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～Web集客の正しい概念と自分が選ぶべき集客方法を見つけましょう～

MEO集客の仕組みと
Googleマップの活用方法

～グーグルの【今】の仕組みを知って
正しい施策を行いましょう～
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対象者

1. 中小企業

2. 物販・通販事業主

3. 店舗経営者

4. 士業や講師業、制作者、個人事業主

上記に当てはまり

かつ

Webの施策などで収益を上げたい方
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本日のアジェンダ

３.・・・クライアント事例と結果の共有

４.・・・具体的な有効的な施策、ノウハウについて

１.・・・グーグルの【今】を知り、検索アルゴリズムを理解する

コンテンツ

２.・・・MEO（Map Engine Optimization）について

５.・・・まとめ
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弊社概要
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弊社概要
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株式会社ウィニングフィールド 代表取締役 勝原 潤

富山県出身。大学卒業後、複合機・通信商材の営業代行のベンチャー会社にて自身が統括す
る部署が2004年度日本テレコム『おとくライン』、YahooADSL 新規顧客獲得・契約本
数グループ1位の記録を打ち立てる。

その後ダンス系エンターテイメント会社にて雑誌の編集・広告営業〜編集長代行〜副社長と
経る。商品プロモーションのプランニング、販売促進、キャスティング業務、イベントの企
画・制作・運営や全国規模のオーディションの企画・主催、海のイベントやフェスなどの開
催など様々な広告やプロモーション事業に携わる。

また、外資系広告代理店のデジタルマーケティング部に在籍し、大手グローバルIT企業の広
告運用チーム在籍、また自社サービスのリスティング広告で月1500～2000万円の運用経
験を持つ。

様々な企業・店舗の広告提案やプロモーション案件、広告運用に関わり、集客や売上に貢献
してきた実績を元に起業。

多数のネットの広告プロフェッショナル資格を元に現在は中小企業・店舗を中心にWEBマ
ーケティングやWEB広告を使ったWEBコンサルティングと物販、WEB広告に関する講座な
どを展開中。

http://winningfield.net/

Copyright (C) WINNINGFIELD.LTD.All Rights reserved 

◆Yahoo!プロモーション広告プロフェッショナル認定資格（ベーシック【基礎】、アドバンスト【運用・上級】両取得）
◆GoogleAdwords認定試験合格（基礎・検索連動型広告、ディスプレイ広告）グーグルパートナー取得
◆グーグルパートナー認定資格（セールスパートナー）保持

プロフィール

http://winningfield.net/
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【実践・ワーク型】Facebook広告
を効果的運用する超集客勉強会

講師 参加総数延べ 80名

FB広告の概要と仕組み、広告種類、
キャンペーン目的、ページ作成ワー
ク、FBページランクの効果的な上げ
方、重要なペルソナ設計、画像クリ
エイティブのテスト手順、予算割り
概念など1DAY講座

成約率の高いLP構築方法×爆発
的に売上があがるWEB広告運用
勉強会
講師 参加総数延べ 150名

どのように自社のサービスやコ
ンテンツを競合他社と差別化と
優位性を持たせてLPに反映させ
るのか？また、効果的なWeb広
告の使い方など

WEBコンサルタント養成講座
講師 参加総数延べ 70名

様々なWEB集客の方法を学び、プロ
モーションスキルやサイトの解析、
顧客分析などを一通り学びながら自
店舗や多店舗に限らず、様々な業種
・業態の手助けができるようなWEB
コンサルタントの養成をする講座

【その他、主な講演実績】

2015年、2016年 リスティング広告プロフェッショナル養成講座（PPC WORKS）講師
6ヶ月間集中講座 第1期、第2期 参加総数延べ 550名以上 受講者 177名

2016年 集客特化型WEB広告講座（SPECIAL FORCES）講師
3ヶ月間集中講座 第1期 参加総数延べ 350名以上 受講者 65名

2017年 朝活＠富山、朝活＠富山プレミアム 講師
公益財団法人 富山県新世紀産業機構 講演

2018年、2019年 企業研修、商工会 その他

プロフィール
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セミナー開催実績 ： 2015年8月～現在まで（約4年）
Webマーケティング、Web広告に関するセミナー（リスティング、SNS広告）

主催・講師講演回数 合計 １０0回以上！

Copyright (C) WINNINGFIELD.LTD.All Rights reserved 

セミナー主催、講師＆講座実績の一部を紹介

定期的に集客ノウハウを公開するコンサルティングやセミナー講演を行っており、経営者やマーケテ
ィング担当者の方にご参加頂き、広告運用やサイト制作のノウハウを提供！

専門知識に特化した内容が多いため、早期に満席になるセミナーも多くご好評頂いております
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9

１.・・・グーグルの【今】を知り、検索アルゴリズムを理解する
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1

0

https://www.youtube.com/watch?v=Vi6K5cCFZ2M

https://www.youtube.com/watch?v=Vi6K5cCFZ2M
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11
PC スマホ
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12

↑ 音声検索
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13
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1

4

“Google の使命は、世界中の情報を整理し、世界中の
人々がアクセスできて使えるようにすることです。”
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キーワードマッチタイプについて

音声検索が増えている！

・「Siri」「Amazon Echo」「Google Home」などの登場

・2020年までに、全検索の50%は音声に（comScore, 2017）

・2020年に少なくとも検索の50%は音声と画像を通したものに
（Andrew Ng, Baidu Chief Scientist, 2016）

・83%の人が、音声検索でいつでも手軽に情報を探せるようになると思うと回答

（Google, 2018）
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検索利用者

キーワードマッチタイプについて

Google検索サービスの原則

➀ 検索の【意図】を理解する ➁ 検索の【回答】を見つける

③ 適合する情報を届ける
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Googleの進化の歴史について

AI導入によるアルゴリズム・アップデート

複雑な検索キーワードに対して、
そのキーワードの背景と文脈を理
解してより関連性が高く的確な検
索結果を提示するためのアルゴリ
ズム

ハミングバードアップデート RankBrain

言語処理能力の向上

検索クエリがはっきりと決まっていない状況で
、あいまいな表現、口語表現であっても、それ
らの情報を組み合わせ、内容に近い情報を検索
したり、過去の検索やクエリを参照したりしな
がら、ユーザーが求める内容を表示することが
できるとのこと

検索結果の精度の向上
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グーグルのデータソースとは？

Googleが活用するデータ

・個人の閲覧

・利用履歴からパーソナライズ

・AIとの会話

・Android Payなど
取引情報

・世界中のユーザーの
検索アクセスや
Webのトレンド情報

・ユーザーの現在地
（Android端末から取得）

・Store Visitの情報

取引情報

位置情報アクセスデータ

検索＆アプリ

Google AI
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Googleネットワーク

Google
検索（

serch）
ネットワーク

Google
ディスプレイ
ネットワーク

（GDN）

広告の掲載先：Google.co.jp、Google マップ、Google ショッピングなどの
Googleサイト、および検索パートナーサイト

広告の掲載先：200万以上のウェブサイト、65万以上のモバイルアプリの
プレースメント（広告掲載場所）
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広告フォーマット：検索広告（search）

テキスト広告 テキスト広告
（広告表示オプション使用）

ショッピング広告
（旧：商品リスト広告（PLA））

アプリダウンロード広告
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Google 検索ネットワーク ショッピング広告
（画面上部最大5つ）
（画面右側最大9つ）

テキスト広告
（上部最大4つ）

自然検索の結果
（最大10件/ページ）

テキスト広告
（下部最大3つ）
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検索広告（キーワード広告、serch）の特徴

Googleの場合 PC、スマホ閲覧時

マップでの検索結果
MＥO
（グーグルマイビジネスでの
登録、情報の充実が必要）
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グーグルマイビジネスについて
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Googleショッピング広告（旧：商品リスト広告 PLA）

商品の画像・名前・価格・ショップ名などの情報を、
グーグルの検索結果に表示することができる広告
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Googleショッピング広告（旧：商品リスト広告 PLA）

■データフィードを使った広告

・YouTube向けショッピング広告
• 動画に関連のある広告が自動的に出る仕組み
• データフィード（マーチャントセンター）との連携
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Googleショッピング広告（旧：商品リスト広告 PLA）

■Merchant Center のデータフィードの作成方法

[簡易版] Merchant Center のデータフィードの作成方法
https://youtu.be/vwUmk5iykAA

第３回 Google ショッピング キャンペーンの作成方法（３/４）
https://youtu.be/TJv2EcMqBM4

https://youtu.be/vwUmk5iykAA
https://youtu.be/TJv2EcMqBM4
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２.・・・MEO（Map Engine Optimization）について
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MEO対策とは

Googleで「会津若松_美容室」
「会津若松_和食」などの
【エリア名_業態・業種・サービス】
というキーワードで検索した際に
表示される
Googleマップの3枠内に
お店の情報を表示させ、
顧客を来店まで導く施策です。

MEO対策とは
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「今すぐ層」を集客できる

https://www.youtube.com/watch?v=m2NxKPLeEf8

https://www.youtube.com/watch?v=m2NxKPLeEf8
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スマートフォンのユーザー数は年々増加

各ポータルサイトをチェックして予約する人と同じように GoogleMap上で⾏く店を決
める人が非常に増加しており、GoogleMapでの上位表示することが重要です。
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スマートフォン個人保有率の推移

20代、30代の9割以上がスマートフォンを保有しています
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商圏内の競争優位性

GoogleMapでの上位表示によるWEB集客が注目を集めています。 さらに加速させている
のが、Googleの新仕様「ヴェニスアップデート」です。

この機能は、スマートフォンやタブレットを中心に接続時のIPアドレスから、
Googleが⾃動的に位置情報を検知し、近所の情報に適した検索結果に変更させてくれます

。
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MEO対策のメリット

MEO対策の有無で表示順位に大きな差が出ますので集客に多大なる影響が生まれます！ 店
舗や施設への新規の集客数を上げたい場合は絶対に無視できない対策です！
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SEO対策やリスティング広告との比較

SEO対策とリスティング広告と比べて費用対効果の高い施策がMEO対策！
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SEO対策やリスティング広告との比較

対策キーワード例
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実施報告

対策開始1ヶ月後の変化
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MEOの始め方

MEO対策の流れ
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反響について

GoogleMapの自社情報を管理 できる
「Googleマイビジネス」にて確認可能
です！

「合計表示回数」「検索経由・マップ経
由の 表示回数」「通話数」等

GoogleMapを経由した反響データが
確認ができます。また、計測期間を定め
て分析することが 可能です。

Googleアナリティクスだけでは、
調査できなかった情報から
費用対効果の検証も可能です。
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検索結果に地図が表示される
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店名を過剰に盛った内容（Googleのガイドライン違反）
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Google My Businessのガイドライン
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MEOの順位決定で重要な指標
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施策の最適化
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施策の最適化

1.検索キーワード

2.写真と動画

3.口コミと返信

4.反応率

5.店舗情報

6.被リンク

7.サイテーション

8.関連性
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1.検索キーワード

キーワード対策はMEOでも重要でSEOとMEOは連動しています。

ホームページの
•タイトル
•ディスクリプション
•見出し（Hタグ）

などの項目には必ずキーワード対策をしておきましょう。
MEOに関してはキーワードという概念があるわけではありませんが、
営業時間や住所、電話番号などを正確に入れておくことが重要です。
そうすることで、よりグーグルマップ、検索結果の両方に情報が出や
すくなります。
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2.写真と動画

写真を載せることは、来店率を上げる上で相当有効です。

カフェや居酒屋、ランチなどの飲食は写真が表示される
整体院だったらスタッフの写真やお店の外観・内観
美容室だったらスタッフやヘアスタイルなど

そして写真を見て「ココ行きたい！」と思ってもらえれば、それだけで来店率
が高まります。

つまり写真はイメージ作りに最適なわけです。
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2.写真と動画（逗子 カフェ）
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2.写真と動画（逗子 美容室）
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3.口コミと返信

口コミと返信は重要です。

ライバルA店：口コミ7件→1位
ライバルB店：口コミ20件→2位
ライバルC店：口コミ8件→3位
自分のお店：口コミ50件→4位

みたいな状態になってるとしたら、
その口コミは間違った口コミの入れ方をしています。

なので、できる限り自作自演での高評価はやめたほうが良いでしょう。

グーグルローカルガイドについて
https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=k5G6N3tKnQs

https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=k5G6N3tKnQs
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3.口コミと返信
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4.反応率

反応率も重要な要素だと考えられます。

詳細
電話
経路案内
ウェブサイトの訪問
リストに保存
などですね。

Googleはここの情報もすべて取得しているので、これらの情報によ
って「より電話予約につながりやすいお店」や「ウェブサイトの訪問
率が高いお店」は上位表示されやすくなるのではと思われます。
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5.店舗情報

店舗情報は正確に、詳細な情報を入れることが重要です。

まず大前提として、ホームページ、
Googleマイビジネス、SNSでの表記は統一しましょう。

ビジネス名称（お店の名前）お店の名前は正確な表記を入れます
。

営業日、営業時間は常に最新版にしておきましょう。
たまに「営業中」と記載されているのに、
行ってみたら閉まってた…となると一気に信頼を失います。

所在地（距離）所在地は番地や号の表記に気をつけて入力しまし
ょう。
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6.被リンク

ホームページへの被リンク（誰かが紹介記事を書いたり、
ホームページへのリンクを貼ってくれる）は変わらず重要です。

特にアクセス数の多いブロガーなどの被リンクがもらえれば、それ
だけでSEO・MEOの評価が上がる可能性が高いです。

被リンクが少ない場合は、
被リンクを増やすための対策をしても良いと思います。
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6.被リンク
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7.サイテーション

サイテーションはネット上にあるあなたのお店に関連する
発言のことです。

ブログ、Twitter、インスタグラム、Facebook
などであなたのお店に関する発言が多ければ多いほど、
信頼性が高まる傾向にあります。

基本的な考え方としては

サイテーション＝話題になること
なので、話題になるようなサービスを提供するか、SNS投稿をし
てくれた人に特典を付けるなどの対策をしてもいいと思います。
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8.関連性

関連性は「お店に関する情報量が多ければ多いほど見つけて
もらいやすい」というものです。

例えば営業日時や席数、予約方法、お店の特徴などは細かく
多くの情報をGoogleに提供することが重要です。また
Googleは同じ情報が複数あったほうが信頼しやすい傾向に
あります。

「関連性を高める＝関連性があることがわかるようにするこ
と」なので、ホームページとGoogleマイビジネス、SNSな
どの情報も表記を統一してまとめておきましょう。
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３.・・・クライアント事例と結果の共有
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実施報告

実例紹介（iPhone 修理）
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実施報告

実例紹介（iPhone 修理）
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実施報告

実例紹介（iPhone 修理）
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実施報告

実例紹介（iPhone 修理）
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実施報告

実例紹介（iPhone 修理）
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実施報告

実例紹介（iPhone 修理）
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実施報告

実例紹介（iPhone 修理）
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実施報告

実例紹介（iPhone 修理）
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実施報告

実例紹介（キックボクシング）
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実施報告

実例紹介（キックボクシング）
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実施報告

実例紹介（キックボクシング）
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実施報告

実例紹介（キックボクシング）
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実施報告

実例紹介（キックボクシング）
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実施報告

実例紹介（キックボクシング）
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実施報告

実例紹介（キックボクシング）
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実施報告

実例紹介（キックボクシング）
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まとめ

・グーグルの検索しているユーザーの意図を読み取って
検索結果を変えているため、そのアルゴリズムに乗っ取った施策が必要

まとめ

広告費用対効果が最大限に発揮され、売上が最大化していく！！

・店舗ビジネスにおいて、MEOはもはや必須。掛け合わせで
リスティング広告も行うことで費用帯効果が最大限に発揮される

・今すぐ行える施策として写真、口コミ、投稿、タイトルと内容の充実

・商標やサービス名以外のキーワードからの流入を狙うための
リサーチなどが必要
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最後に
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WINNINGFIELD（ウィニングフィールド）の強み

WINNINGFIELD（ウィニングフィールド） 4つの強み

Copyright (C) WINNINGFIELD.LTD.All Rights reserved 

他社に負けない
価値提供に対する
格安料金体系

圧倒的なPDCA
サイクルを回す
スピード

徹底的な
商材および
顧客リサーチ

クライアント
ファーストの
柔軟な対応

“『価格・スピード・質・サポート』”の4項目において 他社のどこにも負けない
と自負しております。特に徹底的なマーケティングリサーチにおいてはお客様のビ
ジネスにおいて複数の切り口の選定とニーズ＆ウォンツの深堀りを行い、LPへの
コンテンツ反映とWeb広告の運用効果で高い満足度を維持しています。
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ご案内：サービス

Copyright (C) WINNINGFIELD.LTD.All Rights reserved 

◆提供サービス内容
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ご案内：サービス

Copyright (C) WINNINGFIELD.LTD.All Rights reserved 

◆Web広告運用代行 （リスティング広告、SNS広告）
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ご案内：サービス

◆Web広告運用代行 （リスティング広告、SNS広告）
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ご案内：サービス

Copyright (C) WINNINGFIELD.LTD.All Rights reserved 

◆SEO＆MEO施策



081

Webコンサルティングサービス

◆総合Webディレクション・コンサルティングサービス

◆Web担当者・業務インハウス支援

弊社がご提供するWebコンサルティングサービスは大きく分けて2つのプラン

Web広告・SEO対策・サイト解析・その他
制作物にまつわる、Webからの売上を最大化
させるための戦略立案、戦術や四半期ベース
の数値改善

貴社のWebディレクター＆総括マネージャーに
なってWebからの売上を上げるために

働くイメージです！

現在社内にいらっしゃる担当者をWebコンサ
ルタント並みに育てて、将来的に社内でWeb
の販促・プロモーション、制作や広告運用な
どが出来て、戦略立案、数値改善のスキルを
付けてもらうプランです。

貴社のWeb担当者を期間を設けて習得させて
どのように育てるのか？

教育係の上司を付けるイメージです！
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あなたの顧客を紹介してください！

ご紹介＆共同運用プラン

Copyright (C) WINNINGFIELD.LTD.All Rights reserved 

ご紹介頂いた顧客が先ほどお伝えしたFB広告運用代行サービスをご契約した場合、
運用手数料の3割を継続的にお支払しつつ、広告アカウントを共同で管理・運営しながら
どのようにターゲティング、メンテナンス、画像クリエイティブを選定しているかなど

一緒に学びながら実践できるプランです。

顧客とのフロント（応対や交渉など）は紹介者、
バック（広告運用管理）は弊社というイメージ


