

嬉しすぎ！また頑張ります

突然ですが！1000人を超えたとい
うことで、アイコンを変えたいと思
います！

やまという名前なのでアイコンを山
にしたいと思うのですがどちらが
いいですか？
左 リツ… https://t.co/E7atI3ogru

皆さんのお陰で900人突破いたしま
した！！！
目標の1000人までもうすこし！
頑張ります！
僕のツイートたのしんでいただけて
るでしょうか？
よかったら色々リプしてください！
おねがいしまーす！

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

やま∞日本史雑学∞

@jfrpazZsHwRctca

photo

6

28

Not available

推定インプレッション

320K～1.3M

高校二年生です！ 株に興味あ
り！ラーメン大っっっ好き！あと日
本史も！強い喘息持ちです。。た
まに副業の紹介もしてるから興味
ある人はやってみて！どんな副業
かも詳しく聞きたかったらDMどう
ぞ！TWICE.BTSファンK-POPファ
ンもどんどんフォローしてね！日
本史好き集まれー！
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

940 714
月間獲得RT 月間獲得いいね！

110 1570
全ツイート数 リプライ数

749 394
ツイート数（引用RT含） RT数

171 184

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月4日 16時33分 ツイート日時 2月7日 17時7分 ツイート日時 2月7日 12時0分

リツイート 14 リツイート 8 リツイート

いいね！ 32 いいね！ 15 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

【100人チャレンジ】
ブログのタイトルロゴ作成

現在
１名様完成
５名様作成中
６名様ご予約中

作成までお時間をいただきますが
予約は受付中です。
現在1000円でお作り致します。
※徐々に値上げ予定

ご予約はリプまたはD…
https://t.co/i9SiQ2GNfc

【100人チャレンジ】
ブログのタイトルロゴ作成

現在
２名様完成
４名様作成中
１３名様ご予約中

ご予約を作成までお時間をいただ
きます
※現在、コメント＆DMいただいて
いる方で、
ご予約は停止中です。
たくさんのご予約あり…
https://t.co/7bx5aObow9

【100人チャレンジ】
ブログのタイトルロゴ作成

現在
２名様完成
４名様作成中
１３名様ご予約中

ご予約を作成までお時間をいただ
きます
ご予約は受付中です。
現在2000円でお作り致します。
※徐々に値上げ予定

ご予約は…
https://t.co/s8OguelvIt

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

うさゆぎふんわり系ガーリーデザイナー

@Snow4mama

photo

6

23

Not available

推定インプレッション

170K～690K

1才～小学生4人を子育て中ママ
デザイナーフルタイム10年勤務→
子どもとの時間を大切にするため
退社→フリーのグラフィックデザイ
ナーふんわり可愛い女性&子ども
向けデザインが得意ブログのタイ
トルロゴ作成100人チャレンジ中文
具&カメラLOVEいちげ氏サロンgo
サロン
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

828 616
月間獲得RT 月間獲得いいね！

16 173
全ツイート数 リプライ数

105 28
ツイート数（引用RT含） RT数

65 12

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月14日 14時37分 ツイート日時 2月19日 0時38分 ツイート日時 2月24日 13時34分

リツイート 8 リツイート 2 リツイート

いいね！ 32 いいね！ 12 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

「ピロリ菌やばい」来た

検査するぞ！！

@takapon_jp  #ピロリ菌 #胃ガン
https://t.co/cqaJKMejXk

ピロリ菌検査、採尿完了。
ウェブで検査料2500円支払って発
送します！

@takapon_jp  #ピロリ菌 #胃ガン
https://t.co/WDG9Y93moV

ロボアドバイザー「ウェルスナビ」の
運用実績を書きました。
損益率は+4.5%でした！
全自動で資産運用してくれるので、
サラリーマンにとてもおすすめです
～
#ロボアド #ウェルスナビ
【運用3ヶ月目】WealthNavi（ウェル
ス…
https://t.co/LXzN4VUITj

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

ちゃん@新卒がアウディ買う

@chan8Audi

photo

1

4

Not available

推定インプレッション

45K～180K

メーカーの技術系サラリーマン1年
目。ちゃんです！ アウディ購入を
目標に、貯金ゼロから資産運用し
ています 19年1月時の累計利益
は4.8万円 ブログで報告している
ので、ぜひ読みに来てください！
→ https://t.co/hcD16rauF5 （18
年11月～）
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

324 596
月間獲得RT 月間獲得いいね！

308 1877
全ツイート数 リプライ数

1386 472
ツイート数（引用RT含） RT数

845 69

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月1日 22時7分 ツイート日時 2月5日 18時50分 ツイート日時 2月13日 18時10分

リツイート 14 リツイート 12 リツイート

いいね！ 66 いいね！ 66 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

欲しいのはお金じゃないんですよ
ね。
自由なんですよ。
自由になるためのひとつの手段と
して、お金がある。
そこは履き違えてはいけない。

僕は家でゆっくり読書をしたい。笑
時間に縛られず、家でゆっくりコー
ヒーでも飲みながら、読書しま…
https://t.co/YEEUWF6Ark

『多動力』
堀江貴文 著

永遠の3歳児になれ！
やる気を出さないとできないことは
やらない。
身体が勝手に動き出すようなワク
ワクすることをやり続けよう。

#多動力 #堀江貴文 @takapon_jp
https://t.co/yne9hyCVA4

AIやロボットは人間の身体拡張の
最良のサポーターである。手を組
み続けていこうと、考えるのが正し
い。仮にAIが奪う側だとして、AIに
負けじと、自分も進化しようとは思
わないのか？　それこそが人間で
はないのか？…
https://t.co/cd6pfxvENq

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

まことん@読者と副業を思想する(春風誠)

@makotoharukaze

photo

9

31

Not available

推定インプレッション

230K～910K

PC1台で本を作る/Kindle本を作成
&販売中/経歴→ブラック企業3社
→超ウルトラホワイト企業→副業
で書籍販売(Amazon)→1年で800
冊販売/ 30日間でフォロワー130
人増加7日間でインプ50万獲得
/CSC運営+書籍販売+読書/仕事
依頼はDMへ

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

2月1日 2月4日 2月7日 2月10日 2月13日 2月16日 2月19日 2月22日 2月25日 2月28日

フ
ォ

ロ
ワ

ー
数

No.176No.176 ～

187



集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

432 771
月間獲得RT 月間獲得いいね！

497 3292
全ツイート数 リプライ数

1580 468
ツイート数（引用RT含） RT数

64 1048

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月26日 7時28分 ツイート日時 2月1日 12時58分 ツイート日時 2月7日 8時29分

リツイート 136 リツイート 82 リツイート

いいね！ 514 いいね！ 262 いいね！

推定インプレッション 31K～120K 推定インプレッション 19K～75K 推定インプレッション

皆さんと絡みたい欲が爆発寸前の
ため、２回目の企画します
《企画》
いいねしてくれたら固定ツイート
RT

条件
このツイートにいいねするだけ
期限
2019/2/28 21:00

いいねのみで参加できるので、お
気軽に…
https://t.co/z1ogulmaAj

表面的な人数だけが大事なわけ
ではないけど、やっぱり・・・
フォロワーさん2月中に500人目指
したいなって思います
以前はコソコソとしか目標呟けな
かったけど、皆さんに協力してい
ただけたら嬉しいので、思い切っ
て堂々と言ってみる
ご協力よろしくお願いしますっ

フォロワー500人目指して＆日頃の
応援への感謝を返したい

《初企画》
いいねしてくれたら固定ツイートRT
します

条件
このツイートにいいねするだけ

期限
2019/2/8 21:00

いいねのみで参加できるので…
https://t.co/q6HQZrYRmx

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

もえ夫大好き兼業主婦OL

@ol_moe

photo

75

333

17K～68K

推定インプレッション

290K～1.2M

主人大好き・兼業主婦東北在住事
務OLです2018年挙式の卒花嫁年
の差夫婦戸建住まい今は主人の
仕事の都合でホテル暮らし中大好
きな夫との日常をツイートしますの
ろけ文化をもっともっと広めたい
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

1176 655
月間獲得RT 月間獲得いいね！

133 591
全ツイート数 リプライ数

1090 678
ツイート数（引用RT含） RT数

145 267

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月2日 21時17分 ツイート日時 2月8日 6時16分 ツイート日時 2月23日 20時7分

リツイート 97 リツイート 9 リツイート

いいね！ 117 いいね！ 11 いいね！

推定インプレッション 22K～88K 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

初めてやってみます

( ≧∀≦)ノフォロワーさん
400人突破記念

■参加条件

このツイートをRTして下さい

RTしていただいた方全員

あなたの固定ツイートをRTします
固定ない方はいいね

■… https://t.co/8BByLRffpi

フォロワーさん500人
突破企画

・あなたの固定ツイートを全力でリ
ツイート！【企画２回目やってみま
す】

※固定ツイない方は全力でいいね

応募条件
このツイートをRT(引用リツイート）

あなたを…
https://t.co/1LpsZEvDQX

禿吉さん@prohageitar に応援して
いただきました
ありがとうございます
https://t.co/gkAlbs53CC

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

たぬま しのぶ(Real)サプライズ屋

@shinobu_tanuma

photo

7

27

Not available

推定インプレッション

210K～830K

キラキラ絵文字代表  #しの散歩
♀ #しのカフェ 感謝を伝える言葉
使い絵文字使いありがとうおめで
とうを伝えるサプライズ屋服屋+サ
プライズ屋で構成芝居と音楽が大
好き(∩^_^)♪アイコン@kei31さん
ヘッダー@syomojimomoさん
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

893 591
月間獲得RT 月間獲得いいね！

6 54
全ツイート数 リプライ数

47 4
ツイート数（引用RT含） RT数

38 5

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月1日 20時17分 ツイート日時 2月13日 15時5分 ツイート日時 2月5日 22時32分

リツイート 4 リツイート 1 リツイート

いいね！ 15 いいね！ 3 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

仕事や人生が上手くいかなくて
も、投げやりになったり諦めたりし
ないでくださいね！
なにをやってもうまくいかないなん
てことは絶対にありませんし、あな
たの居場所はそこだけではないの
で！

狭い職場の狭い価値観に洗脳さ
れないで、自分の適所を見つけま
しょう

副業を始めたいと思う人:2000万人
実際に探す人:100万人
実際に行動する人:1000人
5000円超えの結果を出す人:100
人
継続する人:20人

始めたいと思っても行動に移すの
はわずか20%程度の人だけ、いか
に人の思いに…
https://t.co/ZKrI0klFES

フォロワーさんと双方向のやりとり
をしてみたくなったので、初めての
試みで緊張しますが、何か聞きた
いことがあればお願いします

@taku91956307の質問箱です
https://t.co/5oz5wQOjjH #質問箱
#peing

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

TAKU

@TAKU91956307

photo

1

3

Not available

推定インプレッション

26K～100K

住むところも自分で決めれない、
会社の言いなり人生を卒業するた
め、2年前にAmazon物販を開始。
現在月20万の副業収入確保に成
功。仕事に苦しむサラリーマン同
志に希望を与えられるような、そん
なつぶやきをしたいアカウントで
す。
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

1121 586
月間獲得RT 月間獲得いいね！

19 130
全ツイート数 リプライ数

618 358
ツイート数（引用RT含） RT数

108 152

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月13日 23時3分 ツイート日時 2月10日 20時22分 ツイート日時 2月6日 17時27分

リツイート 5 リツイート 3 リツイート

いいね！ 6 いいね！ 5 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

#拡散希望RTお願いします

いや、ちょっといろいろ許せない
わ、マジで((((；゜Д゜)))

#池江璃花子選手が白血病を公表
したタイミングでのこの暴言
https://t.co/9D5oAdD14j

#拡散希望

めっちゃ有能なエンジニアの卵さ
んです

四国の方でBC関係に興味ある
方、ぜひ泊めてあげて下さい(･ω･
｀人) https://t.co/gNLoDVguQ3

January 2019 Community Update
by Skycoin
https://t.co/1PrnaU0jtN
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やねうら＊TV@cryptoきくうし

@TV65377118

photo

2

12

Not available

推定インプレッション

130K～540K

＃グラブル ＃仮想・暗号通貨に
興味津々 ＃XVG ＃TPAY ＃LTC
＃BEAM ＃GRIN ＃Intervalue  ＃
SKY ＃MAN ＃GSC推し！ 最近
#ALISにも投稿中。「＃いいもの探
し」 が大好きな人
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

574 571
月間獲得RT 月間獲得いいね！

103 918
全ツイート数 リプライ数

1986 459
ツイート数（引用RT含） RT数

1145 382

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月1日 12時21分 ツイート日時 2月10日 15時15分 ツイート日時 2月18日 7時4分

リツイート 9 リツイート 6 リツイート

いいね！ 24 いいね！ 20 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

自殺する若い子達が戦後最大に。

僕も死にたいと思ったことがある
から、死にたい人にやめろとは言
えなくて、そうだよね、辛いよね、
わかるよ。と頷くことしかできない。

死んでしまうと僕は悲しい。と伝え
ることしかできない。死にたいって
こ… https://t.co/4WMQ0w7lGG

なんと渋谷でお話した！！
@misaki_milk さん

純粋カフェ・ラッテのメンバーでし
た！！！！！
通称：#純ラテ

ワンマンライブがあるそうです！
3/9日！！

■場所が吉祥寺STAR PINE'S
CAFE

開場が1…
https://t.co/SaE73a3iED

★サーファーとしての生き方

「地球と生きる」

波に乗る=地球と遊ぶ

波に乗った瞬間に「完全フロー」に
入る。

サーフィンしてると「ゼロポイント」
に戻るんです。

波は常に今ここしか示してくれない
のです。

波と一体化する。ダ…
https://t.co/DgAE7jtrEs

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

ツバサーフィン@ムービースター

@tsubasatomotan1

photo

4

11

Not available

推定インプレッション

280K～1.1M

起業家の年商1000万円、メディア
出演・ラジオ出演、600人の起業家
登壇すべて捨てる。記録より記憶
に残る/魂のサーファー茨城県の
海岸線をアメリカ西海岸のような
街にするビジョンを持ち活動中。
ハリウッドを目指すムービースター
/世界中の子どもたちに夢と希望
を与えるスポンサー
様:@beeyan_bloggerさん
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

1629 621
月間獲得RT 月間獲得いいね！

99 467
全ツイート数 リプライ数

841 595
ツイート数（引用RT含） RT数

173 73

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月4日 12時55分 ツイート日時 2月21日 8時3分 ツイート日時 2月16日 9時43分

リツイート 52 リツイート 18 リツイート

いいね！ 68 いいね！ 30 いいね！

推定インプレッション 12K～47K 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

これ、母親を逮捕するんだったら、
アンケートを父親に渡した校長と
野田市の教育委員会の方々も逮
捕しろよ

奥さんが共犯なら、野田市の教育
委員会や校長も同罪だろうがよ
https://t.co/RQdRfXLck5

この徴用工像のモデルって、カザ
フスタンで捕虜になったシベリア抑
留の日本人兵らしいですよ
https://t.co/7YiO5HLFXB

YouTubeに絵本の読み聞かせの
チャンネルを開設しました！

毎日動画アップしてます

絶版になった懐かしい絵本から最
近の人気の絵本まで幅広く紹介し
ていくつもりです！

是非YouTubeチャンネルに遊びに
きて下さい！

チャン…
https://t.co/QGGYmnbrcF
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大石ケン@豆腐メンタリスト

@kenkenn_o

photo

8

28

Not available

推定インプレッション

170K～680K

モバゲー小説『パチスロで壱千萬
円負けた男』のクリエイター坊天即
理です。夫婦W鬱からのV字回復
中。元鬱っ子が引き寄せの法則を
駆使して現在300万の年収を5年
後(2023年末)には1000万にすると
いうチャレンジをしています。
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

402 610
月間獲得RT 月間獲得いいね！

70 2158
全ツイート数 リプライ数

2005 1817
ツイート数（引用RT含） RT数

143 45

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月1日 19時4分 ツイート日時 2月16日 15時20分 ツイート日時 2月9日 1時0分

リツイート 9 リツイート 7 リツイート

いいね！ 136 いいね！ 40 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

【ご報告】

今までTwitterで仲良くなった人と
お会いする事でいろんな知識を蓄
えたり、イベントに参加する事によ
り多くの方との交流に力を入れて
きましたが、本日より自身のスキ
ルアップの為に若手敏腕経営者
の秘書として活動させていただ…
https://t.co/p9Sn9BYcbO

【イベント告知】

イベント名:人生やらかしBAR
1日店長:ショウタ&amp;徹
@snsdtaeyeon18
日時:2/21 (木) 17:00～24:00
場所:kisi bar(歌舞伎町)
@KisiBar
費用:1杯700…
https://t.co/Bd1YgQ9fJB

結果を出すための最短ルートは結
果を出し続けている人と共に行動
すること

集中力は側にいるだけで感染する
から成長度合いが大きく変わってく
る。

とにかく行動が１番大事！！

まずはつるむ周りの人を変えること
から始めてみよう
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ショウタ@若手起業家秘書

@watasho310

photo

4

17

Not available

推定インプレッション

290K～1.2M

脱社畜で自分の時間を自由にした
い /これから這い上がりたい人に
向けて自身が行動した記録を発信
中 /オフラインでの出会いを大切
に/大手飲食店店長代理として11
年間店舗マネジメント運営→通信
業界(イマココ)通信費削減ならお
任せあれ～→フリーランス活動(未
来) / 2/1~@takachiiiiii3の秘書 /
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

785 617
月間獲得RT 月間獲得いいね！

169 2503
全ツイート数 リプライ数

1225 692
ツイート数（引用RT含） RT数

409 124

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月27日 18時43分 ツイート日時 2月11日 12時31分 ツイート日時 2月1日 14時13分

リツイート 12 リツイート 10 リツイート

いいね！ 90 いいね！ 53 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

デザインの打ち合わせで

「これいつできる？明日？」

って言われると、
時間止まる。

【よく撮れた自撮りを彼氏に送りつ
けたくなる理由を考えた】

・ワイもなかなかやるだろ？
・君の彼女可愛いだろ？
・本気出すとこうなんだぜ？
・目も意外と大きいだろう？
・肌綺麗だろう？
・意外と顎シュッとしてるだろ？

とどのつまり
可愛いって言って欲しい

貯金ゼロ！突然仕事がなくなった
勢いで独立の道を歩むことにした
29歳です！

デザイン、ブログ、noteで収益化目
指します！年内目標月収20万！

すぐお布団入るしグズが強めだけ
ど、自分の意志で好きなことして生
きたい！

ブログ書いたらリンク貼ります！
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せな｜アルフォート食べ隊

@sena_m01

photo

9

94

Not available

推定インプレッション

220K～860K

＼助走なしでフリーランス目指す
ひと／｜29歳｜グラフィックデザイ
ナー×ブロガー(予定)｜お給料カ
ツカツ人生｜22歳から転職3回→
その間にバツイチの称号GET→
2019.02 突然仕事がなくなる→独
立決意！｜貯金ゼロから始まる
独立奮闘記目標：年内月収20
万！｜アルフォートで生きてる
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

310 601
月間獲得RT 月間獲得いいね！

633 1472
全ツイート数 リプライ数

1992 393
ツイート数（引用RT含） RT数

352 1247

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月12日 21時9分 ツイート日時 2月16日 20時40分 ツイート日時 2月7日 21時22分

リツイート 124 リツイート 65 リツイート

いいね！ 135 いいね！ 69 いいね！

推定インプレッション 28K～110K 推定インプレッション 15K～59K 推定インプレッション

ついにやります
あなたのプロフと固定ツイを見まく
ります企画!!!!!!!!!!!勝手にやります

これだけ
このツイートをRT(引用×)のみ

して頂ければ、感想を添えて紹介
ツイートします！

もしよかったら、…
https://t.co/NiJcqLGQUr

爆弾企画 投下します2

勝手に、
ささかけ恒例企画にします

①固定ツイートをRTします

②さらーに直近のツイートを『3』つ
RTしまーす

【応募方法】
①このツイートをRT(引用×)
②このアカ…
https://t.co/3Hrft4rQ5j

俺やったよ！企画！

アイコン！ヘッダー！
まったくの経験なし！が
ﾒﾃﾞｨﾊﾞﾝﾍﾟｲﾝﾄで、作った！

①固定ツイートをRTします

②さらーに直近のツイートで
『1』つRTしま…
https://t.co/s0DXdK6O3R
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ささかけ│人生Wブッキング中

@sasae_kakeru

photo

44

63

10K～40K

推定インプレッション

290K～1.2M

仕事がダブルブッキング中!!!!!!!!!!雇
う側=社長│雇われ側=社員│２つ
の顔をもち、二足のわらじを8年は
いている。2019年は『今の会社を
副業に』をコンセプトに、くすぶって
いる40代へ『40代からでも挑戦で
きる場』を作りますささかけ娘とダ
ブルブッキング中!!!!!!!!!柔軟な頭
で、娘からいつも私が勉強中
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

530 540
月間獲得RT 月間獲得いいね！

100 715
全ツイート数 リプライ数

469 265
ツイート数（引用RT含） RT数

74 130

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月14日 11時45分 ツイート日時 2月19日 11時10分 ツイート日時 2月5日 22時41分

リツイート 19 リツイート 15 リツイート

いいね！ 90 いいね！ 24 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

一人暮らしの時はなかなか続かな
かったセルフケアでのお灸を一緒
に住みだしたので頻繁にやってた
ら今月は28日周期生理痛なし期
間もいつもより短くてメンタル面も
安定
本人も嬉しそうやけどこっちも嬉し
いよ。
今月もちょこちょこ続けてます！…
https://t.co/C8V88f8BkF

慢性痛しびれが改善！逆子も治
る！？東洋の神秘「はり治療」SP
- NHK ガッテン！

今年は鍼灸についての番組が増
えてる気がする
鍼灸って
・何に効くん？
・どんなん？
・興味ある
そんな方々是非見てください
https://t.co/tazqim0Wvc

2月17日（日）に向けて一足先にT
シャツ頂きました
岡野さん(@interludeplayer)
ありがとうございます
かっこいい

#鍼灸無限大
#鍼灸無限大zero
https://t.co/hJFLBumilE
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セイケリョータ鍼灸登録販売者農業

@acupuncture_ryo

photo

11

22

Not available

推定インプレッション

110K～430K

鍼灸師/野球/カラオケ/海釣り
(磯)/トレーニング/豊中市の整形
外科付属鍼灸院で勤務しながら東
三国で完全予約制サロンをやって
います 鍼灸の良さがもっと浸透し
ますように。農業始めました。
https://t.co/YnFDVPag0V(ブログ)
#Twitter攻略サロン
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

1330 573
月間獲得RT 月間獲得いいね！

61 527
全ツイート数 リプライ数

2499 2192
ツイート数（引用RT含） RT数

303 4

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月5日 7時33分 ツイート日時 2月7日 20時6分 ツイート日時 2月15日 12時40分

リツイート 8 リツイート 6 リツイート

いいね！ 12 いいね！ 7 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

#IT導入補助金

どうも！

補助金芸人ことアナコンダです。
(しゃー)

皆さんIT導入補助金使ってます
か？？

中小企業のITツール導入に関して
最大半額を国が負担する政策で
す。

最大半額！！

(続く)

IT導入補…
https://t.co/hFWPhONDLz

#拡散希望

#フリーランス #つよつよエンジニ
ア #SE #ウェブカツ #テック系
youtuber

つよつよエンジニアの皆さん！

開発してますか～

ちょっとお聞きしたいことが

皆さんのプライベートパソコンのメ
… https://t.co/hKMVg6u2CW

#devsumi #とらのあな #虎の穴ラ
ボ

虎の穴ラボ様配布の薄い本、単純
に面白くて笑う。

表紙に抵抗ある人多いかもしれな
いが笑。

とらのあな通販サイトのインフラ構
成図・開発環境とか。kotlinのサン
プルコード、「とらの…
https://t.co/9fDWHiEjqU
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アナコンダ毒蝮@System Engineer

@yameteyou

photo

4

10

Not available

推定インプレッション

330K～1.3M

#水球 #アナコンダまんが #品川 #
カープ #IT導入補助金 #PM
#AWSCP #AWSSAA #育児 #幼稚
園 来期、会社の #情報セキュリ
ティ責任者 になる予定

535

540

545

550

555

560

565

570

575

580

2月1日 2月4日 2月7日 2月10日 2月13日 2月16日 2月19日 2月22日 2月25日 2月28日

フ
ォ

ロ
ワ

ー
数

No.187No.187 ～

198



集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

879 504
月間獲得RT 月間獲得いいね！

8 111
全ツイート数 リプライ数

217 110
ツイート数（引用RT含） RT数

97 10

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月21日 6時44分 ツイート日時 2月24日 16時50分 ツイート日時 2月19日 14時10分

リツイート 2 リツイート 1 リツイート

いいね！ 2 いいね！ 2 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

真っ先に祝ってくれた
@nekotanuki111 さん

まだ中学生！
オバチャンは半年後が楽しみなの
です

もっと知覚を広げてほしい。
https://t.co/HPaoCK7nWM

・アポイントメントtel
・予約管理
・クレーム対応
・ペライチ、リザスト、アメブロなど
定期更新
・カンタンなLP作成（ペライチ使用）
・モーニングコール
・インスタ管理
・資料の発送
・手書きのお礼状作成
・メルマガ配信管理
・LINE@管理

and more......

念願のカレー

このお店の最上位4辛にしましたが
辛過ぎず辛い良い辛さ～

ナンはもちもちとパリパリが同居し
てて良き◎◎

 #カリーゾーン #春日井ランチ #高
蔵寺ランチ #カレー
https://t.co/7Afh76qTX5
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舞葉@5/26渋谷ヒカリエイベント出店者募集

@mayo____21back

photo

1

3

Not available

推定インプレッション

63K～250K

在宅事務・秘書/気のいい根暗/キ
ラキラしようとしたけど無理だった
人/net弁慶real地蔵/子だくさん/
子育てしながら自分らしく働ける場
所づくり/貢献/お手伝いできること
はありませんか？/プリンとカレー
が命綱/#ウーマンズフリーパレッ
ト インスタ担当/出店者募集中/詳
細はDMお願いします
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

249 507
月間獲得RT 月間獲得いいね！

51 507
全ツイート数 リプライ数

179 68
ツイート数（引用RT含） RT数

93 18

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月26日 10時56分 ツイート日時 2月25日 16時12分 ツイート日時 2月16日 17時35分

リツイート 6 リツイート 4 リツイート

いいね！ 26 いいね！ 22 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

昨日の #バックパックフェスタ 素
敵だった。
しょーごくんの話も
中込さんのダンスも
武田のお話も
たいちくんの夢も
朝葵ちゃん(@asaking07 )の若さも
…

行ってよかった。

#バックパックフェスタ福岡
https://t.co/36jmSVKIhd

すげぇ！！！！
ダンスすげぇ！！！！
@nakagome63

#バックパックフェスタ
#バックパックフェスタ参戦
#バックパックフェスタ福岡
https://t.co/GiOwsAE213

《 スタッフ募集  》

僕が今お世話になっている
「ゲストハウス阿蘇び心」

4月からの新体制に伴い
新スタッフを募集します！

・ゲストハウスで働きたい
・将来ゲストハウスを開業したい

そんな方は連絡待ってます！

ブログの…
https://t.co/yqt4gN0SVN
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ぎん@ゲストハウススタッフの日常

@JiroGinn

photo

4

21

Not available

推定インプレッション

56K～220K

 ゲストハウス×ゆるゆる系男子
《就職１年目で重度うつ病0円で
ヒッチハイク日本放浪九州のゲス
トハウスで勉強中地元静岡でゲス
トハウス開業予定》 ◎音と写真と
旅のある生活ゲストハウスの日常
【ゆとりと笑顔のある生活】発信 ゆ
るっとブログはURLから◎↓↓↓
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

126 585
月間獲得RT 月間獲得いいね！

242 2017
全ツイート数 リプライ数

891 598
ツイート数（引用RT含） RT数

261 32

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月11日 18時0分 ツイート日時 2月5日 21時0分 ツイート日時 2月20日 22時0分

リツイート 32 リツイート 23 リツイート

いいね！ 24 いいね！ 174 いいね！

推定インプレッション 7.3K～29K 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

【田舎から出てこない人に言いた
い】

上京組として言いたい！
まあいくつかあるのですが、

・一生をマサラタウンで終わる
の？
・100万人以下対象のビジネスで
終わるの？
・平均年収450万で終わるの？

煽りとわかっていても、この辺を言
いたい。
せめて東京出よう！3年くらい！！

【嫁に言ってはいけない言葉リス
ト】

・それやる意味あるの？
・任させるよ
・ヨガやっても痩せないよ
・みんなって具体的になん人くら
い？
・頼むから泣かないでくれる？

言うなよ！絶対言うなよ！

カードゲームで強いカードを出すた
めには、
代替コストを払わなきゃいけない。

人生も一緒で、何か新しいものを
するためには
「コスト」を払わなくてはいけませ
ん。

・時間
・人脈
・娯楽

あなたはなにをコストにして、
なにを手に入…
https://t.co/Wsbe1CvcFV
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ヤーマン / 結果出しチーム部長

@yaman19900608

photo

22

53

Not available

推定インプレッション

170K～680K

信ずるものは結果と数値 / 結果
が出る仕事術、肉体改造術、習慣
化術、考え方を発信 / 田舎→都
会上京組 / ガリバー新規事業立
ち上げ単月黒字化2名→80名 /
歴代最速で課長昇格 / 東大8割
のエリートベンチャーへ転職 / ラ
イフル射撃インターハイ優勝 / 社
会人+個人事業主の複業家 /
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

292 507
月間獲得RT 月間獲得いいね！

69 1458
全ツイート数 リプライ数

1035 793
ツイート数（引用RT含） RT数

228 14

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月8日 6時24分 ツイート日時 2月27日 11時55分 ツイート日時 2月4日 0時9分

リツイート 15 リツイート 8 リツイート

いいね！ 178 いいね！ 6 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

副業とか、投資とか
お金を増やそうと
頑張っている人は多いと思うけど

入るお金を増やそう頑張る前に
絶対、固定費は見直した方がいい

毎月2000円削減できたら
毎月2000円収入が増えるのと同じ
こと

しかも、一回やっち…
https://t.co/8zuGYt0KZd

【RT、ご回答お願いします②】

１ヶ月限定の固定費削減サロン！
1番『アリかな』と思うのは？

他にも案があれば
リプ欄へどうぞ

#固定費見直そ

\ 固定費削減サロンやります！ /

『家計にムダが隠れてるかも』と
思いつつそのままにしてません
か？

固定費を下げることは
収入を上げるよりも
真っ先にやっておくべき

短期集中で
一緒に行動していきませんか？

ブログやn…
https://t.co/99HP8QaWd4
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かなっぺ固定費見直す人(断食準備期間)

@kanappe_1991

photo

8

53

Not available

推定インプレッション

170K～680K

一緒に #固定費見直そ！特技は
通信費見直し楽しくTwitterしつ
つ、周りの人をプラスにしたい歌/
筋トレ好きポジティブ沖縄人ヘタレ
が前向きにチャレンジしてく様子を
等身大に仲間がいるから人生輝
く！今生を一緒に楽しみませう好
きな人に会いにいけるようにな
る！ #D学 →学びby DaiGoさんピ
トパ↓
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

627 471
月間獲得RT 月間獲得いいね！

24 559
全ツイート数 リプライ数

943 111
ツイート数（引用RT含） RT数

618 214

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月5日 15時27分 ツイート日時 2月19日 8時19分 ツイート日時 2月5日 15時55分

リツイート 4 リツイート 2 リツイート

いいね！ 5 いいね！ 22 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

ダウンを一番売っているスタッフの
成功事例から接客トークの大枠を
作ったエピソード
 
自分の業界では「標準化」と呼ぶ
 
標準化では１つの型を作って誰が
やっても同じ結果が得られるよう
にする
 
標準化するメリットは、属人的なノ
ウハウ…
https://t.co/cNhmh8HKjg

【スペイン語千本ノック】
 
政府は必要とあれば追加支援を
躊躇しないだろう
 
… el gobierno no dudar en
otorgarle apoyo adicional de ser
necesario
 
“de… https://t.co/4uRPsOdDAH

“いつ、どこで、誰が、何を、どのよ
うにする」まで全て規定されると人
は面白いように簡単に動きます”
 
↑ 自分の目標達成の為に応用す
るなら↓
 
目標：「〇〇を達成する」
 
じゃあ、
 
・いつ
・どこで
・自分が
・何を
・ど… https://t.co/RjYPQlKeyz

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

たくみ@スペイン語千本ノック

@studyspanishjp

photo

2

5

Not available

推定インプレッション

150K～610K

スペイン語の静かなる変態。アジ
アで最も「エモい」スペイン語遣い
を目指す一匹狼。海外無縁の博
多っ子→スペイン語通訳@メキシ
コ。キューバ移住→ダンス修行が
夢。18年～スペイン語YouTuberノ
ブシート主宰の〈スペイン語ガチサ
ロン〉にアドバイザーとして参画。
お仕事の依頼はDMから。
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

413 483
月間獲得RT 月間獲得いいね！

184 758
全ツイート数 リプライ数

1605 351
ツイート数（引用RT含） RT数

579 675

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月9日 22時47分 ツイート日時 2月17日 11時16分 ツイート日時 2月13日 22時36分

リツイート 11 リツイート 10 リツイート

いいね！ 29 いいね！ 3 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

霊が視える舞妓さんと生き霊の
話。 https://t.co/vdRRu0fH4e

コミティア、参加しています！き26a
「Stella Maris」です。遊びにいらし
てくださいませ。
https://t.co/Am1v7yJltA

【告知】コミティア参加します。き26b
「Stella Maris」です。手持ち分がな
くなった1シリングの椿姫の書店分
を全部かき集めたら、たいそうな数
になってしもうた。（常田 富士男：
声）今連載している「伯爵と人魚
姫」の番外編？シリ…
https://t.co/xvuVARxPsk
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高杉桂 / 庭え08a

@crescentmoon712

photo

10

16

Not available

推定インプレッション

220K～880K

BL漫画家/webデザイナー◆鎌
倉、京都、19世紀英国が舞台の
BL漫画を描いています。年上受
け、眼鏡受けが好物/和服/書籍/
骨董/近代建築/神社/稲荷/妖怪
/寄宿舎/鉱石◆お問い合わせは
DMで。 全てのテキスト、画像等の
無断転載・無断使用を固く禁じま
す。 Unauthorized copying
prohibited.
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

267 490
月間獲得RT 月間獲得いいね！

176 1475
全ツイート数 リプライ数

389 195
ツイート数（引用RT含） RT数

146 48

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月8日 21時17分 ツイート日時 2月17日 18時30分 ツイート日時 2月4日 10時53分

リツイート 25 リツイート 12 リツイート

いいね！ 147 いいね！ 60 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

『メモの魔力』前田裕二さんのトー
クイベントに行ってきました！！

生の前田さん、めちゃ爽やかでし
た…スタートから止まらぬ密度の
濃いトーク、1割も残せなかったか
もしれませんが #グラレコ でこの
熱量を少しでも伝えられたらとお
伝えし…
https://t.co/CuP5U02Yby

しゅうへいさんのトークイベント、静
岡は無理と思ってたらまさかの配
信発見！！前半見た

『今の自分を見つめて』部分に励
まされる。これってインフルエン
サー目指してる人に限らず、だよ
ねー。。

グラレコは紙面足りなくてHOWTO
部… https://t.co/qFsHMX5hdY

今週もMonday Minowaで無料公開
してるー！！！

コミュニティの運営者としても参加
者としても、どうすれば熱量を発せ
られるかすごく勉強になりました。

これ月額ワンコインで過去記事も
全部読めるってこと？？や
ば。。。！…
https://t.co/84STCLq0zd

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

きったん / chihiro taki

@nonnteee

photo
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Not available

推定インプレッション

89K～360K

グラレコ＆グラファシの力であなた
とあなたのチームの想いを届けま
す エッセンスの抽き出しが得意 #
みの編グラレコ部 所属。一般社団
法人オンライン子育てひろば協会
代表。次世代親子に産後の孤独
はもう残さない！ #箕輪編集室 に
てSNS運用・コミュニティデザイン
修行。2/12～公式インスタチーム
配属中
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

558 468
月間獲得RT 月間獲得いいね！

226 729
全ツイート数 リプライ数

955 530
ツイート数（引用RT含） RT数

170 255

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月3日 3時11分 ツイート日時 2月16日 14時12分 ツイート日時 2月1日 3時6分

リツイート 38 リツイート 21 リツイート

いいね！ 78 いいね！ 68 いいね！

推定インプレッション 8.6K～35K 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

別垢のホームを見たら
風船が飛び交ってました。
みーぼも1歳年老いたようです。
昨年スーツ着て式に出たのが懐
かしい。

というわけで2/3限定企画します！

このツイートを

RT固定を
RT・フォロー固定をRT &amp;…
https://t.co/8bBAQE4aBO

#日立リヴァーレ の”親父応援団“

平均年齢42歳なのに
キレッキレの「USAダンス」は
会場中が湧き上がります

今回の日立のホームゲームは
ペンライト一杯でライブみたい！
見応え満載です

#Vリーグ
#日立リヴァーレ
https://t.co/4j690gGBlB

2月の成し遂げる事リスト

ブログの開設
本業外での収益を得る
多くの人に会う♂
ある方とヘッダー作成

テスト・レポート地獄に勝つ

Twitterを本格的に運用してから
一週間でフォロ…
https://t.co/2x7r0XTeGq
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Mi_vo(みーぼ)@ダイエット実施中

@Mi_vo_na_

photo

18

54

Not available

推定インプレッション

150K～620K

スポーツ・留学・教育に興味ある
大学生 /「スポーツ」×「教育」×
「自己啓発」を主に発信/どっぷり
ハマってすぐ飽きる/2020.1.1まで
に10kg痩せます/#スポーツ好き
な人を増やしたい！/ヘッダー作
成@chi_hr23 / #KKプレミアム
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

285 483
月間獲得RT 月間獲得いいね！

142 1635
全ツイート数 リプライ数

1287 793
ツイート数（引用RT含） RT数

406 88

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月13日 18時9分 ツイート日時 2月1日 0時30分 ツイート日時 2月14日 9時12分

リツイート 14 リツイート 14 リツイート

いいね！ 23 いいね！ 30 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

【バレンタイン企画】

何度目かのフォロワーさん
感謝企画

あなたの
・固定ツイをRT
・ツイートにいいね

参加方法↓
・私のフォロワーさん
（ご新規さんも大歓迎！）
・このツイートをRT

締切：02/14(木)12:00まで

【ほぼ400人突破(フライング)企画】

企画思いついたので
ぜひ参加してください～
フォロー任意なのでお気軽に～

期限～2/3(日)23:00まで

詳細は下記から↓
https://t.co/ymjj0CyHtn

【頭痛薬買わせてください】
https://t.co/vyv3jwBiks #polca
@polca_jp より
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しほ頭痛持ち外見でざいなー

@shi_129_0

photo

13

30

Not available

推定インプレッション

190K～760K

モヤモヤ病発症→高卒7社退社→
#外見デザイナー でせいちゃんの
マネージャー/偏頭痛持ちで底辺
女子な上のズボラ/ヘッダー→
@_sakitakeda/細々とファンクラブ
運営中/2月スポンサー→
@SIZE_S2014
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

623 460
月間獲得RT 月間獲得いいね！

19 148
全ツイート数 リプライ数

178 117
ツイート数（引用RT含） RT数

40 21

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月4日 19時0分 ツイート日時 2月24日 10時20分 ツイート日時 2月12日 21時12分

リツイート 6 リツイート 3 リツイート

いいね！ 13 いいね！ 16 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

【ツイート英訳or英文添削】します

もらったリプを英訳します!
「これって英語でなんていうの？」
と思ったことをリプ欄に♀

英文添削でもいいですよ英語の質
問もok!

条件

フォロー&amp;RT(引用♂…
https://t.co/EBlV5gG2b6

けんぴさん（@kenpikun_trip ）の
「未経験からデザイナー」の記事
が死ぬほど感動した件。

努力って、いつか報われるんだな
あ。忙しいを言い訳にしちゃいけな
いって、今輝いてる人みんな言う
よなあ。。。

デザイン興味なくても…
https://t.co/ZsjcPcMzk5

す、す、す、す、すごい！！！

英検一級持ってれば通訳の一次
試験免除になるくらいすごいレベ
ル。

これだけ英語すきと言っておきな
がら、too difficultやから受けたこと
すらありませんww

wonderful

英検なら…
https://t.co/7y8Zul7MAC
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ルーキャリ@TOEIC900点越え英語ヲタク

@bilingualusagi

photo

2

27

Not available

推定インプレッション

52K～210K

G’day! #英語 に出会ってから英
語のトリコに。英語だけは成績優
秀。その秘訣は、自己流の【赤
ちゃん方式】#英会話 。とにかく例
文詰め込んだら、英語は話せるよ
うになる！のポリシーの持ち主。
まるまる覚えたら使える例文英会
話もブログ、ツイッターで配信中！
転職や恋愛豆知識も好評配信中
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

719 465
月間獲得RT 月間獲得いいね！

58 685
全ツイート数 リプライ数

239 75
ツイート数（引用RT含） RT数

129 35

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月4日 14時33分 ツイート日時 2月16日 21時38分 ツイート日時 2月27日 6時18分

リツイート 8 リツイート 6 リツイート

いいね！ 36 いいね！ 22 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

吉村さん @tomokiy に取材いただ
いた記事がアップされました
写真出まくりで恥ずかしいですが
笑

完全自己満活動を素敵に紹介くだ
さりありがとうございました

4年で300軒以上のカフェを訪れた
女性ライターがつくる「…
https://t.co/IexjjMxcfI

カフェ飯はアートだ
と思うんです

バランスいいレシピに見栄え、うつ
わやカトラリーのチョイス
店主さんの想いやセンスが反映さ
れていて、すべてひっくるめて1つ
のアート作品かと

料理屋さんに比べると家庭的っぼ
いと軽視されがちだけど…
https://t.co/rIePB88ZKY

絶妙なタイミングで、抜群なお顔く
れるユキガオ @yukigao_22 さんは
天使に違いない

記念撮影する時、笑って～と言わ
れて自然な笑顔は難しいので

『へ～』って言って

って指示してみて

割と自然な笑顔の写真撮れる…
https://t.co/Glh6pmlZGF
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デブ子デラックス／京都西部南丹滋賀奈良の良きカフェ広め隊

@debu_52

photo

5

13

Not available

推定インプレッション

63K～250K

京都西部、南丹、滋賀、奈良の旨
いカフェ喫茶店の食べ歩き記録／
カフェ飯はアートだ！／ごはんみ
そ汁ラブ／明日死ぬかもしれんか
ら今日食べとく今日行っとく今日
会っとく！がモットー／FUJIFILM
X100ユーザー／アイコンフォト
@soraoto1212・カバーごはん
@mibu_mokuren33
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

191 475
月間獲得RT 月間獲得いいね！

434 4835
全ツイート数 リプライ数

2719 1843
ツイート数（引用RT含） RT数

635 241

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月25日 15時16分 ツイート日時 2月2日 0時5分 ツイート日時 2月1日 13時2分

リツイート 14 リツイート 11 リツイート

いいね！ 59 いいね！ 67 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

フォロワーさん感謝 手作りアイコ
ン贈ります

　2/28時点のフォロワーさんの中
から1名様に
　ちょなさん（@tuiteru49_chona）が
あなたのために作成する
　オリジナルアイコンを贈ります。

 私が贈りたい1名様…
https://t.co/A3T2iH4Cge

あめりゅう

図解化に続いて

まさかの漫画化です

鬼才manmosjapan
（@manmosjapan）さんとのご縁の
賜物

写真をお贈りして描いていただい
ています

独特の世界観に溶け込んでいる
ので実際とは少し違うか…
https://t.co/eKbYnCUlGr

【あめりゅうが目指す理想のフォロ
バ】

1 リプや企画で絡みスタート
｜
｜
2 リプの応酬
｜
｜
3 互いに愛着が芽生えてくる
｜
｜
4 リプ終焉
｜
｜
5 さよなら、と思いきや
｜
｜
6 フォローする（…
https://t.co/Kx0IoEP6c8
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あめりゅう / 勇気の鈴を…続きはプロフで

@ameryu_

photo

11

59

Not available

推定インプレッション

300K～1.2M

"西野亮廣"世代のストレングス・
コンサルタント ｜ 【社畜2.0】複業
企業人 を発掘、育成し"自由な社
畜" が溢れるＮＩＰＰＯＮに変える
♂ ｜ あなたの強みを必ず発掘
｜ 一歩を踏み出すあなたの勇気
の鈴をリンリン鳴らします ｜ ヘッ
ダー提供@manmosjapan
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

222 471
月間獲得RT 月間獲得いいね！

43 1471
全ツイート数 リプライ数

629 328
ツイート数（引用RT含） RT数

244 57

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月1日 8時48分 ツイート日時 2月24日 11時27分 ツイート日時 2月8日 7時56分

リツイート 16 リツイート 4 リツイート

いいね！ 196 いいね！ 28 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

2月のTo Do

･ブログ毎日更新
･プログラミング毎日学習
･見た目体重マイナス3kg
･英語に毎日触れる
･滑舌をよくする運動始める
･本を10冊読む
･フォロワー500人突破

スピード感大切に、コツコツとがん
ばるぞ(’-’*)♪

ヤマザキマリさんの「国境のない
生き方」よんだ！

最後の最後まで、「テルマエ・ロマ
エ」の作者だってしらずに読んでた

作者が愛した本や映画を絡めな
がら、人生を振りかえる作品

本に映画に旅好きのわたしにはた
まらない1作でした…
https://t.co/EcJvStJjVS

【フォロワーさん300人突破したの
で初企画！】

どきどき

内容
固定ツイートor最後のツイートをRT
→指定がなければ固定ツイートを
RT

条件
このツイートをリプ&amp;RT

フォローはお任せします
少しでもいいなって思って…
https://t.co/DamW32xxSi
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ゆず@2019年には好きなことで生きていく

@yuzuyuzulog

photo

3

4

Not available

推定インプレッション

120K～470K

300日で約45ヵ国訪れるも、ユーラ
シア大陸のみで日本が恋しくなり
帰国→それでも好きなときに好き
な場所へ行くためにフリーランスを
目指す→2018.12ブログ開設そし
てプログラミング学習スタート →
2019年中には好きなことで生きて
いけるようになるために日々奮闘
中！会社勤めだけどブログ毎日
更新中(’-’*)♪
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

754 455
月間獲得RT 月間獲得いいね！

33 501
全ツイート数 リプライ数

3200 83
ツイート数（引用RT含） RT数

674 2443

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月24日 14時26分 ツイート日時 2月23日 16時43分 ツイート日時 2月24日 6時43分

リツイート 4 リツイート 3 リツイート

いいね！ 13 いいね！ 8 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

自分とは違う道を歩まれた方への
リスペクトができるのは大変素晴
らしいお考えです
これからは組織だけにとらわれな
い『個の時代』とも言われています
多様な個性を受容できる社会に
なって欲しいですね
https://t.co/QwUTrgs2Qr

#しゅうへい福岡

『しゅうへい×ほっしー対談』

"うつでも稼ぐメンタルの作り方"

・影響力が付けばブログは読まれ
やすくなる
・職業『インフルエンサー』も選択
肢に入れよう
・選択肢が増えれば心に余裕がで
きる
・Twitt…
https://t.co/UOBOzwZhvG

箕輪さんYouTube大陸に降臨

ポップな格好してるけど、言われて
ることはめちゃくちゃ勉強になりま
す
#箕輪厚介
https://t.co/9Opi8boFLl
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ハヤト@♂脱社畜サーファー♂

@syunsyunSURF2

photo

2

17

Not available

推定インプレッション

330K～1.3M

上場企業/ギネス記録ホルダー/
波乗り/転勤に左右され大好きな
地元を離れサーフィンが続けられ
なくなることに疑問を抱き転職を決
意→地元の市役所に合格するも
のの給料が安すぎで内定を辞退
→マイビジネスで時間や場所にと
らわれない生き方を貫く#脱社畜
サロン
YouTubehttps://t.co/igyZAEddth
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

184 462
月間獲得RT 月間獲得いいね！

85 1072
全ツイート数 リプライ数

727 393
ツイート数（引用RT含） RT数

325 9

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月11日 12時12分 ツイート日時 2月9日 14時9分 ツイート日時 2月7日 14時3分

リツイート 6 リツイート 4 リツイート

いいね！ 24 いいね！ 17 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

読みやすい文章をつくるために！
・改行する！（１つの文は３０文字
まで！）
・箇条書きを増やす！（人は横に
並べた情報より縦の情報のがわ
かる！）
・太字とマーカーだけ読んだら要
点がわかるようにする！

これ、アフィリエイターさん需要！
… https://t.co/Yf6BvQ7j2d

【 #しゅうえもん愛媛　スタート！】#
おリサのひめフリ　番外編！
地方×SNSの可能性part2
~発信力を磨き続ける方法~
2/9(土)14:00~＠サイボウズ松山オ
フィス

愛媛にいながら東京にいるぐらい
の収入をつくっていこ～～！

わくてか(

アメリカ帰りのしゅうへいマン
(@shupeiman )が #ひめフリ に登
場！

アメリカで金髪美女と×××してき
た話とか
フォロワーが1000人以下のときに
していた話とかお金についてとか
アメリカでのクラブで×××した話
とか… https://t.co/Y1SwBvzMPi
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リサいなフリ(愛媛)なう

@risa_richa0227

photo

4

51

Not available

推定インプレッション

130K～510K

朝はやく起きるのが嫌で会社員し
たくない系女子 / フリーランスとし
て稼げるスキルを学ぶため、愛媛
県大洲市で田舎フリーランス養成
講座に参加中！車の重量税、車
検代、毎月の固定費、クレカの
ローンで35万円＋生活費が待って
いる！ライティング未経験のわし
がフリーランスで稼いで生活でき
るようになるのか…！？#ひめフリ
1期生！
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

486 442
月間獲得RT 月間獲得いいね！

100 1380
全ツイート数 リプライ数

319 103
ツイート数（引用RT含） RT数

102 114

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月14日 0時4分 ツイート日時 2月19日 23時5分 ツイート日時 2月16日 13時8分

リツイート 11 リツイート 7 リツイート

いいね！ 66 いいね！ 99 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

【#箕輪書店だより/案内状を配ろ
う！】

全国各地の書店員さんに箕輪書
店だより案内状を配ろうプロジェク
ト進行中！

地方在住の皆さん、この素晴らし
いコンテンツを一緒に届けましょう

今からの参加も大歓迎です！

#箕輪編集室
https://t.co/il42BKLghX

#櫻田ラボ のオフ会に初参加！
喋っちゃダメですよと言われる有り
難さよ、、、。
櫻田さんが本当に楽しそうだか
ら、こっちまで楽しくなった～

#グラレコ
#スケッチノート
#タイムラプス
https://t.co/snTWvez9y4

【デザインチームオリエンやった
よ！】

ご参加いただいた皆さんありがとう
ございました！
企画してくれたタカくん@korenisiyo
ありがとう。

オリエンにあたりまとめてみた。

今回は事前に伝えたい内容は描
いておいて、オリエ…
https://t.co/ZVem6SLWpf
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でらみ|手描き屋さん

@kuma_no_ashiato

photo

7

34

Not available

推定インプレッション

74K～290K

グラフィックレコーディング|イラスト
|バナー・名刺デザイン|箕輪編集
室デザインチームサブリーダー|デ
ザインもグラレコもオンラインサロ
ンで学びました|その奥に人の温
度を感じる作品を #箕輪編集室 #
デザインチーム #デザイン道場 #
前田デザイン室 #櫻田ラボ #グラ
レコ
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

74 490
月間獲得RT 月間獲得いいね！

233 2285
全ツイート数 リプライ数

1643 1217
ツイート数（引用RT含） RT数

374 52

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月20日 10時28分 ツイート日時 2月22日 19時15分 ツイート日時 2月27日 20時45分

リツイート 17 リツイート 11 リツイート

いいね！ 82 いいね！ 98 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

■日本人って70歳になると、歯が
何本残ってるか知ってる？

予防治療が進んでる国では70歳
になっても歯は20本ある人が普通
なんよね

 70歳時の歯の平均残存本数

スウェーデン 20本
イギリス 17本
アメリカ 1…
https://t.co/VWWqnL14gM

■第1印象がなぜ大切か？

・出会った瞬間の0.2秒で、相手の
脳はあなたを「好む」か「好まない」
かを決める

・人間が相手に与える印象の6割
はぱっと見の視覚情報

・第1印象は2時間持続し、潜在的
に2年間も持続する

第1印象を制すれば恋愛も面接も
商談も上手くいくんよ

■ なぜ日本人は歯の予防治療を
しないのか

日本では歯の治療に保険が適用さ
れるんよ

歯医者に行っても◯万円とか払わ
んやろ？

欧米では、歯の治療はそれくらい
お金がかかるんよ

治療受ける金銭リスクとるなら、そ
れを回避するた…
https://t.co/xKHyPb6duz
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ひろき@0.2秒の第1印象の極め方♂

@dogdatascienti1

photo

5

24

Not available

推定インプレッション

220K～900K

■第1印象100%UPの情報発信■
第1印象で生涯年収4000万円UP
■就活商談恋愛なんでも印象で
制したいなら僕をフォロー■大学
出て世界20ヶ国周って印象につい
て学ぶ■歯列矯正開始(2019.1~)
■歯科院長向けSNSマーケティン
グ事業【DentalMaster】
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

252 432
月間獲得RT 月間獲得いいね！

143 3117
全ツイート数 リプライ数

2996 2443
ツイート数（引用RT含） RT数

411 142

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月2日 4時17分 ツイート日時 2月26日 21時48分 ツイート日時 2月26日 5時4分

リツイート 6 リツイート 5 リツイート

いいね！ 96 いいね！ 31 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

昨日が山田のテストが返ってきた
点数は思ったより、よくない点数

実力はこの程度って自分に刻む

あと国試まで22日

受験生ってどこかしら閉塞感があ
ると思う

自分もそう

だけど、ここで会えた人のいいね
やコメント。

ましてや…
https://t.co/hUnCucMOPo

僕は

勉強 50分

休憩 10分
で1セット組んでました

少しだれてしまうことに気づきます

そして先生に教えてもらった

勉強 30分

休憩 5分

1セットに切り替えました

僕の好きなケータイもすぐいじれ
ますし、集…
https://t.co/LQ5YBt0vS2

個人的なメンター

はるなさん @unicohm
気づきを与え、あなたをほっこり
ワールドに陥れる

キャリさん@kyarisutebito
『おぉふ…』流行語なるか？
言語化モンスターここにあり

ぷりんすさん…
https://t.co/sOhG8VcZdx
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のむち合格したよ鍼灸国試

@nomuchi1011

photo

5

41

Not available

推定インプレッション

300K～1.2M

飾らぬ自分で最高の仲間探し プ
ロレスラーに憧れた少年が
《PRIDE》に魅せられ強さを求め上
京→沢山の怪我を負った経験か
ら、人をケアする治療に興味を持
つ→ 鍼灸学生“こころ美人”が好
き“こころ”の触れ合いお待ちして
ます #鍼灸学生 にて受験で得た
学びを発信中トップ画@haru0054
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

365 416
月間獲得RT 月間獲得いいね！

68 289
全ツイート数 リプライ数

239 34
ツイート数（引用RT含） RT数

126 79

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月24日 14時55分 ツイート日時 2月18日 11時50分 ツイート日時 2月12日 11時49分

リツイート 24 リツイート 2 リツイート

いいね！ 23 いいね！ 11 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

メールマガジン配信開始

アフィリエイト「脱・初心者」を応援
するメールマガジンの配信を開始
します
登録特典として「企業から商品を
いただいてレビュー記事を書ける
ようになる裏技」の無料レポートご
用意してます

みなさまのご登録…
https://t.co/CBoILOy7j2

【ブログのリライトをするべき理由】

更新日はSEOの評価に影響する
情報が古くならないようにメンテナ
ンスしておく
自分自身の成長を実感できる

自分としては、3つめの理由がすご
く大事だと思ってる。
成長してるの実感できるとモチ
ベーションも上がる。

すごく基本的なことなんだけど、必
死になってると見落としがち
すごく大事なことだから心に刻もう
https://t.co/RWaCrfIWAa
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嬉野ともか@在宅育児ライター×アフィリエイター

@ikujinoiroiro

photo

2

6

Not available

推定インプレッション

59K～240K

WEBライター ブロガーさんやアフィ
リエイターさんと交流したいWEBラ
イターとして2000本以上執筆→ア
フィリエイト挑戦中目標はアフィリ
エイトで独立イヤイヤ期の息子と
日々格闘SEOの試行錯誤、本や
noteの感想をツイートします！匿
名での質問はマシュマロへ→
https://t.co/lODOnlJuZ9
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

368 391
月間獲得RT 月間獲得いいね！

55 1199
全ツイート数 リプライ数

1138 869
ツイート数（引用RT含） RT数

228 41

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月6日 21時52分 ツイート日時 2月28日 15時24分 ツイート日時 2月25日 11時55分

リツイート 9 リツイート 4 リツイート

いいね！ 11 いいね！ 23 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

【男性の方に聞きたい♂】

みなさんどこで髪切ってますか？

#拡散お願いします

あ、そういえば！

この前の休みについにあの

さんじ@sanji_kinchan へ行ってきま
した～

『Crazy Crab』
『さんじ玉』

いい感じに濃厚なお味
もっとトッピングすれば良かっ
た！！！
さんじ玉（背脂ジンジ…
https://t.co/ymItyW22er

ぱんだもさん（ @pandaline01 ）の
LINE@ 講座で

新料金についてのお話があったの
でまとめました～

丁寧な解説なのでいつもわかりや
すい

料金の話もそうだけど
無料でできる内容が大幅にパワー
アップなのでやるしか…
https://t.co/sNjgSfqg0Y
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多動理容師みうらまさひろ

@masa12m3d

photo

3

10

Not available

推定インプレッション

150K～620K

髪を切ってるだけじゃダメ｜理容
師一筋10年店舗売上2000万到達
｜しかし理容業界の抱える問題に
気づきイノベーションを目指す｜
発信、教育、経営、撮影、グラ
フィックデザイン、マーケティング、
SEO、Web制作あらゆることを経験
し自分の価値を高めていく｜学ん
だことはサロンに活かしていきま
す｜
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

114 350
月間獲得RT 月間獲得いいね！

35 821
全ツイート数 リプライ数

308 241
ツイート数（引用RT含） RT数

58 9

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月19日 23時6分 ツイート日時 2月12日 0時4分 ツイート日時 2月1日 23時36分

リツイート 9 リツイート 6 リツイート

いいね！ 21 いいね！ 112 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

オリ×ヒコのロゴが
完成しました！！！

オリ×ヒコ？なにそれ？
って思った方はこちらまで
https://t.co/aRJ2N1rbLp

#オリヒコ #遠距離恋愛
https://t.co/6tIXjg5Ljx

遠距離恋愛してる人って
ほんまにすごいと思う！

何ヶ月会えんくても
会える日が短くても
その日ために頑張ってる！

遠距離やから浮気してるって
言ってくる人おっても
彼氏なら大丈夫って信じるし、
遠いところからでも
お互いを幸せ…
https://t.co/z1n0qXOLbA

【オリ×ヒコの感想いただきました】

写真が遠距離恋愛の支えになれ
ば
うれしいです
カメラマンも撮影楽しかったと
言っていました

よろこんでいただけて
わたしも幸せになりました
https://t.co/5HoR0ODoBP
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まなてぃ@遠恋応援カメラマン

@mana07_26

photo

3

12

Not available

推定インプレッション

62K～250K

大阪の大学生が愛媛の社会人に
恋をした / 出会いはクラブ / 遠距
離無理だと思って諦めようとした /
でもやっぱり好きだから付き合う /
#遠距離恋愛 について発信するよ
/ 遠恋カップル応援したくて #オリ
ヒコ 作った
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

521 330
月間獲得RT 月間獲得いいね！

8 146
全ツイート数 リプライ数

145 50
ツイート数（引用RT含） RT数

56 39

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月28日 0時25分 ツイート日時 2月27日 1時37分 ツイート日時 2月26日 1時34分

リツイート 1 リツイート 1 リツイート

いいね！ 3 いいね！ 4 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

記事公開のお知らせです！
【体験談】債務整理が会社にバレ
た！会社人生＼(^o^)／ｵﾜﾀと思っ
た話し！ https://t.co/W4q6xiLSlo
@yohei_blogより

記事公開のお知らせです。
朝お知らせしようと思いましたが内
容的に深夜向けですねw

【重要】債務整理で口座凍結?!給
与振込口座は新規に作るべし!!
https://t.co/dfmtf2ufgy
@yohei_blogより

記事公開のお知らせです。
今日は2記事目です

任意整理ができない！その原因
は？ https://t.co/Yyqnti18Pz
@yohei_blogより
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ようへー@ FP1級で借金2000万

@yohei_blog

photo

1

0

Not available

推定インプレッション

37K～150K

32歳都内在住(2児の父)。仮想通
貨FXで1000万円の利益を出すも、
投資に失敗して人生の底に到着。
年収1000万の金融マン、証券アナ
リスト、FP1級を持ちながら借金
2000万円を背負った男2018年後
半から本格参戦した駆け出しブロ
ガー。ブログで人生の底から駆け
上がりますみんな応援してね！
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

298 324
月間獲得RT 月間獲得いいね！

16 212
全ツイート数 リプライ数

121 49
ツイート数（引用RT含） RT数

64 8

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月21日 8時32分 ツイート日時 2月15日 14時34分 ツイート日時 2月26日 8時55分

リツイート 3 リツイート 3 リツイート

いいね！ 0 いいね！ 12 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

【ゆる募】「キキ探してます」アデ
レードでshortmovieつくってます。
今回、「魔女の宅急便」の再現？
VTRを撮りたいなとふと思いつい
たのでキキ役の方を探していま
す。完全に再現したいというよりか
はコメディタッチでとりたいので　容
姿　年齢　性別　国籍問いませ
ん。

昨日から電気止められて電話した
けど未だに復旧しない、冷蔵庫の
中身が心配の極み。
#どうしようもないから
#歌う
#アデレード
#おとログ
https://t.co/YjqJhRS6Cr

fijiの思い出の写真つけてみた。
#フィジー留学
#spfb
#サウスパシフィックフリーバード
#youaremysunsine
#ワーホリ
#留学 https://t.co/opznxiP1pI
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T.Tkeたび うたmovie@アデレード

@fabitake1989

photo
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Not available

推定インプレッション

32K～130K

≪旅のうたとmovieつくってる≫浅
草で漫才コンビ解散後東南アジア
徘徊フィジー留学オーストラリア
ワーホリ現在二年目バイロンベイ
ゴールドコーストメルボルンロード
トリップ現在アデレード
https://t.co/9iAUqyFu5D#アデ
レード#オーストラリアワーホリ#エ
モみある風景
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

461 361
月間獲得RT 月間獲得いいね！

201 924
全ツイート数 リプライ数

1395 119
ツイート数（引用RT含） RT数

500 776

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月9日 11時34分 ツイート日時 2月18日 23時34分 ツイート日時 2月17日 7時42分

リツイート 38 リツイート 5 リツイート

いいね！ 58 いいね！ 29 いいね！

推定インプレッション 8.6K～35K 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

【のだぱいさん
(@tomorrowgaarusa)のアドバイス
からプロフィール変更】
不労所得にお風呂が合うという事
で、プロフィールを変更しました！

・プロフィール写真：ウミガメペンギ
ン
・プロフィール内容：読みやすく簡
潔に。… https://t.co/99LrYrGv77

20代で資産1000万円もそれほど
いない事に驚愕。

コツコツ淡々と積み重ねて、30代
の内にはアッパーマス層の仲間入
りをしたい。
https://t.co/QfpicIXJUr

絶対リンクには飛ぶなよ？
やめろよ！？絶対だぞ！！？
https://t.co/GvkAPpMVAY

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

ぺーいち転職・資産運用ブログ　#脱社畜サロン

@peiichidesu

photo

5

4

Not available

推定インプレッション

170K～670K

「コツコツ淡々と」が口癖の地方都
市在住20代後半のサラリーマン。
やりがい・年収upを目指し転職活
動中。一方で、昨年から高配当株
への投資を中心に気ままにセミリ
タイアを目指しています。節制で昨
年は約400万円貯蓄、資産は約
1000万円。ブログの詳細はこちら
https://t.co/WErPb2UdGK
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

160 351
月間獲得RT 月間獲得いいね！

180 2071
全ツイート数 リプライ数

2010 1293
ツイート数（引用RT含） RT数

510 207

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月7日 11時20分 ツイート日時 2月22日 15時40分 ツイート日時 2月6日 22時14分

リツイート 39 リツイート 8 リツイート

いいね！ 58 いいね！ 34 いいね！

推定インプレッション 8.9K～35K 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

“Hanggang kailan?” was shot in
Saga Japan.
Xian Lim an Louise are so nice
guys. Hoping “part 2” !

昨年佐賀でのお仕事、フィリピ…
https://t.co/6RayhoZz1l

【フォローお勧め3人さま】

イチさん@u_1ch1

黒豆さん@kuromamesennin

キリンさん@kirin58722584

3人に共通するのは、心の広さと
温かみ。ツイッター始めて右往左
往してても楽しく続けられ…
https://t.co/JBQWLWb80k

今月フィリピンで公開される
Hanggang Kaplan?、佐賀で撮影さ
れました。通訳なのにエキストラ笑
笑
結局あのシーンが使われたのか知
りたい笑笑
https://t.co/WkV7gTKHUm
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スギさん言の葉に愛をこめる人

@sugi_lifeplus

photo

8

17

Not available

推定インプレッション

210K～830K

フィリピノ語通訳で英語コーチ英語
の三日坊主卒業、仕事の途切れ
ないトリリンガルの秘訣をツイート
留学経験なしのTOEIC未受験でも
語学で仕事語学力よりコミュ力、
幸福度の上がる英語ライフへご招
待https://t.co/63BeHuqxIU ご相
談、お仕事の依頼はDMに。
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

207 325
月間獲得RT 月間獲得いいね！

127 1151
全ツイート数 リプライ数

1521 1247
ツイート数（引用RT含） RT数

245 29

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月3日 18時46分 ツイート日時 2月9日 18時27分 ツイート日時 2月3日 1時49分

リツイート 14 リツイート 6 リツイート

いいね！ 90 いいね！ 43 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

■習慣を定着させる方法

・習慣にしたいことを決める
・紙のカレンダーを準備
・余白に目標を書く
・何時にやるかを決める
・毎日定時にアラームを鳴らす
・鳴ったらすぐ始める
・できたら、カレンダーに○印

習慣化するまでは、達成…
https://t.co/j1Pw3lRZEv

【速報】Twitter攻略法開拓企画ま
とまる

9日、コアラ社長、けいすけ氏の共
同企画の報告書の一つが完成し
た。

数千人分のデータから導き出され
た結論とは？

詳細は下記note

【大胆分析】何度も使うと効果が
あった！「みん…
https://t.co/5w8Zhp3xmN

■長所と短所

長所＝良いところ
短所＝悪いところ

じゃない

短所は、今のところ使うのが難しく
価値がないように思えるもの

長所は、今まさに有用で、その真
価が発揮されているもの

それくらいの違いしかない

環境とタイミング次…
https://t.co/CyUjpQLM8i
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ももすき言葉のガイド

@momosukicom

photo

5

23

Not available

推定インプレッション

160K～660K

Twitter攻略法開拓企画の分析者
心と思考を140文字で刺激操る言
語：日本語 #中国語 #英語 田舎
暮らしで思索中「ももすき」なのに
「ぶた好き」何かちょっとだけ役に
立つ、気に入る言葉を見つけてく
ださったらうれしいですまとめツ
イートで言語化してます
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

141 287
月間獲得RT 月間獲得いいね！

14 172
全ツイート数 リプライ数

170 64
ツイート数（引用RT含） RT数

94 12

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月10日 19時51分 ツイート日時 2月28日 22時27分 ツイート日時 2月26日 15時52分

リツイート 7 リツイート 1 リツイート

いいね！ 43 いいね！ 2 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

約1年前に、フィリピンでバックパッ
カーをした。

・感謝や物の価値に“チップ”を払
う文化
・富裕層と貧困民の差が激しすぎ
る（道で寝たきりの子供も）
・道で大麻を勧められる
・近くで銃撃（ニュースで知った）

何もかも新鮮すぎた。…
https://t.co/PWnSL8ZBdY

1枚目、真ん中右。

スーパー爽やかイケメン誰やろ！
って思ったら僕でした

#黙ります
https://t.co/RPNdFfiKWm

身近にブログを始めた友人がい
て、
ブログに役立つ情報を共有できる
ようになって嬉しいしモチベに繋が
る。

#ブログ仲間作れ #ブログ仲間と繋
がりたい #ブログ仲間募集
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いっとー/会社員ゲスブロガー

@iiitto_1g1c

photo

1

9

Not available

推定インプレッション

37K～150K

#キックサロン/スポンサー様
@tomorrowgaarusa /A8大阪新人
賞も受賞した【いとぺでぃあ】
https://t.co/SyjwfeknWr /男性が
好きそうな記事書きまくってます/
女性が楽しめる記事も沢山ありま
す♀/YouTube【いとめでぃあ】にも
動画投稿してます！
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

91 283
月間獲得RT 月間獲得いいね！

292 728
全ツイート数 リプライ数

393 175
ツイート数（引用RT含） RT数

196 22

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月5日 19時37分 ツイート日時 2月9日 9時30分 ツイート日時 2月24日 20時48分

リツイート 138 リツイート 68 リツイート

いいね！ 124 いいね！ 81 いいね！

推定インプレッション 31K～130K 推定インプレッション 15K～62K 推定インプレッション

あなたを紹介させてください

【内容】固定RT、ブログ紹介

【期限】2月10日（日）12:00まで

【条件】このツイートをRT

メリットは？
⇒真剣にあなたを紹介します

デメリットは？
⇒僕からしつこいぐらいリプが来
… https://t.co/9ibh1BC8aw

【フォロワー200人達成企画】

内容：あなたのプロフィールを見て
           甘口 or 辛口で感想をお
届け

期間：2月15日（金）12:00まで

応募：このツイートをRT（引用NG）

制限：200人まで…
https://t.co/5VBQdKcBnj

【フォロワーさん応援企画】

あなたのプロフィール文
勝手に添削してよろしいですか

応募：このツイートをRT
締切：2月28日（木）12時まで
備考：引用RTは不可

ボタンを押すだけで即応募可能

あなたの魅力を…
https://t.co/3YhqtIOMoq
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YUKI@料理好きな投資家

@yuki0801t

photo

20

31

Not available

推定インプレッション

63K～250K

「魚がさばけるFXトレーダー」／FX
でとを運用／料理・新卒採用・営
業を経験／現在は投資メインで活
動中FX初心者の味方／経験値0
から月収50万円稼ぐまでの軌跡
Twitter運用・投資・飲食店に関す
る情報をメインに発信／『ヘッダー
/トップ画作成 @Taka810S』
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

121 325
月間獲得RT 月間獲得いいね！

306 1176
全ツイート数 リプライ数

865 540
ツイート数（引用RT含） RT数

275 50

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月4日 23時3分 ツイート日時 2月24日 12時12分 ツイート日時 2月26日 9時41分

リツイート 199 リツイート 11 リツイート

いいね！ 182 いいね！ 80 いいね！

推定インプレッション 45K～180K 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

初企画やります

【あなたの印象を伝えます】

希望者のプロフィールに飛んで、

アイコン
プロフ文
ヘッダー画像
外部リンク先
直近の数ツイート

上記から

どんな印象を持ったのか伝えさせ
ていた… https://t.co/yq1jg5KCir

こんな人と繋がりたい!!

サラリーマンでTwitter頑張ってる
人

Twitterで発信力を高め、インフル
エンサーになりたい人

ブログで稼ぎたいと思っている人

地道な努力が好きな人

こんな人と繋がりたい!!

夢に向かって頑張ってる人

Twitter頑張ってる人

会社員×副業してる人

ブログで稼ぎたいと思っている人

地道な努力が好きな人

野球が好きな人

などなど、たくさん絡みたいです☆
～（ゝ。∂）
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タキト＠夢の応援団長♂

@Takito_will

photo

10

46

Not available

推定インプレッション

110K～460K

あなたの「夢」応援します！/WEB
マーケ会社勤務/ネット社会で使
えるマーケティング、実績を残す仕
事術を発信/Twitterアカウント150
名コンサルし5日間で140人フォロ
ワー増加/
notehttps://t.co/yGoctmiK6T

280

290

300

310

320

330

340

2月1日 2月4日 2月7日 2月10日 2月13日 2月16日 2月19日 2月22日 2月25日 2月28日

フ
ォ

ロ
ワ

ー
数

No.216No.216 ～

227



集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

290 282
月間獲得RT 月間獲得いいね！

21 762
全ツイート数 リプライ数

214 56
ツイート数（引用RT含） RT数

64 94

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月16日 0時6分 ツイート日時 2月23日 22時12分 ツイート日時 2月8日 6時32分

リツイート 3 リツイート 2 リツイート

いいね！ 31 いいね！ 11 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

コインケース3種類

シルクヌメ　＋　イシワニ

ブライドルレザー

グリーン　＋　50銭
ボルドー　＋　イーグル

誰でも買える。
みんな持っている。
大量生産品。

そうでなくて。
個性的で何処にもない、流通量が
少ない。希少性…
https://t.co/w9ufECiEEJ

コードバンこの価格帯ですか…

本当に感謝しています、いつも大
量買いしてすいません。

コードバン、ストックさせていただ
いています。

https://t.co/THl3dy7iXU

コインケースになりました。

ウッドビーズに銅のチリコインを。

スマートキー入れにも使えます。

わざとコバ潰しながらスリックした
のですが。
使い込まれた感じが良く出ます
ね。 https://t.co/BA5qTCJSNV
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えぬ

@only_11515

photo

2

24

Not available

推定インプレッション

43K～170K

個性的なレザーが好きで、皆が
持っている作品でなく、一点物に
なるように作品を作成しています。
経年変化を楽しんでいただける様
に、植物タンニン鞣しを多く使って
います。取り扱いは、こちらになり
ます。https://t.co/07nERrDLyu
https://t.co/pREE4uscw6
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

194 272
月間獲得RT 月間獲得いいね！

29 881
全ツイート数 リプライ数

594 334
ツイート数（引用RT含） RT数

248 12

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月5日 13時40分 ツイート日時 2月10日 21時55分 ツイート日時 2月7日 18時16分

リツイート 6 リツイート 2 リツイート

いいね！ 85 いいね！ 17 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

Smile Up!が大事にしてる３つの事
・笑顔
・承認
・コミュニケーション

笑顔とは
【自他共に幸せにする】
承認とは
【誰もが欲する人気者】
コミュニケーションとは
【人と人を繋ぐ必須アイテム】

沢山の人にこの素晴らしさ…
https://t.co/nTQYhFsDNF

相手に気持ちよく話してもらうに
は、否定しない、教えない。聞いて
る時は相手の話が間違えてると
か、自分の意見と違うとかはどうで
もいいんです。なんなら乗っかって
あげる方がコミュニケーションだけ
見れば上手くいきます。

面白い記事見つけました。他人
じゃなくて自分に矢印向け続けら
れたら人生イージーモード。他人
は変えれない。本当に簡単な真理
ですが、文章として分かり易く記事
になってます。5分これを読むだけ
で人生変わるきっかけにはなるか
と思います。是非ご…
https://t.co/6rRUmNri5n
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スマイルアップ＠人間力向上委員長

@SmileUp78666034

photo

2

4

Not available

推定インプレッション

80K～320K

人生を豊かに生きる為の知識や
人との付き合い方をメインで発信
しています。 好きなもの 読書/散
歩/お酒/音楽/お金 嫌いなもの
納豆
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

292 270
月間獲得RT 月間獲得いいね！

6 79
全ツイート数 リプライ数

173 29
ツイート数（引用RT含） RT数

121 23

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月13日 19時28分 ツイート日時 2月19日 18時43分 ツイート日時 2月10日 14時9分

リツイート 3 リツイート 1 リツイート

いいね！ 6 いいね！ 3 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

広告代理店でお仕事されている方
にご質問です。現在、何案件ほど
担当されてますでしょうか？？(イ
ンハウス担当で運用されている方
は今回は除かせていただきます
♂)

私は1年目～2年目は50件(80アカ
ウント)/月ほどでした...

代理店の方是非教えてくださ
い！！♂

凄いわかる。自分もお客様と話し
てる時が一番笑ってる。
しょうもない話から凄い為になる話
まで、ほかの分野で戦ってるプロ
と一緒に仕事するのは本当に新
鮮w https://t.co/AGc7a0tenS

今回のくら寿司の騒動、インスタ投
稿なのになぜかメディアには
twitter投稿で取り上げれてる。。。
なんだかなぁ
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渡辺凌@3/23 第二回SEM居酒屋

@ryonaby0206

photo

1

1

Not available

推定インプレッション

36K～150K

最近筋肉つけ始めた筋トレ大好き
広告運用者。カピバラさんも大好
き。Web広告運用者(代理店勤務)
検索広告/ディスプレイ広告/SNS
広告など 最近FX始めました
#SEM居酒屋 質問箱はこち
ら:https://t.co/RjStOJphTD ブロ
グ作りました：
https://t.co/WDAtaaJQyx
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

49 310
月間獲得RT 月間獲得いいね！

95 844
全ツイート数 リプライ数

644 419
ツイート数（引用RT含） RT数

178 47

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月9日 10時2分 ツイート日時 2月25日 18時15分 ツイート日時 2月25日 9時12分

リツイート 15 リツイート 7 リツイート

いいね！ 64 いいね！ 26 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

本当にこの通りで

さっきのツイートのコレ！をあえて
言うなら噛むことです。

噛むことによって
・デブ菌が消える
・少ない量で満腹感を得れる
・肌がきれいになる
・風邪をひきにくくなる
・冷え性の改善
・脳の活性化
・小顔

など… https://t.co/N5w0fk6bPv

もうほんっとわかりやすい。

こんなにノートをわかりやすく書け
るのふつうに嫉妬する

イラストはかわいい
https://t.co/nOIb6dd09Z

これ素晴らしい
すっっっごいわかりやすい！
多くの人に読んでほしい！
俺にできることはプラスα！

【腸が作るもの】
・血
・ホルモン
・神経伝達物質
・神経細胞

つまり、よく『噛む』ことで腸が元気
なら！
★キレイになる材料を身…
https://t.co/bbNuJj7ZO2
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てっぺー | 整体をしない整体

@teppee_

photo

6

37

Not available

推定インプレッション

92K～370K

整体がいらなくなるというコンセプ
トで講座をしています！最終的に
整体に通わなくても・冷え性がな
い・コリがない・朝から元気・疲れ
にくいといった身体を作り上げるサ
ポートをします！自分の身体は自
分でメンテナンス！ご予約や相談
はこちらから→
https://t.co/xR83n3cecx
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

147 254
月間獲得RT 月間獲得いいね！

121 477
全ツイート数 リプライ数

442 182
ツイート数（引用RT含） RT数

117 143

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月9日 23時9分 ツイート日時 2月23日 18時13分 ツイート日時 2月20日 14時31分

リツイート 59 リツイート 15 リツイート

いいね！ 68 いいね！ 91 いいね！

推定インプレッション 13K～54K 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

2度目の企画をします

日々の感謝を込めて！！

あなたの固定ツイートをRTさせて
いただきます！(無くてもok)

&lt;参加方法&gt;
このツイートをRTのみです

リプなどもどんどんしてください！

ではよろしくお願いします！

#企画

逃げるのも立派な判断です。

｢1度逃げたら何度も逃げる｣

｢逃げる奴は弱い｣

とか言われるが、それは他人の意
見。

自分が辛いと思ったら逃げても良
い。 https://t.co/99AqbBMv9W

【いちげ氏（@booichiro ）にヘッダー
のデザインを依頼したいです】

そのための費用をpolcaで支援させ
ていただきます！

おひとり300円からです。

支援された方には、DMで何でも相
談に乗ります！

こ支援よろしくお…
https://t.co/1Yot4Gsy8l
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ハルキ@ツイッターに魂を売った高校生(4日目)

@harukiguy

photo

11

34

Not available

推定インプレッション

64K～250K

【実績を作る】 ｔｗｉｔｔｅｒに魂を売っ
た17歳の高専生 、｢若さ｣と｢速さ｣
で資産(コンテンツ)を作ります。|
自己投資でうつから解放＋ビジネ
スの世界へ英語喋れないけどもう
すぐ留学 | 一緒にツイッターを
Hackしましょ！【スポンサーのイノ
シシ兄貴@tadanoinoshishi】
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

317 251
月間獲得RT 月間獲得いいね！

7 25
全ツイート数 リプライ数

557 118
ツイート数（引用RT含） RT数

22 417

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月20日 2時4分 ツイート日時 2月5日 22時36分 ツイート日時 2月19日 1時20分

リツイート 2 リツイート 2 リツイート

いいね！ 5 いいね！ 4 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

これは気になります。

一度は体験してみたいです。
https://t.co/NxJpuRozXH

るろ剣ファンなので拡散

二重の極みを習得しようとした人
はRTお願いしますｗ
https://t.co/CxT9fPaT0A

読みたいｗ
ウチの近所には『 #なか卯 』がな
いぞー https://t.co/lGYYJ0yvIP
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ヒカミリュージ（詳細は固定ツイ記載）

@int_know

photo

1

0

Not available

推定インプレッション

73K～290K

インスタント・ノウハウの管理人で
す。ブログも見てね
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

36 226
月間獲得RT 月間獲得いいね！

8 122
全ツイート数 リプライ数

145 18
ツイート数（引用RT含） RT数

116 11

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月20日 14時12分 ツイート日時 2月17日 7時34分 ツイート日時 2月17日 0時7分

リツイート 1 リツイート 1 リツイート

いいね！ 1 いいね！ 3 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

本日も筋トレです
※軽めにして、継続性を重視。
https://t.co/IC0ly6302j

めちゃくちゃ参考になりますm(_
_)m

僕の攻めるジャンルでアドセンス
単価を上げるのは不可能だと思っ
ていましたが、3つほど記事のネタ
を思いつきました。
必読です。♂
https://t.co/IAGbCX2rXN

「1日100PVあればブログ上位10%」

それは素晴らしいですね。
現在一日だいたい200pvは下回ら
ない感じです。

雑記的に書いて一番ヒットしたカテ
ゴリーを深掘りしていく。
現在この方法でブログを継続して
いるのですが、最近は…
https://t.co/62EUruEwy7
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ソリンド@テニスブロガー

@thor_ind

photo

1

3

Not available

推定インプレッション

29K～120K

テニスファン向けに質を重視した
記事を書いています。テニスを続
けるブロガーですが、友達に勧め
られないものはおすすめしないこ
とにしています。Twitterではブロ
ガー向けの情報発信と、テニス記
事の更新報告をしています フォ
ローするとブログ運営のヒントとテ
ニス記事更新情報を見逃しませ
ん。実体験をコンテンツ化。
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

351 345
月間獲得RT 月間獲得いいね！

94 1801
全ツイート数 リプライ数

1445 1136
ツイート数（引用RT含） RT数

256 53

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月24日 19時5分 ツイート日時 2月6日 21時13分 ツイート日時 2月28日 16時40分

リツイート 19 リツイート 10 リツイート

いいね！ 120 いいね！ 25 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

「泣くのは悪いことじゃない。」

なんて優しいことば。

男の子も
女の子も
どちらでもない子も

泣きたいときは泣けばいい。

感情を表に出すことは
ぜんぜん悪いことじゃない

湧き出たものを
そのまま受け止められると
器はど…
https://t.co/1gcsDjnJDx

フォロワー99人なんだけど、誰か
フォローしてくんないかな…100%
フォロバしまーす！

ついでにリツイートなどしていただ
けると真摯に喜びます♂

自己探求が趣味のわたし。

今改めて
先日オススメされた

松原さんのコラムを読んでる

めちゃくちゃ面白い

ちなみに、
ストレングスファインダーは

1 最上志向
2 ポジティブ
3 内省
4 運命志向
5 活発性

で… https://t.co/IGA6VrsuVc

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

うみ人生の休暇中

@official_umi423

photo

5

15

Not available

推定インプレッション

170K～660K

趣味自己探求！毎瞬の心の声を
体現し遊ぶように暮らす♂2019年
かな～り高待遇だった外資系企業
を退職 ｜純度の高い自分を目指
し引きこもり中｜「メモの魔力」
1000問ノック｜まらしぃ・漫画・アニ
メ・スピ、ファンタジー好き｜魅力ラ
ボ2期箕輪編集室
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

291 209
月間獲得RT 月間獲得いいね！

105 751
全ツイート数 リプライ数

412 115
ツイート数（引用RT含） RT数

224 73

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月8日 15時2分 ツイート日時 2月22日 16時34分 ツイート日時 2月3日 11時16分

リツイート 17 リツイート 9 リツイート

いいね！ 35 いいね！ 27 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

海外はなりたい職業のために大学
に入り直して勉強して転職するの
が一般的

一方で日本は『新卒』という無敵の
ブランドでどこにでも入れるけど、
一度手放すと他の職業を選ぶ際
は常に既卒・未経験者という烙印
を押され不利になる

やっぱ新卒一…
https://t.co/r4ePMJfBxx

これ、めちゃくちゃスゴいことゆうて
ますよ？

みなさんこのスゴさ気づいてます
か？

36協定結んでいないと言うことは
労働基準法デフォルトで週40時間
オーバーしたら即アウトってことで
すよ！

いや、でも逆の意味でブラック企
業は締結し…
https://t.co/EtfybdlvDM

コミュ力の有無は役職に応じて最
低限あればいいんだけど、性格悪
いのは本当にいただけない。

他者を批判しかしない、人を下に
見ている、他人を理解しようとしな
い人はダメです。
https://t.co/0Df5xdzada
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てぃ～たくましいぼっち

@around30monolog

photo

7

14

Not available

推定インプレッション

54K～210K

ふつうの人だけど仕事効率化・生
産性向上でビジネスの波を渡って
きた人｜定時に帰る人｜コミュ障・
内向型だけど年収700万+ブログ
70万｜生産性向上などのビジネス
や暮らしを豊かにする仕事術をつ
ぶやいてます｜ソフトウェアエンジ
ニア｜京都｜2児のパパ｜35年住
宅ローン｜夢は家族で地中海ク
ルーズ！
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

219 312
月間獲得RT 月間獲得いいね！

48 352
全ツイート数 リプライ数

345 220
ツイート数（引用RT含） RT数

83 42

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月23日 12時42分 ツイート日時 2月20日 19時46分 ツイート日時 2月4日 12時44分

リツイート 15 リツイート 5 リツイート

いいね！ 81 いいね！ 29 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

【しんはこんな人と繋がりたい】
○マーケティングに携わってる人
○夢を持って楽しんでる人
○フリーランス・個人としてスキル
を磨いている方
○youtuber
○ツイ廃大魔神さん
○ハシゴ酒大好きな人

こんな方々フォ…
https://t.co/ZyVSkuqKdN

プロ奢られさんのポジショニングと
マーケティング戦略が絶妙すぎて
ツボ

ただ奢られるだけで、奢った人が
言わなくても自分のこと勝手に広
めてくれる最強の口コミシステム

先日葉月さん(@leafmoon0219)とた
きせさん(@puzzlepocket)主催の
ショーイベントで歌わせていただき
ました！

催眠術もかけていただいたのです
が、こんなに面白く楽しいものだと
は思いませんでした…
https://t.co/q4nGAyOg9c
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年商1億マーケターしん

@shin_5519

photo

4

4

Not available

推定インプレッション

62K～250K

３事業CEO/元
https://t.co/aZbXKMi1TNマーケ
ター→フリーランスになり破産寸
前→起業して新サービス初年度で
年商１億達成/会社員でもフリーラ
ンスでもマーケティングを駆使す
れば最短で結果を出せる/元同僚
の@takachiiiiii3とも新規事業展開
中
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

132 191
月間獲得RT 月間獲得いいね！

23 1130
全ツイート数 リプライ数

497 290
ツイート数（引用RT含） RT数

146 61

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月9日 18時13分 ツイート日時 2月1日 13時55分 ツイート日時 2月22日 16時1分

リツイート 3 リツイート 3 リツイート

いいね！ 6 いいね！ 29 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

ちょっと真面目に #ビブリオセラ
ピー について勉強しようかと。
日本の学会（無料）には入ったの
だけど、そもそもUK主流だから本
当は留学して勉強したいくらいな
のだ。（奨学金返済中なので♀）

日本で本格的にビブリオセラピー
を… https://t.co/jfVjxX3rVH

うみこさん@yamaumiko35に作って
もらったの
うみこさんにお任せと言いながら
注文の多い客だったんだけど
とても丁寧なヒアリングと仕事ス
ピードの速さ。うまく言えないけど、
想像以上の満足感
うみこさん、ありがとう…
https://t.co/C0AESWx0vw

禿吉さん @prohageitar  にお褒め
に預かったため、ありがたく便乗し
て(調子に乗って) RTしてしまう
ぞ！

#ワンオク の世界をどうぞ
https://t.co/kJ9VWXNH2h
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読書屋にゃんちー

@22_nyannchii

photo

2

13

Not available

推定インプレッション

57K～230K

near2図書館（にゃーにゃとしょか
ん）の館長です。iconはうみこさん
@yamaumiko35図書館(現blog)で
は出さない、一個人として普段の
独り言と私の脳みそのこと(ADHD
とASD)。2019.3月独立スペック：本
(読書)・美術・物書き・簿記2級・人
事労務・カラーコーディネーター3
級・ピアノ
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

95 186
月間獲得RT 月間獲得いいね！

62 374
全ツイート数 リプライ数

1122 934
ツイート数（引用RT含） RT数

178 10

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月13日 18時46分 ツイート日時 2月16日 0時13分 ツイート日時 2月15日 0時29分

リツイート 4 リツイート 3 リツイート

いいね！ 28 いいね！ 9 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

お掃除事業について、はかせと打
ち合わせしてきました( ω )！

な、な、なんと！
＼お掃除事業スポンサー／
をして頂くことになりました
…！！！

突然のことでテンパりまくりました
が、ボクらしく頑張っていこうと思
います！…
https://t.co/upbnV5LmA7

【2/15 Twitterログ】
https://t.co/e302FXt2e2

フォロワーさん
┗181人→185人

ツイート数
┗30
┗28

未だにかむろさん@kamuro319に
よる、かむろ砲でフォロワーさん増
加が…
https://t.co/f6QAM8WMa5

【お掃除について】

▼基本2時間（1時間は要相談）
1時間：2200円+交通費
2時間：4000円+交通費

▼内容
部屋の片付け、水回りの掃除、洗
濯など
※掃除して欲しい箇所を事前にご
指定頂けると当日お掃除に取り掛
かりやす…
https://t.co/TFMpTynXX3
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ふのくんお掃除するヒト

@FNKN23

photo

3

7

Not available

推定インプレッション

95K～380K

お掃除するのが好きで公言したら
お掃除するヒトに｜ 複業：ライター
×フリーター｜お嬢と二人暮らし
｜ @FNKN23WORD｜お掃除事業
スポンサー様：@trnz
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

316 221
月間獲得RT 月間獲得いいね！

117 644
全ツイート数 リプライ数

696 465
ツイート数（引用RT含） RT数

158 73

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月17日 11時20分 ツイート日時 2月23日 20時46分 ツイート日時 2月23日 17時29分

リツイート 19 リツイート 16 リツイート

いいね！ 75 いいね！ 29 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

超優秀で
働く意欲も  能力も申し分ない
こういう人材を子どもが小さいとい
うだけの理由で働けなくして
その一方で人手が足りないから海
外に頼り、
しかも来てくれた人達もあり得ない
低賃金や劣悪条件で働かせて

働きたい人が当たり前に働…
https://t.co/Guo2sPbOQN

子育てでキャリア中断した人間に
は
染みる。

元ツイの前段は、↓

珍しく上沼恵美子が弱音を吐い
て、主婦で母親になったけど、芸
人として中途半端な自分が悔しい
と言った。直美はそれに答えて、
https://t.co/0E3J9wpiBR

ふふふ
ちょなさん  @tuiteru49_chona に↓
作ってもらいました！出来立てホ
ヤホヤです
ちょなさんはお仕事早いし、
細かいオーダーにも応えて頂け
て、
もう感謝しかない！

ちなみにおじさまの鼻血…
https://t.co/EpaTvWBnsu
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ドSマダム@挑戦と失敗を味わう「普通」と「過去」はどうでもいい

@ATS_madame

photo

12

71

Not available

推定インプレッション

78K～310K

正社員じゃないけど上から物言う
50過ぎ元専業主婦←契約社員3
年弱←派遣1.5ヶ月← 4半世紀無
職←バブル期メガバンク総合職自
慢はポケモン映画全部映画館で
観てることこれでも生粋の京都人
師匠はキリンさん@kirin58722584
アイコンとヘッダーはちょなさん
@tuiteru_49chona
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

164 179
月間獲得RT 月間獲得いいね！

120 1143
全ツイート数 リプライ数

835 342
ツイート数（引用RT含） RT数

394 99

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月11日 21時5分 ツイート日時 2月4日 21時23分 ツイート日時 2月5日 20時35分

リツイート 11 リツイート 7 リツイート

いいね！ 39 いいね！ 17 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

間違って（うっかり）途中で企画を
終了させてしまいましたこんな私で
すが、これも何か意味があるは
ず！と思い、企画を立て直しまし
た！
企画内容は同じですが、お礼を少
し変えました！ご支援よろしくお願
いします！！…
https://t.co/U86sFjEDll

はじめてのポルカ
【ただ今LCC飛行機1名片道分＋
赤福1人分集まりました！感謝！】
ただ今255ウォッチ
12名のステキな方々からご支援い
ただいております！本当に本当に
ありがとうございます！
おかげさまで9%まで達成する…
https://t.co/m38Pgm74gg

【只今一人片道バス→LCC飛行機
→バス代集まっています】延べ16
名ご支援＊296ウォッチ。
娘と旅行に行きたいです
お願いします

#ポルカ #ポルカおじさん #感謝 #
おかげさま

https://t.co/TESVKG74YA #polca
@polca_jp より
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mi-miki＊ほわっと余白をお届け＊

@mimiki3

photo

5

11

Not available

推定インプレッション

76K～310K

＊＊＊余白と五感で優しい時間で
溢れますように＊＊＊1人でも多く
幸せな人が増えますように当たり
前のことを一生懸命 不器用に前
進するシングルママ。娘１６歳。趣
味 #旅行（高知が好き） #読書 #写
真 #言葉紡ぎ #絵。#西野亮廣オ
ンラインサロン メンバー #メモの魔
力 #前田裕二 （ファン）#大嶋啓介
（感謝）
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

1353 359
月間獲得RT 月間獲得いいね！

41 254
全ツイート数 リプライ数

210 60
ツイート数（引用RT含） RT数

94 56

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月28日 9時44分 ツイート日時 2月28日 9時3分 ツイート日時 2月25日 13時23分

リツイート 12 リツイート 4 リツイート

いいね！ 20 いいね！ 10 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

ネットで名前をさらす行為はしたく
ないです

しかし自分にも我慢できないもの
があります

私の大切にしている
「看護師の笑顔が患者の笑顔を創
り、患者の笑顔が家族の笑顔を創
る」
看護師の笑顔と夢を壊した人は許
せないです

福岡大学出身…
https://t.co/evQS37AKDs

新卒看護師の皆さんへ

経営者が看護師を守ってくれない
ことが判明した

医師の当直レイプ
災害医療センター

内定辞退するならば今が機会で
す

また退職希望者の方々も再就職し
やすいこのタイミングがオススメで
す

#災害医療センター…
https://t.co/noEK0jN42O

錦糸町駅の丸井で発見
こんな標識はじめてみました！
在宅に良い環境になってきている
んですね

#錦糸町 #車椅子 #電動車椅子 #
充電器 #丸井 #コンセント #医療 #
ヘルスケア #福祉 #看護 #訪問看
護 https://t.co/rnA5oZaiVX
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感護師つぼ

@cango_shi

photo

2

3

Not available

推定インプレッション

49K～200K

感護師著書【看護管理者のため
のコーチングガイド/医歯薬出版】
慶大看護卒→2年働く→米国MBA
→(略)→訪問看護、医療機関設立
&現場&経営社団法人医療振興会
理事社団法人IoMT学会評議員未
来の医療のため相談受付中#未
来看護 #未来医療 の人
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

242 161
月間獲得RT 月間獲得いいね！

20 252
全ツイート数 リプライ数

369 149
ツイート数（引用RT含） RT数

187 33

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月20日 14時0分 ツイート日時 2月11日 19時5分 ツイート日時 2月21日 11時13分

リツイート 3 リツイート 2 リツイート

いいね！ 2 いいね！ 9 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

「一人ひとりが小さなメディア」
メディアに露出することがどういう
ことかを考えないといけない

ユーザーとしての自分を忘れな
い。ホットリンク飯髙氏が語る、
SNS時代の企業が顧客と向き合う
ために必要な視点
https://t.co/9LVkPaMyAI #XD
@u_expdさんから

ユーザーの反応は何に関しても同
様のことが言える

受け取るタイミングを完璧に計算
しても、ユーザー側で少しでもイレ
ギュラーなマイナス要素があれば

苦痛だったり嫌に感じられることが
ある

解決するには対話し続けるしかな
い
悪いイメー…
https://t.co/BWBo67FZFT

それぞれで難しい話ではあります
が、

素直に感謝が出来る気持ちはとて
も見習いたいし

しょーじさん、すごいなぁと思う。
https://t.co/m8UbMagUQs
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まさと@悩みを一緒に解決するデジタルマーケター

@masato80085667

photo

1

1

Not available

推定インプレッション

42K～170K

現在はスポーツ業界メインのデジ
タルマーケター│飲食デジタルコ
ンサル→広告代理店を経験│企
業様のメルマガコンサルにて売上
1.7倍(80万⇒140万)を1日で実現
│現在デジタル戦略の設計参画
→実績を積み上げ中│マーケティ
ング中心に問題解決の糸口にな
る事を発信します│マーケで悩ん
だらリプ・DMして一緒に悩んで解
決です
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

89 161
月間獲得RT 月間獲得いいね！

95 1398
全ツイート数 リプライ数

901 269
ツイート数（引用RT含） RT数

599 33

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月27日 22時23分 ツイート日時 2月18日 18時22分 ツイート日時 2月18日 13時32分

リツイート 3 リツイート 3 リツイート

いいね！ 10 いいね！ 6 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

そういう意味では会社という組織
で守られてる点で失敗しても大丈
夫な部分もあるな。

私は会社に一億の損失を出してし
まったけど、先輩達のフォローも
あって「次は頑張ろうな」って励ま
された。

失敗しないと気づけないことも多
いから、会社員…
https://t.co/9LBchAtiei

交流方法勉強になる！！
やっぱり出来る男の人は違う笑
https://t.co/mYmKwtxEzl

今までは「有益な情報をツイートし
なくちゃ」と思ってなかなかツイート
できなかったけど、

まずは圧倒的量！そしてできたら
絡んでいきたい！！

その中で何か得るものがある
なぁって思ってもらったら幸せ

フォロワーさんとは交流していっぱ
… https://t.co/XmnwIiwzgC
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つきみ鬱と共にフリーランス

@saiou227

photo

3

7

Not available

推定インプレッション

75K～300K

現SEの30代フリーランス準備中執
筆家/同じ病気で落ち込む人に届
くような小説シナリオ書いてるうつ
病だけど前向きに生きる生きざま
とノウハウ、社会人SEとして学ん
だ仕事術等を発信なんちゃってT
大大学院→社畜→うつ病→双極
性Ⅱ型→２度の休職を体験/執筆
関連のお仕事も募集
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

186 164
月間獲得RT 月間獲得いいね！

87 437
全ツイート数 リプライ数

769 290
ツイート数（引用RT含） RT数

234 245

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月15日 19時58分 ツイート日時 2月16日 8時13分 ツイート日時 2月15日 12時34分

リツイート 4 リツイート 3 リツイート

いいね！ 7 いいね！ 3 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

遂に！かむろこうたの全てを大公
開！｜かむろこうた酸素カプセル
の人 @kamuro319｜note（ノート）
https://t.co/Fi1nqMTg5Q

読みました。
こうたさんの魅力が十分に伝わり
ました！
「僕は半径5メ…
https://t.co/DKqdEZxBpp

Luxy代表さとうさん@Luxy_hiro が
言っていた陽口とても良い事だと
思います！
陽口もしつつ、本人にも直接の褒
める！これをしていけば、職場で
も家庭でも学校でも保育園でも人
間関係が良くなるでしょうね！

叱るより褒めるを上手…
https://t.co/mdKT866E98

チャンスって、何かを頑張っている
人じゃないと気付きにくいものです
よね

何かにチャレンジしてると視野も広
がって、色んなことに興味を持つと
チャンスに気づくと思います

周りの環境を自分で変える力がな
いとチャンスは、つかめないんで
しょ… https://t.co/EvXTyiFOUo
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みっちsnsLV1.0@レベル中

@childminder7

photo

3

5

Not available

推定インプレッション

69K～270K

大学で発達心理学を学び保育士
になり11年→子育ての知識はある
が snsやネットビジネスの知識を
はLV.1 snsの魅力に触れて、これ
からsnsのレベルをしていく者です
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

139 172
月間獲得RT 月間獲得いいね！

72 381
全ツイート数 リプライ数

357 221
ツイート数（引用RT含） RT数

125 11

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月13日 11時28分 ツイート日時 2月18日 12時35分 ツイート日時 2月7日 11時6分

リツイート 8 リツイート 5 リツイート

いいね！ 17 いいね！ 10 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

これは、まさに私が求めていた優
良セックス記事…！！

『ゴルフでたまたま好条件が揃っ
たときにうっかりホールインワンし
ちゃうかも』
これ頭に叩き込んでwww

もう二度とこんな女の本音は聞け
ないわよ
自信がある子も無い子も、一度読
… https://t.co/99qFGlhaDA

【優しすぎるから童貞説】

非童貞は「女の子に選ばれて
る」？
そうとは限らないわよ。
「女の子に選ばれてない」のに非
童貞な人も多いの…！

それは、
「断らせない」「否定する」
ことも罪悪感なく出来る人。

相手を尊重してくれる優…
https://t.co/spTsjBDXkl

言われちゃったな～…w

正直、誠実が必ずしも報われない
現実はバラさないでほしかったw

もちろん女性のタイプにもよるし
番組の演出もあるんだけど

「だらだらLINEで仲を深める」
「意味の無いデートを繰り返す」
こんな偽りの誠…
https://t.co/V4YjRauEwE
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まりあ@童貞くんを優しく叱るおねえさん

@boy_mag_maria

photo

5

14

Not available

推定インプレッション

43K～170K

「童貞卒業したから一人前」？そん
なのクソくらえよね。「本当はめ
ちゃくちゃ愛されたい」？「だけどど
うせ一生独り」？そのメンタル、私
が優しく叱ってあげる！童貞以外
のみんなも、悶々とした想いどん
どん吐き出してね。M男くん大歓迎
《童貞を救うWEBメディアBoy.
@boy_magazine - 恋愛担当ライ
ターまりあ》
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

111 140
月間獲得RT 月間獲得いいね！

43 1014
全ツイート数 リプライ数

1343 998
ツイート数（引用RT含） RT数

292 53

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月26日 10時9分 ツイート日時 2月25日 13時24分 ツイート日時 2月21日 2時53分

リツイート 6 リツイート 3 リツイート

いいね！ 25 いいね！ 10 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

ブラックなとこは漏れなく属人性が
高い*･.｡ちゃんとしてるとこはノウ
ハウがあってシステムが確立され
ているし良い意味で誰でもできる
仕組みが構築されてる☆。.:＊・゜
https://t.co/emYaa3MMQc

あのねあのね☆。.:＊・゜

他人の言動を説明することこそ全
ての憎しみと争いの火種だよ☆。.:
＊・゜

いい子のみんなは忘れちゃダメめ
ろ～☆。.:＊・゜

えーーー絶対に違う...グローバル
スタンダードなんて知らない*･.｡目
の前の人を大事にできないくせに
スタンダードもなにもなくな
い？？？白黒はっきりさせるコミュ
ニケーションなんて誰も救わない
し、求められるのは語り口に見え
隠れする本当の想いを汲み取るこ
とでしょう？
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☆。.:＊*ゆるめろ.+*＊:. ｡☆

@yurumero_chan

photo

3

10

Not available

推定インプレッション

89K～350K

疲れたあなたに元気をあげる～
☆。.:＊・゜ゆるっとめろっと*°☆ゆ
るめろchanめろ☆。.:＊・゜めろは魔
法のことばめろ～☆。.:＊・゜
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

323 133
月間獲得RT 月間獲得いいね！

32 211
全ツイート数 リプライ数

101 42
ツイート数（引用RT含） RT数

51 8

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月26日 20時28分 ツイート日時 2月12日 16時34分 ツイート日時 2月12日 5時59分

リツイート 4 リツイート 4 リツイート

いいね！ 4 いいね！ 8 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

ゴールドジム宝塚兵庫店でプロテ
インの試飲会

しかも、3月には店舗オリジナルの
プロテインも販売するらしく
宝塚兵庫店にはプロテインをこよ
なく愛するトレーナーがいるらしい

#こちらゴールドジム仁
#FM宝塚

宝塚兵庫｜宝塚…
https://t.co/3z8EWvXxOl

『こちらゴールドジム仁 3回目』

今日のゲストは
6月にコンテストを控えている
畑田さん。

肩のデカさと逆三角形具合。
そして、お尻のプリーっんがすご
かった。

ゴールドジムのタンクトップ欲しい
…。

#ゴールドジム宝塚
https://t.co/rI5jiOKr99

2018年の地球の暑さは史上4番目
の暑さだったらしい。

2019年の目標は史上1番目の暑さ
にすること。

FM宝塚より
爆弾温暖放送をお送りしますので
タンクトップのご準備をお願いしま
す

… https://t.co/lrJVe1wo6O
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荒木 仁

@angolmoa_jin

photo

3

5

Not available

推定インプレッション

16K～65K

【ラジオDJ&MC】 ◎箕面FM(サタ
デーワイドフィーバー) ◎FM宝塚
(たからづか8丁目35番地火曜) 担
当。 ◆空手学生チャンピオン ◆
ママチャリ愛好家 ◆ボルダリング
大会MC ◆ゲレンデDJ ◆パラス
ポーツ 勉強中
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

559 136
月間獲得RT 月間獲得いいね！

41 238
全ツイート数 リプライ数

282 83
ツイート数（引用RT含） RT数

171 28

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月25日 8時42分 ツイート日時 2月28日 14時40分 ツイート日時 2月26日 22時7分

リツイート 3 リツイート 2 リツイート

いいね！ 16 いいね！ 5 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

同じ現場にいても「当事者」と「傍
観者」では得られる経験がまったく
違う。

転職時、「当事者」も「傍観者」も履
歴書に同じ経験を書けても、仕事
を行うときに大きな差が出る。

「当事者」は任務完遂のアイデア
や人脈を持っているが、「傍観者
… https://t.co/ip28eAD4a0

取引先をパートナーとしてみてくれ
るか、業者としてみているかで成
果に大きな差が出ます。

パートナーとして見てくれれば、踏
み込んだ提案もできるし、中長期
的な提案も可能になる。

そして、業者扱いするクライアント
の多くは決め手は価格と…
https://t.co/cGmeKvxPf0

昨今、リクルーターといわれる採用
専門の方を目にする機会が増えま
したが、2008年頃にこの職種は
あったのだろうか。

人事と採用は現代において、徐々
に求められる能力が異なり出して
いるように見えてしまう。
https://t.co/GZbolUQ84c
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山田ムスカ頑張るメガネ

@yamada_musuka

photo

2

6

Not available

推定インプレッション

32K～130K

求人業界10年越え。派遣社員→
部長へ下克上キャリア。 頑張りた
い方、業務範囲が曖昧だけど踏ん
張る人とつながりたい！業務範囲
が決まってない部署で仕事を創る
のが得意。（昇進ハック、業務効率
化、転職、ビジネス考察）
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

106 137
月間獲得RT 月間獲得いいね！

25 509
全ツイート数 リプライ数

426 91
ツイート数（引用RT含） RT数

270 65

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月27日 11時40分 ツイート日時 2月19日 8時22分 ツイート日時 2月18日 11時40分

リツイート 3 リツイート 2 リツイート

いいね！ 10 いいね！ 8 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

転入届完了したものの、クレジット
やら運転免許やらの住所手続き
が必要なのがかなり面倒...マイナ
ンバー制度始めたなら全部一括
変更できるようにしてくれればいい
のに！

そしてこの工程が面倒くさいと思う
あたり、カード類をもっと断捨離で
き… https://t.co/5GpKShTvUi

そういえばたしかに。
ミニマリストになってから物を探す
ことはなくなりましたね～
忘れ物が多い私も、忘れ物が減っ
たし
「忘れ物をしている」という事実に
家に出る直前には気づくように
なった

#ミニマリスト
https://t.co/q5Gvh2azDQ

▽Instagram
https://t.co/qCbiVY7ypt

▼Blog
https://t.co/685Ep7425u

▽Radio
https://t.co/5GJZ8qglv5

▼Question
https://t.co/57ZQVg67VH
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はる3月はニートブロガー

@haru_minimalist

photo

2

2

Not available

推定インプレッション

42K～170K

2019年3月は人生を変える一ヶ月
にする/ブログで稼いでイントラの
資格取るのが目標/ミニマリスト2
年目学生だってミニマリストになれ
ます/アイコンはオカダさん
(@okada_o18)アレンジ
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

290 157
月間獲得RT 月間獲得いいね！

15 156
全ツイート数 リプライ数

189 53
ツイート数（引用RT含） RT数

117 19

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月11日 18時43分 ツイート日時 2月3日 15時27分 ツイート日時 2月26日 19時11分

リツイート 8 リツイート 2 リツイート

いいね！ 14 いいね！ 4 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

イジりは信頼関係が前提
『相手の気持ちを考える』という基
本的な事を忘れてはいけないです
ね

#イジメバラエティが嫌い

シンプルにかっこいいなぁ
https://t.co/X0sxofDvFz

確かに見切り発車が自分に一番
合っている
https://t.co/MxzfWL4a0j
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情熱和幸しるし書店

@iQ1ety8MEq9eXB5

photo

1

5

Not available

推定インプレッション

27K～110K

Twitterで本の内容を紹介情熱本
屋何万冊ある中から厳選した熱い
本を紹介 DMで、『本を好きになり
ました』や『日常で使える』などの
声が多数皆様が行動できるきっか
けの言葉を届けるぜbaby！しるし
書店やってます
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

159 152
月間獲得RT 月間獲得いいね！

119 603
全ツイート数 リプライ数

607 307
ツイート数（引用RT含） RT数

228 72

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月21日 21時32分 ツイート日時 2月22日 16時55分 ツイート日時 2月27日 23時24分

リツイート 8 リツイート 4 リツイート

いいね！ 15 いいね！ 15 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

【ポパイ@励(ハゲ)マスター
1st プロジェクト！】

2018年10月からTwitterを始めた
励(ハゲ)マスター！
本格的始動は年末から。

みなさまのおかげで、フォロワーさ
んが100人を突破！
今日から1ヶ月後の3/21ま…
https://t.co/Mm8SGZyein

【仕事でトラブルがあった時】

トラブルの原因である、人やシス
テムに「イライラ」していないか？

やめておこう。生産性が落ちるだ
けだ。なったことは仕方がない。過
去を見るな。

「ワクワク」するんだ。こういう時こ
そ真価が問われる。あ…
https://t.co/Rpo2wHcivn

あなたのまわりには、あなたのた
めに厳しい言葉をかけてくれる人
はいるか

いるなら、何がなんでもその人を離
しちゃダメだ

その人は、あなたにどう思われる
かより、あなたのことを誰よりも大
切にしてくれている

厳しい言葉の中に愛情を見つける
んだ
必ずあるから
#成長 #メンタル
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ポパイ@励(ハゲ)マスター

@souomottara

photo

3

4

Not available

推定インプレッション

56K～220K

禁酒禁煙ダイエットに成功！/#キ
リン会！ 自身の体験にもとづいた
ブログで、人生を変える 方法を発
信！/ 人生って、自分が 『そう
思ったらそう』 なる！/ハゲマス
ター＝「励ます」＋「マスター」！/
励ましツイート時々、お笑い・筋ト
レ・家族   フォーエバーおっぱいラ
ブ
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

405 97
月間獲得RT 月間獲得いいね！

10 160
全ツイート数 リプライ数

153 21
ツイート数（引用RT含） RT数

124 8

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月22日 0時23分 ツイート日時 2月14日 18時6分 ツイート日時 2月21日 21時43分

リツイート 2 リツイート 2 リツイート

いいね！ 7 いいね！ 3 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

「薩摩の教え」-人材評価の５段階
の価値基準-って知ってる？

一、何かに挑戦し、成功した者
二、何かに挑戦し、失敗した者
三、自ら挑戦しなかったが、挑戦し
た人の手助けをした者
四、何もしなかった者
五、何もせず批判だけしている者
… https://t.co/ZmOJHmWyOd

同感。コンサル費をただのスポット
の人件費にしてしまうか、自社メン
バーへの実地研修も兼ねた教育
投資にまで思考を発展できるかど
うかは、依頼主としてすごく大事な
視点 https://t.co/tB6c8n4PSk

支援先のスタートアップの営業同
行で、久々にガチの営業現場に
行ってみた。本日。先方と仲良くな
るスキルはすげーなと思ったが、
仲良くなる＝買ってくれるじゃな
いってことに気づいてくれるといい
なと思った。聞くべきことを聞いて、
先方の意思決定にコミットさせる会
話が一番大事。
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佐藤寿洋/プロ新規事業家/B2Bマーケター

@ToshihiroSato4

photo

1

4

Not available

推定インプレッション

17K～70K

Totti Project代表/楽天、リクルー
ト、インテリジェンス、他複数のス
タートアップで10件以上の新規事
業を立上げ/現在3社のスタート
アップに所属/副業&パラレルワー
カー/元高専/元APU/元インテリ
ジェンス/元リクルート/元楽天/元
デロイトトーマツ(DTVS)/ベン
チャー5社経験/COO歴あり/エン
ジェル投資家
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

166 87
月間獲得RT 月間獲得いいね！

15 82
全ツイート数 リプライ数

242 30
ツイート数（引用RT含） RT数

127 85

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月11日 13時59分 ツイート日時 2月2日 22時34分 ツイート日時 2月28日 16時18分

リツイート 2 リツイート 2 リツイート

いいね！ 3 いいね！ 4 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

Twitter内で流れてて気になってた
雑誌
『 #SPA！』
本屋さん最後の一冊で購入できま
した。
(読み込まれた形跡あります( ´△
｀))

#発達障害グレーゾーン が気に
なってた購入です。
https://t.co/AgIAcPd7Mu

いわゆる「イボ」を治すために、仕
事を2ヶ月お休みします。
化粧も出来ない状態で人前に出
れない理由もある。
この間にメンタル面でもゆっくりで
きたらいいな。

問題は生活面。
単発やネットで仕事探してみない
と。
情報あったら教えてくだ…
https://t.co/HwOmkXAqHF

以前言っていた、書類は届きまし
た。
届きましたが…。
終わらないです。
#note #労働基準監督署 #労基
労働基準監督署へ行こう！(～書
類編～)
｜縁｜note（ノート）
https://t.co/OWDP263pc2
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縁

@thanks_en

photo

1

0

Not available

推定インプレッション

22K～87K

20代の時に波瀾万丈な人生を
送ってきた30代。経験を元にアウ
トプット。言葉が辛口になっちゃう
かも。本音だーよ。●2018/12/18
ｽﾀｰﾄ私が知っている情報や経験
談。『note』(ID: en_thanks )●
2019/02/20ｽﾀｰﾄブログ開設！
『むすび』
(https://t.co/1DtX0jBwXK)
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

1261 157
月間獲得RT 月間獲得いいね！

9 98
全ツイート数 リプライ数

318 182
ツイート数（引用RT含） RT数

136 0

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月22日 7時39分 ツイート日時 2月18日 12時27分 ツイート日時 2月18日 17時33分

リツイート 2 リツイート 2 リツイート

いいね！ 4 いいね！ 11 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

筋トレ中の事故！？メシウマ動画
（1:40秒～）筋トレ初心者がベンチ
プレスで事故るとこうなります。
#筋トレ #筋トレ初心者 #トレーニン
グ #training #ダイエット #diet #
フィットネス #fitness…
https://t.co/wli0YMZfKO

このメッセージを見ている皆さんの
おかげでフォロワーが10人になり
ました。ありがとうございます。
これからも筋トレ頑張りますので
カンガルノアシを応援よろしくお願
いします
#筋トレ #筋肉 #トレーニング
#training…
https://t.co/U5z6vJ2ohx

芸人のカンガルノアシってなんなん
#ってなんなん #カンガルノアシ
#YouTube #筋トレ
https://t.co/8aaQms7TJp
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Kangaroo_legs_japan

@BNGcPs7Gju7aFCT

photo

1

5

Not available

推定インプレッション

38K～150K

どうもカンガルノアシです。
YouTubeで活動しています。筋ト
レ、バイク、車、釣り動画はカンガ
ルTVで決まり
https://t.co/Q7G7BIEa0B
https://t.co/GNoUHQIwPC
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

15 53
月間獲得RT 月間獲得いいね！

41 220
全ツイート数 リプライ数

233 18
ツイート数（引用RT含） RT数

192 23

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月15日 8時16分 ツイート日時 2月22日 21時24分 ツイート日時 2月19日 9時1分

リツイート 4 リツイート 3 リツイート

いいね！ 16 いいね！ 8 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

マジレスすると俺様の彼女はAIと
触覚センサーが搭載されたリカ
ちゃん以外ありえない
https://t.co/KQsrxWoRLV

四次元ポケットとかいう異世界
チートしかできない自称猫ロボット
 #猫の日なのであなたを猫にして
みた https://t.co/fZvnbrVHzO

おいのび太。
彼女できないなら理想の3次元女
を作ってしまおうぜ！

この世界に実在しない人物のリア
ルな顔写真を簡単に生成できる
ウェブサイトが話題に！
#SmartNews #ウェブサイト
https://t.co/ixJtzsypqp
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理系ジャイアンbot

@GiantRikeiBot

photo

3

4

Not available

推定インプレッション

15K～62K

理系の大将。気に入らない奴は俺
のロケットにのせる 呟いてほしい
ことがあったらDMにくるよな？
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集計日 2019/3/1 集計期間 2019/2/1 2019/2/28

■プロフィール ■テクニカルデータ
フォロー数 フォロワー数

67 11
月間獲得RT 月間獲得いいね！

75 95
全ツイート数 リプライ数

408 18
ツイート数（引用RT含） RT数

122 268

■フォロワー数の推移

■TOPツイート

[1] [2] [3]

ツイート日時 2月22日 12時23分 ツイート日時 2月21日 13時40分 ツイート日時 2月27日 17時7分

リツイート 2 リツイート 2 リツイート

いいね！ 2 いいね！ 2 いいね！

推定インプレッション Not available 推定インプレッション Not available 推定インプレッション

軽やかで、志の高い数学者。プロ
ディュース能力もある類い稀な
人、
新井紀子さん。「AI  vs. 教科書が
読めない子供たち」を読めばわか
ります。 https://t.co/xLprd4pVsE

自分を磨くということ

「自分の中に眠る何かを引き出し
変容させていくこと」

それが、読書、スポーツ、仕事でも
良いが、それがひょっとしたら病気
かもしれない。

新たな視点、視座を得ることがで
きる。なんて人間って凄いものな
んだ。

#新しいプロフィール画像
https://t.co/T8FGCiTZn5

ツイッターマーケットレポート　　　　　　　　　　　　　PROGRAMMED BY @KEI31

センス・オブ・ワンダー

@michioisoftban1

photo

1

1

Not available

推定インプレッション

8.1K～32K

イノベーション・インスティテュート
代表          研究テーマ 「AI時代を
生き抜く根源的な力」「情と理」
「VTS   Visual Thinking Strategy 」
「AI 倫理・社会学」慶應義塾大学
(医科学修士)
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お問い合わせは @kei31 までお願いします． 


