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オーガニック検索結果より 
高い位置に表示され、 
ユーザーに対し有効に 
アプローチができる 
新サービスです。 

MEOとは   (Map Engine Optimization) 
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店舗集客における必要性 

MEO枠

スマ－トフォンでの検索は、
全体の3割が「地名とジャンル」の組み
合わせで、1番多い検索⽅法である

29.9％
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流入経路：検索画面（PC） 

流入経路：検索画面（スマートフォン） 
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流入経路：MAP検索（PC） 

流入経路：MAP検索（スマートフォン） 
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Googleマイビジネスについて 

Googleマイビジネス情報（通常版） 
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なぜ、MEO対策か？ 
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スマートフォン タブレット パソコン 

スマートフォンのユーザー数は
年々増加 

WEB上で集客を行うのであれば、スマートフォ
ンユーザーに対するアプローチは必須です！ 

(出典)総務省 通信利用動向調査 

 
スマートフォンからは 

電話・経路検索・ウェブサイトへの訪問が 
タップ一つでてきる仕様になっています 
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なぜ、MEO対策か？ 

　 MEO枠 
3位 

スマートフォンの利用者が増えている中、 
来店を増加させる優位性が高い施策として注目されてい

ます 

このへんで 
女性会ができる 
お店はないかしら？ 

MEO対策は、3位以上の表示で成果対象です。 
Googleによると、50％のユーザーが来店1h前に店舗情報を調べています 
上位表示されるほど画面占有率が高く広告としての効果も発揮します 

※出典 2013年Google「モバイルユーザー実態」 
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4位以降の表示について 

さらに表示をクリック 

4~8位を表示 

見られやすい 見られにくい 

MEO枠 
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Googleマイビジネス活用によるメリット 

3つの経路でお客様が増え、成功事例では来客2倍以上も！ 

ホームページ来訪Up! 電話問合せUp! 直接来訪Up! 

Googleの検索結果から反応した数もインサイトから分かります。 
その数値の増減をもとに日々改善することができます。 
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MEOの集客導線

お店のイメージが伝わる画像

・店舗への直接の電話
・店舗までの順路
・任意のWEBサイトへ

店舗への問い合わせ
表⽰枠のクリックで詳細ページへ
通話ボタンクリックで電話がかかります

電話、ルート案内、WEBサイトなどあらゆる動線から問い合わせを獲得します！
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対策内容の概念 

内部要因 

外部要因 

継続的な 
上位表示力 

Googleマップのダッシュボードからカスタマイズが可能
な「会社名」「カテゴリ選定」などを中心に、評価を獲
得しているアルゴリズム検証に基づいた、内部施策を実
施していきます。 

最新のアルゴリズム検証に基づいた外部施策を継続的に実施して
いきます。IP・デバイス等6つの分散に基づいた極めて自然な流
入効果＝見えない施策と状況に応じては目に見える口コミ施策も
併せて行っていきます。 

内部対策 

外部対策 
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導入事例①　居酒屋様 

ご導入の経緯 

食べログ・ぐるなびに10万円/月を掛けてきたが成果に疑問。 
MEOならば今までの広告よりも費用対効果高く集客できると 
考えご導入に。 

業種 

居酒屋 

対策キーワード 

関西某駅　居酒屋 
関西某駅　居酒屋　接待 
関西某駅　居酒屋　おすすめ 
関西某駅　居酒屋　人気 

ご導入後の効果 

・施策18日目より成果発生 
　「接待」を含むワード 
・成果後2ヶ月でマップ反応359%up 
　成果前1ヶ月32　→　成果後1ヶ月75　→　翌月115 
・マップからの来店　前年比350%up 
　前年6件　→　導入年21件(+15件) 

ご導入後の効果 

閑散期でも、問合せ数が増え手応えを感じている。お客様より
Google Mapsを見て来たという声を聞き、強く効果を感じた。 

広告費の削減、新しいWEB集客施策のご提案 
 

MEO施策後2ヶ月目：35件 140%up 
「接待」のキーワードが店舗施策とマッチ！ 

ここが 
ポイント	
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導入事例②　クリニック様 

ご導入の経緯 

これまではEPARKに掲載していたが、あまり効果を感じられな
かったためMEOを導入 

業種 

審美歯科医院 

対策キーワード 

都内　審美歯科 
都内 おすすめ 審美歯科 
都内　歯科　女医 
都内　ホワイトニング　女医 

ご導入後の効果 

・施策4日目より成果発生 
　「おすすめ 審美歯科」「歯科　女医」を含むワード 
・成果後10日でマップ反応　200%up 
　成果前10日32　→　成果後10日64 
・自院サイト来訪者数　292%up 
　成果前10日14件　→　成果後10日41件(+27件) 

ご導入後の効果 

施策開始後、すぐに効果が出て驚いたと同時に肌感ですが効果を感
じています。 

集客施策のお悩み解決！ 
費用対効果を丁寧にご説明します	

 

MEO施策後2ヶ月目：157件 223%up 

ここが 
ポイント	
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導入事例③　懐石料理店様 

成果報酬型の集客施策 
WEBに対するお困り事をワンストップで解決します	

 

MEO施策後8ヶ月目にて大きな効果：750件 185%up 
MEO施策後、徐々に伸長し、Googleマイビジネスの強化を実現！ 

ご導入の経緯 

・(当初は)朝食サービスを新しく 
　スタートし認知度を上げたかった 
・広告費用を使ったことがないが 
　テスト運用で施策開始 
・観光客を増やしていきたい 

ご導入後の効果 

導入後すぐの効果を感じられなかった。 
1KWずつ上位化し、少しずつ効果を感じる 
ようになった。6ヶ月を過ぎた段階で、 
KWの変更とブランディングを強化をし 
大きな効果を感じている。 

施
策
前

ここが 
ポイント	

検索数の多い 
ビックKWへ変更	

業種 

懐石料理屋様 

対策キーワード 

都内　グルメ 
都内　ディナー 
都内　懐石料理　おすすめ 
都内　夜ご飯 
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導入事例④　不動産業者様 

ご導入後の効果 

  Googleマイビジネスの整備で認知度向上に繋げます 
 

Googleマップの看板を整備することで、毎月、着実にCVにつながっております 

ご導入後の効果 

施策前は電話問い合わせ、
ルートの照会数0件 
●施策後、毎月継続的に
くるようになった。 
サイトアクセスも増加 

Googleマイビジネスの
作成から始めました。 
施策後、毎月継続的に 
アクションがきている。 

ここが 
ポイント	
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導入事例⑤ はんこ屋様 

  携帯画面を見せながら、具体的にサービスのご説明 
 

MEO施策後2ヶ月目にして66件、234％up 

ここが 
ポイント	

業種 

はんこ屋様 

対策キーワード 

地方　名刺 
地方　印鑑 
地方　印鑑　即日 
地方　名刺　即日 

ご導入の経緯 

立地が良いところにあり勝手に飛び込みでお客様はきていたが、
集客方法で施策はしてなかったので、今回はその部分を強化す
るためご導入に。 

ご導入後の効果 

施策前と比べると効果はほぼ倍になっており、効果を感じてい
る。飛び込み客や問い合わせも増え、人手が足りなくなるほど 
効果を感じています。 
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導入事例⑥ 買取会社様 

ご導入後の効果 

  施策希望キーワードで上位化、問い合わせも増え効果も実感 

施策開始後すぐに上位化。
徐々にではあるが、効果を
感じている。Webサイトか
らの問い合わせも増えてお
り、新たにサイトのリニュ
ーアルも検討している。 

初めは、MEO対策に不安
だった。希望キーワード全
てで上位化し実際に自身の
携帯で見ても上位化されて
おりすごいと思った。効果
も出ており、任せてよかっ
たと感じている 

ご導入後の効果 
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導入事例(7)　カ
フェ・イタリア
料理店様 

17 

  MEO施策後6ヶ月目にして628件、358％up 

業種 

イタリア料理店様 

対策キーワード 

地域　カフェ 
地域　カフェレストラン 
地域　イタリアン 
地域　レストラン　ランチ 

ご導入の経緯 

今までWebでの売上UPの為の施策を打ったことがなかったが、
今回は新しく集客しさくその部分を強化するためご導入に。 

ご導入後の効果 

施策前と比べ、大幅な効果UPになっています。 
特に「カフェ」系のキーワードが上位化した後、 
女性客のお客様中心に増えたと感じている。 
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キーワード選定から対策までの流
れ 

①キーワードの選定 ②申込書のご提出 
 

③Googleマイビジネスの
作成 

④MEO対策開始 
 

⑤ご請求 
 

弊社より対策キーワードの候補
をご提案させていただきます。 

それらを参考に、お客様に対策
キーワードを4つ選定していただ
きます。 
 

対策キーワードが決定次第、
申込書を申込み書送付フォー
ムよりお送りください。 

Googleアカウントの取得、Google

マイビジネスオーナー確認の対応
が必要になります。また、施策開
始時に店舗の詳細情報や、画像デ
ータをご提出いただきます。 

  

指定キーワードの1つ以上を上位表示する
のに、平均して約1週間から4週間程度の
お時間をいただきます。 
 

弊社計測ツールを基準として、対策キーワード
の1つ以上がGoogleマップ専用枠3位以内に表示
された日数分を対象に費用が発生します。 



©WriteUp! 

①キーワードの選定

弊社より対策キーワードの候補をご提案させていただきます。

しゃぶしゃぶ、居酒屋、⼥⼦会などのキーワードと地名の組み合わせをおすすめします。

②申込書のご提出

対策キーワードが決定次第、申込書を弊社までご返信ください。

③Googleマップの制作

Googleアカウントの取得、Googleマイビジネスオーナー確認の対応が必要になります。

また、施策開始時に店舗の詳細情報や、画像データをご提出いただきます。

弊社が必要事項を丁寧にご説明するため、安⼼して円滑に進めていけます。

④MEO対策開始

各キーワードをGoogleの通常検索時において、

Googleマップ専⽤枠3位以内に表⽰されるよう対策していきます。

指定キーワードの1つ以上を上位表⽰するのに、平均して約1週間から4週間程度のお時間をいただきます。

⑤ご請求

弊社計測ツールを基準として、対策キーワードの1つ以上がGoogleマップ専⽤枠3位以内に表⽰された

⽇数分を対象に費⽤が発⽣します。その合計⾦額を毎⽉⽉末締めでご請求させていただきます。

キーワード選定から対策 
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施策を開始する前に必要な確認 

●　オーナー様がマイビジネス
にオーナー登録をしているか 
　　はい　→権限付与のお願い 
　　いいえ→マイビジネス作成

代行 
 
 

オーナー様がマイビジネスの
ID/PASSを覚えているか 

　　いいえ→権限譲渡のリクエ
スト 
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マイビジネス登録が完了している場
合 

～権限付与のお願い～ 
【マイビジネスページへログイン】 

下記URLよりGoogleマイビジネスページへログインします。 
https://www.google.co.jp/intl/ja/business/ 
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【マイビジネスページへのログ
イン】 

オーナー権限を持つアカウントの 
Gmailアドレスと、パスワードを入力します。 

マイビジネス登録が完了している場
合 

～権限付与のお願い～ 
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【ホーム画面】 
 

Googleマイビジネスページ 
ホーム画面右側の「ユーザー」を選択します。 

マイビジネス登録が完了している場
合 

～権限付与のお願い～ 
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【弊社管理アカウントの招待】 

ポップアップ右上の「新しいユーザーを招待」をクリックし、 
Gmailアドレス(お申込後に送らせていただいた指定のアドレス)を入力します。 

付与する権限レベルは、「オーナー」を選択してください。 
 

「オーナー」を選択してください。 

入力を終えたら、右下の「招待」をクリックして 
作業は完了です。 

マイビジネス登録が完了している場
合 

～権限付与のお願い～ 
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マイビジネス登録が未完了の場合 
～マイビジネス作成代行～ 

マイビジネスアカウントの作成 
店舗情報の入力（WEB上に情報が

あれば） 
PINコードの申請 

※マイビジネスがない場合は施策開
始までに最短1週間かかります 

 

【弊社で代行します】 

【オーナー様にお願いする作業】 
� 郵送されたPINコード番号を運営事務局まで伝えていただく 
� 店内写真のご提出 

※PINコードとは 
Googleマップには地図上の施設や位置を赤いピンで知らせる機能があります。 

こちらはマイビジネスを作成すると地図上に表示されるようになります。 

店舗の場所を特定するために発行されるものがPINコードです。 
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【Googleから届くPINコード記
載のはがきに関して】 【はがき：表】 

【はがき：中】 

お申込み書ご提出後３日後～１９日後までにお申込み書に記載いただいた住所にGoogleか
らはがきが届きます。 
 
 

マイビジネス登録が未完了の場合 
～マイビジネス作成代行～ 


