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・著作権について 

本冊子並びに本冊子の表記は、著作権法で保護されている著作物です。 

本冊子の著作権は発行者にあります。 

本冊子の使用に関して、以下の点を十分ご留意ください。 

 

・使用承諾に関する契約 

本契約は、本冊子を持つ個人・法人（以下甲）と発行者（以下乙）との間での

契約です。 

本冊子を甲が受理し開封したことにより、以下の契約に同意したことになりま

す。 

 

第一条 本契約の目的 

乙が本冊子に含まれる情報を、本契約に基づき甲がしようする権利を承諾する

ものです。 

ただし、使用は非独占的なものに限られます。 

 

第二条 禁止事項 

本冊子に含まれる一切の情報は、著作権法によって保護されます。本冊

子に含まれる情報を、甲は乙の書面による事前許可なくして出版・講演活動お

よびメディア配信などによって一般公開することを禁じます。また、電子メデ

ィアによる配信等によって一般公開することを禁じています。特に当フ

ァイルを 第三者に渡すことは厳しく禁じます。甲は自らの所属する会社や

組織においてのみ、本冊子に含まれる情報を使用できるものとします。 

 

第三条 損害賠償 

甲が本契約の二条に反し、乙に損害が生じた場合には、乙は甲に対し違約金を

請求する権利を有するものとします。 

 

第四条 契約の解除 

甲が本契約に反したと乙が判断した場合は、乙は使用承諾に関する契約を解除

することができるものとします。 

 

第五条 免責事項 

本冊子に含まれる情報の使用責任の一切は甲にあり、この情報により甲に損害

が生じても、乙は一切の責任を問われません。 



【残念な Facebook利用法】 

-  – 

Copyright (C) 爆速起業家 ozzyiida  All Rights Reserved. 
2 

 

皆さん、初めまして！ 

爆速起業家 ozzyiida（オジーイイダ）です。 

Texas 州の Abilene という小さな町が心の故郷です。 

 

さて、今回は、Facebook でこれをやったら嫌われるという 

絶対にやってはいけない事を、いくつかまとめてみました。 

 

無料のツールで、なかなかリアルに会えない方とも 

切磋琢磨できる場があるので、有効に利用して 

あなたのビジネスにどんどん使っていきましょうね！ 

 

しかし、気を付けてくださいね！ 

これをやったら、反感を買ってしまう事【ダメ９】があるので、

くれぐれも気を付けてください。 

 

【ダメ９】とは？ 

「やったらダメな９パターン」です！ 
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【ダメ９】 

 

１． メッセンジャーを使った勧誘や電話 

２． プロフィール、名前や画像がおかしい 

３． グループへの無断加入 

４． 友達申請の後に何もしない 

５． タイムラインでの友達整理宣言 

６． 自慢、パクリ写真や自己啓発、挨拶だけ 

７． 自己愛の強すぎる人 

８． 自分の公式ＬＩＮＥ＠の宣伝ばかり 

９． 投稿で完結せず他のサイトに誘引 
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１．メッセンジャーを使った勧誘や電話 

 

Facebook で友達申請が来ているので承認すると、直ぐに 

メッセンジャーで、良く解らないビジネスの誘いが届き 

「興味ないです」、「ＮＧ」です等返答すると 

「どうして、こんな素晴らしいものが？」と逆切れされて

しまいます。知り合って間もない人から紹介されて、それ

はイイとすぐに飛びつく人がいるのでしょうか？ ワケが

解りませんね。（笑） 

電話機能で深夜に、会ったこともない方から着信が！ 

翌朝その方の名前を検索したら、悪名高い方でしたので 

やはりそういう人は手段も時間も気にしないのですね・・・ 
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２．プロフィールや名前、写真がおかしい 

 

やはり、プロフィールが残念な方は、人物も残念ですね。 

名前は本名が原則ですが、ビジネスネームでも構いません。 

しかし有名人の名前や、源氏名のような物はダメです。 

また、プロフィール画像は本人の物を使いましょう。アニ

メのキャラなどは論外ですが、自分以外の写真はダメです。 

・ペットや車の写真―＞かわいい子猫から誘われてもねぇ。 

・自分のＬＰ（ランディングページ）の画像 

ホームページのデザインをコンサルするサイトを訪問した

ら、お粗末で古臭いデザインで、これはもう爆笑でしたね。 

・顔半分―>写っている目つきも言動もダメダメでした。 

 

こんなプロフィール画像なら（似ていれば）良いですね！ 
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３．グループへの無断加入 

 

承諾なく、勝手にグループに入れられるのは嫌ですね。 

私は、何度もコミュニティに勝手に参加させられているの

で、定期的に不要なグループから抜けていますが、中でも

こんな方法で人集めして、しかも堂々とプロフィールに 

「参加メンバー０００人ものコミュニティを主催！」 

なんて書いてあって、卒倒しました（笑） 

そういう人は、投稿に対してもらうイイネが極端に少なく 

またフォロワーも少ないので、友達数が多くてもダメです。 

 

 
 

 

 

 

 



【残念な Facebook利用法】 

-  – 

Copyright (C) 爆速起業家 ozzyiida  All Rights Reserved. 
7 

 

４．友達申請後に何もしない 

 

友達申請し、承認してもらったら、感謝の言葉や、相手の

投稿に対するコメントを、その方のタイムライン等に必ず

書きましょう。 

これをしないで放置している人がかなり多いので、せっか

く友達の承認をしてもらっても意味がありませんから、積

極的にコミュニケーションをとっていきましょう。 
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５．タイムラインでの友達整理宣言 

 

Facebook のタイムライン投稿に、「友達が増え過ぎたので整

理します！」なんて書くのは愚の骨頂なので絶対ダメ！ 

こっそり整理すれば良いのです。 

こんな高飛車な宣言すると、「何様だ！」と怒りを買います。

実際この手の宣言をする残念な方は、無作為に自分から友

達申請しているのに、まったくこちらの投稿にも、コメン

トやいいね！をつけたりしないくせに突然に友達整理宣言

するので、 

「整理だと～？なにー！」って腹立ちますよね。 
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６． 自慢、パクリ写真や自己啓発、挨拶だけ 

 

写真は極力自分の物を使いましょう。どうしても適切な物

が無ければ、フリー画像を使いましょう。 

間違っても、他人の写真などを使わないように！ 

画像検索の精度が上がっているので、無断使用は過去に遡

って利用料金を請求される場合があります。またライセン

スされているキャラクターなどは、損害賠償も請求されま

すので、くれぐれもご注意ください。 

 

豪華な食事、高そうな服、高級車など、自慢と思われる投

稿ばかりでは嫌われます。 

ラブホをビバリーヒルズと偽るのも論外です（爆） 

 

https://www.ac-affiliate.com/link.php?i=583cfd366cf1f&m=5869e9e3dbc75
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自己啓発本の丸写しもウザイですね。ほとんどの方は学歴

に関係なく、その程度の本は読んでいますよ（笑） 

内容を紹介するなら、自分なりの考察や、それを実証した

際のエビデンスも一緒に投稿すれば、説得力もあるし、フ

ァンが増える魅力的な投稿になります。 

Facebook ではもっと人間的な魅力を出して欲しいですね。 

 

この残念なパターンにも関わらず、集客のプロとか自称し

ちゃっている人、申し訳ないですが笑いが止まりません。

（写真は私のライブラリ、文章はよくあるパターンです） 

 

 
 

 



【残念な Facebook利用法】 

-  – 

Copyright (C) 爆速起業家 ozzyiida  All Rights Reserved. 
11 

 

 

また、年配の方に多いですが、挨拶だけ、しかも毎日全く

同じものを、元の投稿内容と無関係にタイムラインに投稿

する方・・・通称挨拶おじさん((´∀｀*))ヶﾗヶﾗ 

何の目的かは存じませんが、ＳＰＡＭをまき散らしている

事に早く気がついて欲しいですね。 

私の場合、コメントされた時点で、以下の意味不明な画像

貼りますと、そのうち書き込みが無くなります。(笑) 
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７． 自己愛の強すぎる人 

 

ご自分の容姿に自信があるのか、「私きれいでしょう！」 

という、自己愛爆発の方の投稿も辛いですね・・・ 

女性も多いですが、上半身裸の男性も・・・（怖） 

レタッチソフトかアプリで肌の色を良くするとか、本物よ

り盛りに盛って、美形加工するのは涙ぐましいですね・・・ 
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８． 自分の公式ＬＩＮＥ＠の宣伝ばかり 

 

投稿の内容が良ければ、プロフィール見て、ＬＩＮＥ＠ 

公開していたら登録したくなりますよね？ 

投稿内容はどこかの画像のパクリで、内容は自己啓発本の

マインドセットばかりで、フッタに必ず長たらしい 

ＬＩＮＥ＠の公式ページの宣伝が・・・ 

こんな宣伝で登録してくれるのは、「情弱」だけなので 

集客だけなら達成できると思いますが、こんな広告で 

ホイホイ登録してくる人は、見込み客にはなりません！ 
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９． 投稿で完結せず他のサイトに誘引 

 

投稿内容で読者が知りたい内容を小出しにして 

ＬＩＮＥ＠に登録しないと読めないとか、詳細は blog で 

なんて書いてあっても、よほどコンテンツが良くなければ 

その先のサイトまで見てくれることはないので、極力 

１投稿で完結させましょう。 

また、Facebook の公式な仕様は公開されていませんが 

経験則では、投稿に外部リンクを貼ると、友達に拡散され

にくくなってしまうようです！ 

ですので、投稿中にリンクを貼るのは避けましょう。 

※裏ワザとしてコメント欄にリンクを貼るのは今のところ 

大丈夫です（経験済） 
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最後に 

 

 

私のレポート「残念な Facebook利用法」をお読みいただき 

本当にありがとうございました。 

 

最近特に、Facebook のタイムラインに、失礼な投稿を 

恐らく知らないでしてしまう人が、一気に増えたので 

このレポートを見て反省して頂ければ嬉しいです。 

 

また、このレポートが、あなたの反面教師として、また 

Facebook で新しい友達を見つけたり、知見を広げたり 

感情を共有して楽しく過ごしたいと思うあなたにとって 

少しでもお役に立てれば幸いです。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

残念な Facebook利用法 
ダメ男が、短期間で爆速起業家に変身できた、 

秘密の全貌をこっそりお教えします！ 

https://maroon-ex.jp/fx60382/1pUIIY 

 

爆速起業家 ozzyiida のプロフィール 
http://bizzozzyiida.seesaa.net/category/26484401-1.html 

 

Facebook 公式ホームページ 
https://www.facebook.com/ozzyiidabiz/ 

Facebook 個人アカウント 
https://www.facebook.com/ozzyiida 

 

お問い合わせ先 

sn9380@expa-cast.jp 

 

https://maroon-ex.jp/fx60382/1pUIIY
http://bizzozzyiida.seesaa.net/category/26484401-1.html
https://www.facebook.com/ozzyiidabiz/
https://www.facebook.com/ozzyiida
mailto:sn9380@expa-cast.jp

