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ご利用の前に
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ご利用全般にかかわる注意事項©株式会社マックニー 2021, all rights reserved

Chromeブラウザ専用（PC）

推奨使用スマホ端末 作業終了後にInstagramログアウト

FMMA(Follower Maker Manual Assist)のご利用は、
Android端末(OS9以上)を推奨します。
iPhoneでもご利用いただけますが、アクションブロックの発生リスクが
高くなります。またバックボタンが無いため、一部アプリの切り替えが必
要になります。iPhoneご利用は、自己責任でお願いします。
各種タブレットでの動作確認はしていません。こちらも自己責任でご
利用ください。

Instagramへの複数端末での同時ログインを避ける

FMMAのPCサービスはChromeブラウザ専用のサービスになります。
Chromeの拡張機能に専用ad-onを読み込んでのサービス提供と
なるためChrome以外のブラウザはサポートしていません。
Chromeブラウザをお持ちでない方は、ネットからダウンロードしてご利
用ください。

【ダウンロードサイト】
https://www.google.com/intl/ja_jp/chrome/

スマホ/PCともに作業を終えたら、Instagramのアカウントからログア
ウトするようにしてください。
⾧時間ログイン状態のまま作業を繰り返すと、アクションブロックを誘
発しやすくなる傾向があります。
作業を終えたらログアウトすることを心がけてください。
＊FMMAの機能とは関係ありません。Instagramの監視特性によ
るものだと思われます。

Instagramで作業を行う場合、スマホ/PCなど複数端末での同時
ログイン、同時作業は避けるようにしてください。
複数のメンバーで分担して異なる端末で作業を行う場合は、作業時
間を分けるなどして作業が重ならないよう運用してください。また、作
業終了時には、忘れずログアウトしましょう。
＊FMMAの機能とは関係ありません。Instagramの監視特性によ
るものだと思われます。

ご利用環境 運用上の注意点
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ご利用全般にかかわる注意事項©株式会社マックニー 2021, all rights reserved

専用メールアドレスをご用意ください

FMMA(Follower Maker Manual Assist)のご利用にあたり、
Instagramに登録されたメールアドレスとメールにアクセスするための
パスワードを開示頂きます。

特に、FMMAにお使いのInstagramアカウント情報を登録し、最初
にInstagramにログインする際には、Instagramから登録してある
メールアドレス宛にセキュリティーコードが送信され、そのコードを入力
する手続きが必要になるためで、この作業を行わないとFMMAを稼
働させることができません。

それ以外は、もっぱら不審なログインの通知やシステム的なアラートな
どがこのメールアカウントに送信されます。

一般業務に利用されているアカウントをInstagramに登録されてい
る場合は、弊社が貴社の業務情報を閲覧できることになってしまい
ます。この状態は好ましくないため、Instagram専用のメールアカウン
トを開設/設定され登録変更されることをお願いします。一般的に、
専用メールアカウントは”Gmail”で開設されることをお勧めしています。

Instagramへの登録メールアドレスと
パスワード情報の開示について
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PCオペレーション編
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準備:peony(add-onプログラム)のChrome拡張機能への追加

①
②

③

④

⑤

【手順】
①ダウンロードURLでChromeウェブストアにアクセス
②「Chromeに追加」ボタンをクリック
③ポップアップ画面で「拡張機能を追加」をクリック
④完了メッセージが表示されブラウザ右上にアイコンが追加
⑤アイコンをクリックするとadd-onのログイン画面表示
お知らせしたIDとパスワードでログインしてご利用ください

PC版FMMAはChromeブラウザのみでサポートされます。 Chromeをお使いでない場合は、PCにChromeダウンロードしてお使いください。
また、PC版FMMAを使うためには拡張プログラム(add-on)”peony”が必要です。
Chromeウェブストアからpeonyアプリを拡張機能に追加してご利用ください。peonyの追加手順は以下の通りです。
＊ウェブストアにはFMMAのwebの「拡張機能」リンクをクリックすることでアクセスできます。

©株式会社マックニー 2021, all rights reserved
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基本操作画面:ログイン～ダッシュボード
①ログイン画面
フォロワーメーカーMAのログイン画面で、発行されたユーザー名/パスワードでログ
インします。

②ユーザーTOP画面
フォロワーメーカーMAのユーザーTOP画面です。アカウントの現在の状態のダイ
ジェストが表示されています。

③ダッシュボード
ユーザーアカウントで管理するインスタグラムアカウントの詳細情報が表示されます。
フォロワー数、フォロー数、フォローバック数、オーガニックフォロワー数、離脱数、累
計フォロワー数、累計フォロー数などの情報が得られます。

また、上段にはフォロワーメーカーMAで管理するメニューが表示されています。
メニューは「ダッシュボード」「タグ」「フォロワー」「フォロー」「設定」の5項目で構成さ
れます。

①

②

③

©株式会社マックニー 2021, all rights reserved
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タグ画面
フォロワーメーカーMAで設定管理しているハッシュタグの一覧画面です。
ハッシュタグ名、カテゴリー、フォローバック率、稼働/非稼働、削除などの情報・機
能で構成されます。主要機能は以下になります。

【新規ハッシュタグ登録】
上段左にはハッシュタグの追加ボタンがあり、新規ハッシュタグの登録はこのボタン
から行います。

【カテゴリー選択】
上段中央のボックスは、ハッシュタグ登録時に指定したカテゴリーで表示ハッシュタ
グを絞り込むフィルターです。登録ハッシュタグが多くなると運用ハッシュタグの選択
に手間取りますが、このカテゴリーフィルターを使うことでカテゴリーを合理的に効率
的に選択することができます。

【ハッシュタグの稼働/非稼働指定スイッチ】
各ハッシュタグの右側にあるスライドスイッチで、ハッシュタグの稼働/非稼働を指定
できます。効率の悪いハッシュタグや暫く運用を休止したいハッシュタグなどを非稼
働にすることで、ハッシュタグ一覧では非表示となり、作業効率を向上させます。

【ハッシュタグ表示指定チェックボックス】
デフォルトで非稼働ハッシュタグはハッシュタグ一覧に表示されませんが、ハッシュタ
グ全体もしくはカテゴリー内全ハッシュタグを確認したい場合、このチェックボックスの
チェックを外すことで登録全ハッシュタグが一覧表示されます。

【削除ボタン】
不要になったハッシュタグは「✖」ボタンで削除できます。

基本操作画面:タグ©株式会社マックニー 2021, all rights reserved
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ハッシュタグ追加
新規ハッシュタグの追加は「タグ」画面の「+追加」ボタンをクリックして行います。

・ハッシュタグ名
インスタグラムのハッシュタグ検索でフォロー対象としたいハッシュタグを決め、その
ハッシュタグをテキストボックスに入力し登録できます。

・ハッシュタグカテゴリー（自由指定）
デフォルトではブランク（無登録）です。自由にカテゴリー登録が可能です。一度
登録されたカテゴリーはカテゴリーボックスに1文字入力することでボックス内ロール
リストで参照でき、リストから選択することで指定できます。

・1日のフォロー上限（個別目標設定）＊システムでの制御は行いません

・作業種類:「フォロー」「いいね」「フォロー＆いいね」など管理するアクションを指
定できます。

・登録したハッシュタグで検索した結果リストのフローすべき対象「推奨ユーザ」と
フォローしなくてよいユーザ「非推奨ユーザ」の判定を行う設定の一つです。
投稿記事の禁止ワード/必須ワード（投稿テキストに含まれるワードが対象）
禁止ワードは登録した禁止ワードをキャプションに含む投稿をフォロー対象から除
外します。
必須ワードは登録した必須ワードをキャプションに含む投稿をフォロー対象とします。
＊判定では必須ワードより禁止ワードが優先されます。つまり、禁止ワードを含む
投稿に必須ワードも含まれた場合、判定は「非推奨ユーザ」とされます。

基本操作画面:ハッシュタグの設定©株式会社マックニー 2021, all rights reserved
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ハッシュタグ一覧から個別ハッシュタグ名をクリックすることでハッシュタグの個別管理
画面を立ち上げます。ハッシュタグに対して詳細な設定を行うことで、フォロー精度
の向上、より高効率なフォローバックが得られるようになります。1日当たりのフォロー
可能数の上限が少ない中、ここでの設定がフォロワー開拓のパフォーマンスの重要
な要素となります。＊モバイルでの管理画面と同じ要素での構成です。

【情報】
設定ハッシュタグの稼働状況を表示します。

【基本設定】
新規ハッシュタグ登録時の情報の確認/編集を行います。

【フォローフィルター】
・有効な投稿数の範囲
・有効なフォロワー数の範囲
・有効なフォロー数の範囲
・企業アカウント:プロアカウントに対する判定
・新規参入者
・認証バッジあり
・1か月以内の投稿あり:アクティブ/ノンアクティブの判定
・プロフィールの禁止ワード:投稿とは別にプロフィールに含まれる禁止ワードの指定
・禁止ワード/必須ワード
基本設定では投稿、フォローフィルターではプロフィール内のワードを設定

基本操作画面:ハッシュタグの個別情報＆詳細設定画面©株式会社マックニー 2021, all rights reserved
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【フォロワー】フォロワー一覧
フォローワーの一覧画面。個別に固定ユーザー、禁止ユーザーの指定ができます。

【フォロー】フォロー一覧
フォローアカウントの一覧。
個別に以下の指定/処理が可能
・フォロー固定ユーザーに設定
・フォロー禁止ユーザーに設定
・フォロー解除の取り消し:フォロー状態に戻す
・このフォローを削除:FMMAによるアカウント管理から外す。再度判定対象となる。

【設定】
フォロワーメーカーMAの利用アカウント全般の設定画面です。以下の作業が「可
能です。
・利用パスワードの変更
・フォロー解除開始指定
・すべてのハッシュタグ追跡に共通する禁止ワードの設定
・フォロー禁止ユーザーの個別手動追加
・フォロー固定ユーザーの個別手動設定

基本操作画面:フォロワー一覧、フォロー一覧、設定©株式会社マックニー 2021, all rights reserved
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基本操作画面:禁止/必須ワード設定機能©株式会社マックニー 2021, all rights reserved

投稿記事内の必須ワード指定 プロフィールでの必須ワード指定画面

この機能によって、FMMAでフォローターゲットの活動エリアなどの指定やターゲットに関連する複数の属性を指定できます。

上の画像では、「#日本橋」という地域#タグ検索をメインに、その投稿に「テイクアウト」「デリバリー」「ドライブスルー」が含まれる投稿をリスト化する設定です。

「必須ワード」はいわゆる「OR」フィルターになっているため、#日本橋にかかわる投稿で、「テイクアウト」や「デリバリー」を「ドライブスルー」というサービスを実施する飲食店をフォ
ローターゲットに設定している想定となります。

一方、禁止ワードでは、プロフィールに「日記」「記録」「備忘録」などが、投稿記事には「おいしかった」など個人に付帯するワードが設定されているために、個人アカウントをフォ
ローしない＝事業者をフォローする設定になっています。
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【作業の開始】
①Chrome右上にある (peonyアイコン)を押して作業を開始します。

押すとプルダウンで稼働状態にあるハッシュタグのリストが表示されます。
作業しようと思うハッシュタグをクリックすると新規タブでInstagramが起動されます。
この時Instagramにログインしていない場合、Instagram画面いログイン画面が
表示されるのでログインしてください。
＊既に直前の作業で開かれているタブがある場合は、必ずそのタブを閉じてください。

②各ハッシュタグの稼働状況はアローカーソルを赤いバーの上に置くとヒントで表示
されます。

③ハッシュタグの数が多く、ハッシュタグの選択が行いにくい場合は、最上段にあるプ
ルダウンリストをクリックしてカテゴリーを指定することで、そのカテゴリーのハッシュタグだ
けの表示に切り替えられます。
＊カテゴリーを有効にするには、ハッシュタグ登録時にカテゴリー設定しておく必要が
あります。カテゴリー設定/変更は後からでも行えます。
＊＊カテゴリーでブランク（空白/最上段）にすると全ハッシュタグ表示に戻せます。

■FMMAのpeony(add-on)からのログアウトはハッシュタグリスト最下段のログア
ウトボタンで行います。ログアウトしない場合はログイン状態が保持されます。

フォロー作業フロー 作業ハッシュタグの指定©株式会社マックニー 2021, all rights reserved

フォローバック率：20％（計123フォロー）

①

②

③
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①peonyで登録済みのハッシュタグを選択すると、自動的にInstagramの検索
機能が働き、に入力され検索結果一覧が表示されます。

②一覧の上段は「人気投稿」の一覧。スクロールダウンすると「最新」の一覧が現
れます。作業はこの「最新」の一覧で行います。

③「最新」一覧の左上の投稿をクリックすると、投稿が一覧の上に表示され、同時
にPeonyのフォローインジケータ（青）と閲覧インジケータ（赤）が表示されます。
カーソルを「ユーザーID」の上に置くと、更にウィンドウが開き、中央に判定インジ
ケータ（緑/赤/黒）が表示されます。投稿内容を確認して、ターゲットであれば
「いいね/フォロー」をします。処理が終わりインジケータの表示が切替ったら「>」をク
リックして次の投稿を表示させます。この操作を繰り返し、フォローを行っていきます。

フォロー作業フロー ハッシュタグ検索結果©株式会社マックニー 2021, all rights reserved

①

②
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フォローインジケータ
フォロー作業をしてよいかを
表示します。表示初期は
「安全」、フォローすると表
示が「危険」に変わります。

また作業中の#タグ名と、
フォロー処理数も表示され
ます。

フォロー作業フロー フォロー作業インジケータ©株式会社マックニー 2021, all rights reserved
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peony(add-on)で#タグ選択し、投稿一覧から
サムネイルをクリック直後の投稿表示状態

閲覧インジケータ
表示投稿の閲覧時間を
表示します。「次の投稿へ
の移動（○○秒）」の秒
数が「0秒」になり、赤イン
ジケータが消えたらインスタ
画面の「＞」を押して次の
投稿の閲覧をします。

判定インジケータ
ユーザーIDにカーソルを合わせると表示されるウィンドウ内に現れます。
表示された投稿/ユーザーが設定条件を満たしているかを判定するインジケータです。
基本的に「推奨ユーザ」の場合フォロー。フォロー後、表示が「フォロー済み」に切り替
わるのを待って、次の投稿に移動します。



投稿の判定はハッシュタグ登録時に設定した各種フィルターに基づいて行われます。
＊画面はInstagramの以前の仕様のものです。インジケータの種類は同じです。

【グリーンの判定画面】
フィルターの条件に合った投稿です。投稿コメントや判定画面の「V」でプロフィール
情報を閲覧して、フォローターゲットかどうかを最終的に判定しましょう。ターゲットで
あれば「いいね/フォロー」を行います。判定画面が黒の「フォロー中のユーザ」に変わ
ります。

【赤の判定画面】
「非推奨ユーザ」判定です。設定したフィルターの条件から外れています。判定理
由が画面には表示されています。表示理由には基本的に合致しないフィルター条
件もしくはNG処理済み、フォロー解除から指定日数が経過していないといった情
報が表示されます。「>」をクリックして次の投稿にスキップします。

「非推奨ユーザ」であってもフォローしたい場合があります。例えばプロアカウントを指
定して事業者をターゲットとします。事業者であってもアカウントをプロアカウントにし
ていない場合も多くあります。そのアカウントをフォローしたい場合は、そのまま「いい
ね/フォロー」をしましょう。FMMAにフォロー済みユーザとして登録され、判定表示が
黒の「フォロー中のユーザ」に変わります。

【黒の判定画面】
既にフォローした「フォロー中のユーザ」です。
そのまま「>」で次の投稿にスキップします。

フォロー作業フロー 判定インジケータ©株式会社マックニー 2021, all rights reserved
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フォロー作業はこのインジケータの指示に沿って行います。あくまでインジケータなの
でプログラムでの作業制御は行いません。フォロー作業のガイドとしてお使いください。
インジケータの指示を無視した作業も可能ですが、お勧めしません。間隔の短い
フォローの連続では、アクションブロックの発生リスクが非常に高まります。

【インジケータの読み方】
■今日のフォロー数:00:00時から24:00時までの累計作業数を集計します。
■ブロック危険度:処理直後から危険⇨注意⇨安全と表示が変化します。表示
が「安全」に変わってから次の処理を行ってください。
■インジケータバー:１処理後の経過時間と作業経過時間の2つを1本のバーの
重なりイメージで表示しています。
フォロー間隔バー:フォローが終わると右側最⾧から短くなり、消えると安全です。
作業経過時間バー:フォロー作業開始からの延べ継続作業時間を表示します。
左から右に伸びていきます。FMMA設定時間が経過すると表示が「安全」に戻らな
くなり、「注意」⇨「危険」と危険度が増します。作業をやめ、インジケータが左に消
えるまで作業を中止します。インジケーが消えたら再開します再開します。基準は
Instagramの監視傾向に基づいて、FMMAのシステムサイドで設定しています。
【利用手順】
①フォローを行った直後はインジケータが赤の「危険」と表示されます。最下段の画
像の薄い色のバーが右から短くなり始めます。
②フォロー処理から一定の時間が経過し、「安全」に近くなるとグリーンの「注意」に
変わります。中段の画像では、薄い色のインジケータバーがかなり短くなっています。
③バーが完全になくなりインジケータが黄色の「安全」に変わりました。次の処理に
移ります。

フォロー解除のインジケータも基本的な使い方は同じです。

フォロー作業フロー フォローインジケータ©株式会社マックニー 2021, all rights reserved

①

②

③
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バーの重ね表示
フォロー間隔と作業経過時間
を重なったバーで表してます。
2本のバーはそれぞれグレーで
表示されますが、重なり部分
は黒く濃く表示されます。

フォローすると右端まで延び、
すぐに短くなり始めるのがフォ
ロー間隔バー。
左から右に徐々に⾧くなるの
が経過時間バーです。



フォロー処理直後の画面
右の判定インジ:「フォロー中のユーザ」に表示切替
フォロー間隔バー:「危険」表示、バーが最右端まで表示
閲覧インジ:バーが最右端まで表示。→無視して次の投稿へ

フォロー作業フロー 閲覧インジケータ©株式会社マックニー 2021, all rights reserved
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閲覧インジケータ解除状態
フォロー間隔バー:減少中
閲覧インジ:バーが無くなり非表示に。解除状態

スタンバイ状態画面
右の判定インジ:次の投稿の判定表示状態
フォロー間隔バー:バーが最右端から減少中
閲覧インジ:バーが最右端から減少中

フォローインジ、閲覧インジ解除状態
フォロー間隔バー:「安全」表示

フォロー間隔バーが消え、経過時間バーのみ表示
閲覧インジ:バーが左端に寄切りインジケータが非表示になる

④

⑤ フォロー処理画面
④の状態からインスタのフォローをクリック、処理実行。
各インジケータは①の状態へ

フォロー処理終了

次の投稿へ移動

フォロー作業実施

フォロー処理終了

各インジケータの
解除待ち

閲覧インジケータは、投稿の閲覧間隔を表示します。閲覧インジケータが非表
示になるまで待ってから、次の投稿に移動/閲覧します。閲覧間隔が短いことでの
アクションブロックを回避するためのインジケータです。
フォロー作業の基本は、フォロー間隔バー、閲覧インジが共に非表示（解除）に
なった時点でフォロー作業を行います。ここの例とは順序が異なり、フォロー間隔
バーが先に解除になっている場合もあります。その場合は閲覧インジが解除される
のを待って、フォローを行います。
＊重要:スキップする場合
閲覧している投稿の判定が「非推奨ユーザ」などフォロー対象でない場合は次の投
稿にスキップしますが、その際も、閲覧インジケータが非表示になるまで待って、ス
キップします。



PCでの作業フローは極めてシンプルです。

①FMMAを起動⇨作業ハッシュタグ選択
②一覧から投稿を表示。判定に従って「いいね/フォロー」もしくは「スキップ」
③「いいね/フォロー」をして、判定インジケータが「フォロー中のユーザ」に変わっ
たら次の投稿へ。インジケータが安全に変わるのを待って次のフォローを。作業
はこの①～③を繰り返すだけです。

【お勧め作業モデルとインジケータの詳細】
1回のフォロー作業継続時間は40分、フォロー数は50件を上限にしましょう。

インジケータは作業経過時間とフォロー間隔、閲覧間隔を表示しています。
⾧くなっていくのが経過時間、短くなっていくのがフォロー間隔。2本のバーが重なって表示されてい
ます。両時間の重なりが黒の部分。下の例だと①と②のグレーバーが同じ⾧さで作業経過時間。
①～③の黒と④のグレーが作業経過時間。①～③のグレーがフォロー間隔（フォロー処理後の
経過時間）です。作業経過時間は右に伸びていきます。一定時間以上経過するとメッセージ
が「安全」にもどらず「注意」のままに。さらに経過すると「危険」に。作業をやめましょう。

フォロー作業フロー©株式会社マックニー 2021, all rights reserved

閲覧インジケータはフォローインジケータの下部に表示されます。投稿の表示開始から減算タイ
マーとして働きます。必要閲覧時間が経過し表示が消えると、次の閲覧をして大丈夫です。
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スキップ

「非推奨ユーザ」なのでスキップして、、、

次の投稿へ移動。「推奨ユーザ」なので、フォロー!

① ② ③ ④



フォロー解除の作業はフォロー作業より更にシンプルです。

①FMMAのpeonyにログインした状態で、Instagramのプロフィール画面を立ち
上げます。画面右にブルーの解除インジケータが表示されるので、インジケータの下
部にある「次の解除対象」の下に表示されているアカウントをクリックします。

②解除対象のプロフィール画面が表示されるので内容を閲覧したら
のついたボタンをクリックしフォロー解除します。
フォロー解除するとインジケータの表示が「危険」に変わり時間とともに「注意」「安
全」と変化します。

③インジケータ表示が「安全」に変わったら「次の解除対象」下の次の解除対象ア
カウントをクリックします。次の解除対象アカウントのプロフィールに画面が遷移します。

この①～③を繰り返していくだけです。
作業はかなり速くできてしまういますが、速すぎるとアクションブロックされてしまうため、
インジケータの表示が「安全」になるのを確認して次の解除を行うことが大切です。
一方で、閲覧時間を設けることも大切です。解除をしてインジケータの「次の解除
対象」アカウントが切り替わったら、クリックして直ぐに次のプロフィールに移動します。
インジケータが「安全」に変わるまでの閲覧時間を設けることで安全性が高まります。

解除インジケータが表示されない場合
フォロー解除から作業を始めると、解除インジケータが表示されない場合があります。
その場合、一度peonyで#タグを選択してフォローインジケータを表示させた後、再
度プロフィール画面に戻ってください。解除インジケータが表示されます。

フォロー解除作業フロー

①

③

②

©株式会社マックニー 2021, all rights reserved
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②インスタグラムの障害もしくは軽度なアクションブロックが発生している場合
まず、自分のプロフィール画面に戻ってみてください。プロフィールが正常に表示され
る場合は通信障害の可能性が高いです。プロフィールが表示されず「しばらくして
からもう一度実行してください」という画面が表示される場合は、インスタグラム側
の障害か軽度なアクションブロック発生です。
インスタグラムは自社の障害発生のアナウンスをほとんど行わないため、アクションブ
ロックを想定した対処をするのが安全です。まずインスタグラムからログアウトし、24
時間以上運用を休止します。ほとんどの場合、この休止で復旧します。
その間にネットでインスタの障害発生に関する書き込みなをチェックします。障害発
生だとすれば復旧を待つしかありません。

ヒント:フォロー作業フロー©株式会社マックニー 2021, all rights reserved
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◆判定インジケータに「ステータス不明」と表示される場合

【通信障害、インスタグラムの障害もしくは軽度なアクションブロックの発生】
判定インジケータにこのメッセージが表示される場合、2つの原因があります

①通信障害によりデータ取得が出来ない場合
何らかの理由で通信障害が発生していると、peonyがデータ取得できないためこの
判定表示がされます。Chromeで「インターネット速度テスト」で検索をすると最上
段にGoogleのテストサービスが表示されます。ご自身の環境の状態を確認してく
ださい。
接続に問題が無ければインスタグラムの障害かアクションブロックを疑います。



【フォローしたアカウントが削除もしくは停止されている場合】
解除作業を行っている中で、この画像のような画面が表示されることがあります。こ
れは、フォローしたアカウントが何らかの理由で削除もしくは停止（アクションブロッ
ク）されている場合に表示されます。

この場合、フォロー解除のインジケータ最下段に表示されるIDが一時的に読み込
み中になります。
暫く待つと次の解除対象IDが表示されるのでクリックして作業を再開してください。

ヒント:解除作業フロー©株式会社マックニー 2021, all rights reserved
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◆解除作業でページに「このページはご利用いただけません。」と表示される場合
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