
　　ツイッターまとめビルダーガイド

　　簡単使い方マニュアル

ツイッターまとめビルダー

を使いこなす方法！
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は じ め に

このマニュアルは、ツイッターまとめビルダーを利用する方のための、

各種機能の使い方の説明マニュアルです。

ツイッターまとめビルダーをご利用になる前に、まず一度お読みください。
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1 . 各 種 設 定

1.1.共通設定(ツイッターアカウント設定)

共通設定ではツイッターアカウントおよび編集時の設定

を行います。

■ツイッターアカウントの設定

「PIN コード取得」をクリックし、お持ちのツイッターアカウントと

ツイッターまとめビルダーの連携アプリ認証を行ってください。

連携アプリ認証を行うと、PIN コードが発行されますので、

ツイッターまとめビルダーに取得した PIN コードをセットして保存します。

※アカウントを変更したい場合は、PIN コード取得をクリックし、別アカウントで再度連携アプ

リ認証を行ってください。
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■編集時の設定

ここでは、投稿するまとめ記事についての設定を行います。

・投稿時に○番目のレスから追記文にする：

投稿後の追記文の開始レスを指定します。

・最大○個のレスをランダムで追加できる：

探したツイートを投稿内容にランダム追加する際に、一覧から最大何個のツイートを

ランダムで追加するかを指定します。

・ランダム追加する時に挿し込みの位置もランダムする：

ランダム追加する位置と順番をランダムにします。

・編集リストからニュースを削除したら関連するツイートも削除する：

ニュースと関連ツイートを取得し、編集リストに追加した際に、

ニュースを削除した場合は関連ツイートも一緒に削除します。
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1.2.ブログ設定

投稿先のブログを設定します。

「新規」でブログを追加し、追加したブログについて「編集」「削除」「全削除」を

行うことができます。

ブログ情報設定では、ブログタイプを選択し、URL、ユーザー名、パスワードなどの

ブログアカウント情報を設定してください。

※ライブドアブログの場合、ブログ管理画面から発行できる API-key が必要になります。

※URL はブログ TOP 画面の URL を設定してください。
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1.3.ASPアカウントの設定

ツイッターまとめビルダーでは ASP 広告をドラッグドロップで挿入する

ことができますが、ここでは ASP 広告を取得する際の ASP アカウントの

設定を行います。

お持ちの ASP アカウント情報を設定してください。
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2 . ツ イ ッ タ ー ま と め を 作 る

ここでは、ツイッターまとめの取得方法、編集方法をご説明します。

左側のコンテンツが検索結果エリア、右側のコンテンツが編集エリア（投稿されるエリア）と

なっており、ドラッグドロップで左から右に移動します。

検索結果エリアで右クリックすると、以下のような操作を行うことができます。

編集エリアで右クリックすると、以下のような操作を行うことができます。
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■編集時の機能について

・ランダム追加：

検索結果エリアからランダムに選んで編集エリアに移動します。

・コンテンツ追加：

テキストの追加、画像の追加、HTML の追加を行うことができます。

・ファイル出力：

編集エリアの内容をテキストファイルに出力します。

出力した内容は「コンテンツ追加」の HTML 追加で追加することができます。

・プレビュー：

編集エリアの内容をプレビューで見ることができます。

HTML 追加したファイルの内容は、プレビューで見ることにより HTML として

読み込まれます。

・クリア：

編集エリアの内容をクリアします。

・保存：

編集エリアの内容を保存します。

保存した内容は「履歴情報」で見ることができ、再編集を行うこともできます。

・投稿：

編集エリアの内容を投稿するための投稿サブウィンドウが開きます。
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2.1.キーワードでツイートを探してまとめる

任意のキーワードを検索ボックスに入力し、ツイートを検索します。
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2.2.HOTワードからツイートを探してまとめる

HOT ワードまたはハッシュタグで、今話題のツイートを探します。

2.3.ニュースに関連するツイートまとめる

マイナビニュースからニュース記事と、それに関連するツイートを取得します。

キーワードを入力し、ニュースを検索します。
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検索したニュースを右側の編集エリアに移動し、

右クリック→「関連ツイートを取得する」でニュースに関するツイートを取得します。

2.4.動画つきのツイートをまとめる

動画つきのツイートを取得します。
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2.5.広告を入れる

「検索」により、設定情報で設定した ASP アカウントから広告を取得します。

また、「追加」により直接広告を追加することもできます。

「検索」をクリックすると広告検索画面が表示されますので、

ASP アカウントを選択し、キーワード検索で広告を検索してください。

「登録」をクリックすると検索結果エリアに追加されます。
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2.6.関連ユーザーのツイートをまとめる

設定したツイッターアカウントがフォローしているユーザーや、フォロワーを

検索し、「操作」をクリックすることでそのユーザーの「ツイート検索」、「ターゲットユー

ザーに追加」などの操作を行うことができます。
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3 . ブ ロ グ に 投 稿 す る

ここでは、編集エリアの投稿をクリックした際に表示される投稿サブウィンドウで、

投稿先ブログにツイッターまとめ記事を投稿する方法をご説明します。

■投稿の種類

画面右上に表示されているテキストをタイトルとして投稿します。

※タイトルをクリックすると編集することができます。

・投稿：選択されたブログに投稿します。

・下書き投稿：選択されたブログに下書きの状態で投稿します。（公開はされません）

・予約投稿：選択されたブログに予約投稿します。

注）予約投稿はツイッターまとめビルダーを起動しておく必要があります。

注）予約した状況は「予約情報」で確認することができます。

注）過度の予約を行うとアプリが強制終了することがあります。
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4 . タ ー ゲ ッ ト ユ ー ザ ー の ツ イ ー ト を 一 定 間 隔 で ま と め る

ここでは、あるユーザーをターゲットとして指定し、そのユーザーのツイートを一定間隔で

まとめて自動で投稿する方法をご紹介します。

■ターゲットの追加

「追加」をクリックし、

追加したいターゲットユーザーを検索し、チェック間隔や広告、記事タイトルなどを設定します。
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一覧に追加したターゲットユーザーが表示され、

「次回チェック日時」になったらそれまでのツイートを取得し、ブログに投稿します。

※ターゲットユーザーのツイート自動投稿は、ツイッターまとめビルダーを起動しておく

必要があります。
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5 . そ の 他 昨 日

■Ping送信

ブログ設定で追加したブログについて、Ping送信を行うことができます。

送信方法は「一回のみ送信」と「Loop送信」があります。

ブログリストでチェックされたブログについて、Ping送信先に Pingが送信されます。

Ping送信先はご自身で追加することもできます。

■テンプレート

７つのブログサービスに対応した汎用テンプレートが用意されています。

反映手順に従ってテンプレートを反映してください。
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■API情報

ツイッターまとめビルダーが使用しているツイッター API により、

１時間当たりの使用回数が制限されております。
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