
【MEO対策のご案内】



【地域+業態・業種】での検索は、ニーズがはっきりしている
見込み顧客へアピールすることができます。

実店舗への 来客数アップ 、

ホームページへの 流入数アップ につながります。

1. MEOとは？

MEO： Map Engine Optimization（マップ検索エンジン最適化）

【地域+業態・業種】で検索した際に表示される地図(店舗情報)の上位に、指定の店舗情報などを

上位化させるサービスです。

検索結果（例：居酒屋）

【地域+業態・業種】で検索

左３店を、
地図上に
表示

上位３位まで「店名」「住所」「お店の特徴」を表示

料理や
店内

の画像を
表示



2. MEOの優位性
信頼性が高く、リスティング広告よりも高いクリック率を期待できます。また、店舗あたりの表示スペースも
大きく、地図部分と合わせてSEOよりも視認性が高いのが特徴です。

住所・電話番号まで一気にたどりつくので、
高い費用対効果を実現！

MAP表示で視認性が高く、クリック率も3～9％と高いのが特徴

MEO部分

ユーザーからの信頼が低いため、
クリック率が伸びない...

ユーザーにとっては広告枠という認識のためクリック率は低い

広告部分

既に競争が激しく
上位表示には高額の費用がかかる...

食べログなどの口コミサイトが強く上位化の難易度が高い

SEO部分



3. スマートフォンユーザーへの施策効果

現在、半数以上がスマートフォンで店舗を検索しています。MEOの効果はスマートフォンユーザーへの効
果も期待ができます。機種やブラウザによって表示は異なりますが、コンバージョンに繋がりやすい設計です。
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パソコンでの利用 パソコンとスマートフォンの併用 スマートフォンでの利用

年代別ふだんの情報収集におけるインターネットの利用デバイス

※出展：株式会社D2C『DIGITAL&DIRECT NEWS』Vol.49(2014年3月)

今後もスマートフォンの市場規模は拡大し、MEOの施策の重要性は増していきます。

リスティング広告直下の
ファーストビューに表示！

スマートフォンか
らなら

電話連絡や、
経路を出すこと
も簡単！



表示できたワード
最寄り駅名＿飲み屋
最寄り駅名＿個室

外的要因も考えられますが、施策前期間は1ヶ月で13件
の電話件数だったところ、施策(表示)後は1ヶ月で51件
と約4倍に増えたことがわかります。

【施策前】
13件/1ヶ月

表示開始

表示後２ヶ月目：51件/1ヶ月

表示成功した店舗直近1ヶ月の電話件数

施策前の期間も合わせた電話件数

【表示1ヶ月目】
43件/1ヶ月

【表示2ヶ月目】
51件/1ヶ月

4. 効果検証（MEO枠からの電話件数）



5. 施策実績

上位表示率80％

※指定キーワードを１つでも課金対象になった案件を対象にしています。

◎上位表示のワード実績例

新宿 歯科 新宿 歯科 横浜市 税理士

表参道 カフェ 新宿 歯医者 千代田区 弁護士

渋谷 居酒屋 東京 矯正歯科 横浜駅 個室

渋谷 グルメ 東京 インプラント 大阪 ジム

池袋 ダーツ 池袋 歯医者 大阪 加圧

池袋 居酒屋 池袋 矯正 恵比寿 マッサージ

品川 レストラン 名古屋 ホワイトニング 横浜 相続

五反田 ランチ 平塚 インプラント さいたま市 税理事務所

五反田 宴会 富山 インプラント ダイエット 難波

大宮駅 カフェ 新宿区 歯医者 山形県 結婚式場

関内 ラーメン 中野 医者 新橋 ビジネスホテル

札幌 レストラン 銀座 ホワイトニング 杉並区 不動産



6. サービス・施策内容

施策は、内部施策(プレイスページ管理) と、外部施策(サイテーション等)の2種類を、最新のアルゴリズム
検証に基づいて継続的に行います。

主にプレイスページの管理です。

プレイスページで可能な、

会社名・説明文・カテゴリ選定

などを中心とした施策です。

弊社では1万キーワードを毎日

分析し、変動傾向を分析し、

マイビジネスの情報を修正して

います。

営業時間と

支払いオプションの設定

基本情報の設定
会社名・住所・電話番号・URL 等

PIN番号の

認証サポート

写真登録(最大10枚)

動画登録(最大1件)

登録カテゴリの設定

説明文の作成と設定

信頼性のある

Googleアカウントで

100文字以上の口コミを

3～5件ほど投稿

外部サイトからプレイスページへ

施策を行います。

自社運営サイトから、上位表示

に必要な外部施策を行います。

外部施策のクチコミの内容は

クライアントと相談して決定し、

物理的にIPを分散させて投稿

します。

外部施策

内部施策



7. 計測ツール

順位の変動が一目でチェックできる「順位計測ツール」も提供致します。どのキーワードで、いつ、何位に、
どれくらいの頻度で表示されているかがわかる便利なツールです。

キーワード

順位

日付

成果がある場合には
キャプチャ画像が確認できます

成果がある場合には の形式で

マップ上のアルファベットをボタンに表示します。

表示マークをクリックするとキャプチャ画像で、

成果を確認できます。

順位レポートは CVS形式でダウンロード する

ことも可能です。

A表示



8. 価格と注意事項

完全成果報酬型ですので、上位化までの料金は一切いただきません。

成果基準

➢ 4キーワードのうち、1つ以上がA～Cに表示されて成果

※ 最低4キーワードはいただきます。

※ 原則として初回申込キーワードの変更はできません。

➢ 成果基準は、計測ツールを基準とし、通常検索結果画面のマップ部分に表示された日数をカウント

※ 現在、計測場所は東京都、計測時間は深夜0時から早朝6時です。

日額成功報酬 契約期間 成果達成見込み期間 成功確率

1,800円 /日
成果達成後から

6ヶ月の月末
数日～1ヶ月 程度 80％

初期費用
無料

*1 店舗閉鎖の場合・4ヶ月間未成果の場合は途中解約可能

注意事項

 案件によっては、それ以上に対策が必要な場合や、キーワードの再選定をご提案させていただく場合がございます。

 競合状況によっては、お断りするキーワードがございます。予めご了承ください。

 秘匿の観点から、具体的な施策の内容についてはお答えしかねる場合がございます。

 解約は、更新日の一ヶ月前までにご申請ください。



9. お申し込みと施策の流れ

最短で、ご発注をいただいてから5営業日で施策を開始致します。

そのため、タイミングを逃さないスピーディーな対応が可能です。

*1 対策キーワードについて：場合によっては、キーワードをこちらからご提案させていただく場合もございます。
*2 マイビジネスページの新規作成・引継ぎについて：マイビジネページを既に管理されているかどうかによって手順が変わります。
①すでに管理されている場合は、マイビジネスページを管理しているGoogleアカウント情報をいただく、もしくは、マイビジネスページ管理権を
弊社指定のGoogleアカウントへ共有する作業を行っていただきます。
②マイビジネスページを管理されていない場合は、原則として、弊社管理のGoogleアカウント内で施策を進めさせていただきます。

御発注
マイビジネスページ
新規作成 or 引継ぎ

施策開始 成果発生

施策対策ワードの選定
基本情報の確認

既存のマイビジネスページ
の管理権をお譲りいただく

または

新規でマイビジネスページ
を作成・登録する

マイビジネスページの確認
が取れ次第、内部・外部

の施策を開始

最短、1日～4週間ほどで
成果発生

*1
*2


