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Googleマイビジネス（GMB）APIのリリースにより、Google
は最大の変化をローカル検索にもたらしました。Google
マイビジネスAPIは、あらゆる規模の企業がGoogle検索、
Googleマップ、Google+、Waze、広告やGoogle Homeでの
ビジネス情報を更新するための画期的な方法であり、検索
時に表示される情報をビジネスオーナーがコントロール
しやすくなったおかげで、お客様が検索した際に、ビジネス
オーナーが確認済みの正しい情報を提供することができま
す。

このガイドは、以下の3つセクションに分か
れています。
1. Googleでビジネスオーナーを確認する方法

2. GoogleマイビジネスAPIについて知っておくべきこと

3. YextでGoogleビジネスリスティングを管理することが成
功につながる理由

はじめに

1 SEO Tribunal

日々、56億件以上の検索が行われる1Googleは、世界でもっ
とも優れた検索エンジンと言えるでしょう。また、Googleは
ローカル検索や地図アプリとして人気のGoogleマップも提
供しており、モバイルユーザーへの依存が高まる企業にとっ
て、Google上で正しい情報を提供できるか否かでビジネス
の成功が左右されるといっても過言ではありません。

2014年以降、Googleマイビジネス (GMB)はGoogle検索、
Googleマップ、Waze、広告でローカルビジネスに関する公
式な情報を手動で管理する手段を提供してきました。今で
は、Google Homeがこれに含まれています。GMBでは、ビジ
ネス情報の追加やビジネスオーナーの確認、営業時間や属
性などのリスティング情報の編集、広告を最適化するため
の分析などが行えます。

Googleでビジネス情報を
登録する方法
Googleマイビジネス (GMB）を通じてビジネス情報を登録することは、Googleでビジネスに関する正しい情報を管理するた
めの第一歩です。GMBにアクセスするにはGoogleアカウントが必要であり、Gmailアカウントをすでにお持ちの場合は、その
アカウントを使用してログインできます。また、アカウントを新規作成することも可能ですが、いずれにしてもビジネスに関連
するアカウントを選択する必要があります。ビジネスオーナーの確認プロセスは、拠点数が10未満、それ以上かによって少し
異なります。

http://www.yext.co.jp
https://support.google.com/business/answer/2911778?hl=ja
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10拠点未満のビジネス情報

1. ビジネス情報の追加／ビジネス
オーナーの確認
GMBでビジネス情報を登録するには、GMBダッシュボード
にアクセスし、ビジネス名と住所を入力して検索します。ビ
ジネス名が検索バーに自動入力される場合は、そのリス
ティングをクリックします。ビジネス名が表示されない場合
は、情報を入力します。

住所入力に関するガイドライン*
住所をすべて正確に入力します。

例:  
港区新橋5-1-9  
銀泉新橋第2ビル8F

正式な情報のみを含めます。横断歩道や付近のランドマーク
など、正式な住所の一部でない情報を含めた場合、Google
マップ上でロケーションを特定することが難しくなる可能性
があります。ビル名や部屋番号は、町名や番地と分けて住所
入力欄の2段目に入力できます。

*出典：Google

http://www.yext.co.jp
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お客様のビジネス拠点でハガキを受け取る担当者を、少なくとも、お一人指定してくださ
い。オーナー確認に失敗するケースで多いのは、電話番号の間違い、呼び出し時の不在、ハ
ガキの紛失、宛先の間違いです。

2. ビジネスオーナーの確認
ビジネス情報の選択または入力が完了したら、Googleと情報の正確性を確認し、自分がオーナーであることを確認する必
要があります。

ビジネスオーナーの確認には4つの方法があります。ビジネスの規模によって選択できるオプションは異なります。

ビジネスオーナーの確認方法：オーナー確認するローカルビジネスを選択し、[今すぐ確認]をクリックします。  
注：メール、電話または即時確認のオプションがあるビジネスのみを選択します。

a. 郵送での確認
 • [郵送]をクリックし、確認用のハガキがビジネスオー

ナー宛てに郵送されます。

 • ハガキが届いたら、ハガキに記載された確認コードを
GMBダッシュボードに入力します。

b. 電話での確認
 • お客様のビジネスが電話での確認に対応している場合

は、オーナー確認をリクエストするときに[電話での確
認]オプションが表示されます。

 • 確認コードを伝える電話を会社の電話番号で直接受け
られること、または自動メッセージで電話にコードを送
信できることを確認します。[電話での確認]をクリックし
ます。

 • メッセージで流れた確認コードをGMBダッシュボードに
追加します。

c. メールでの確認
 • メールでの確認に対応している場合には、オーナー確

認をリクエストするときに[メールでの確認]オプション
が表示されます。

 • 確認画面に表示されるメールアドレスにアクセスできる
ことを確認し、確認オプションの一覧から[メール]をク
リックします。

 • 確認のメールの[確認]ボタンをクリックします。GMBダッ
シュボードでメールに記載されているコードを入力する
こともできます。

d. 即時確認
 • Google Search Consoleにより、ウェブサイトが確認され

ている場合は、すぐに確認できます。

 • ウェブサイトの確認の際に使用したアカウントでGMBに
ログインしてください。

http://www.yext.co.jp
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10拠点以上のビジネス情報

10拠点以上の場合は、一括でビジネスオーナーの確認を
行うことができます。一括での確認とは、手動でのビジネス
オーナー確認（ハガキ/電話による確認）をせずに、ビジネス
情報の更新や新規でビジネス情報の追加ができるプロセス
です。この方法では、更新内容が数時間以内にGoogleで公
開となることもあります。

一括でビジネスオーナーを確認できるのは、同一のビジネ
スアカウント内で10拠点以上のビジネスを有する場合に限
られ、以下の6項目を入力する必要があります。

 • ビジネス名

 • ビジネスの所在国または地域

 • 担当者名

 • 電話番号

 • ビジネス管理者のメールアドレス

 • Googleアカウントマネージャーのメールアドレス

一括確認のリクエスト方法：

 • GMBロケーションのダッシュボードへ移動します。

 • 右上隅にある[オーナー確認]アイコンをクリックします。

 • オーナー確認フォームに連絡先情報を入力します。

 • 連絡先メールアドレスをウェブサイトと同じドメインに
設定すると手続きが早く完了します。

フォームを送信すると、Googleのオーナー確認チームが
入力された情報とアカウントのデータを確認し、一括オー
ナー確認の対象となるビジネスかどうか、連絡の窓口がビ
ジネスの正式な代表者であるかどうかを確認します。また、
すべてのロケーションまたは一部のロケーションが入力さ
れた住所や電話番号の場所に実在するかどうかも確認しま
す。これには、1週間～数週間かかることがあります。

http://www.yext.co.jp
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GoogleマイビジネスAPI 
について知っておくべき情報

2015年12月、GoogleはGMB APIをリリースしました。これ
により、Yextのような認定データプロバイダーは、情報を直
接、Googleに送信することができます。GMB APIが導入され
る以前は、確認済みのビジネスオーナーが、手動でGoogle
上の自社のビジネス情報を更新するか、スプレッドシートを
使って一括更新するしかありませんでした。

GMB APIの導入とその後の機能強化により、Googleは、企
業が簡単にビジネスに関する情報を更新することで、実際
のビジネスの内容をリアルタイムで反映できるようにする
ための取り組みを継続しています。今日、スマートフォンを
活用する消費者の多くがGoogleを利用するため、より適切
で正確な情報が求められています。Googleは、GMB APIに
より、ビジネスオーナーが消費者の高い期待に応えられる
ようにしました。

また、ビジネスオーナーは、GMB API経由でGoogleに自社
の公式な情報を提供することができます。それまでGoogle
は、検索で表示される情報をクローリングや第三者デー
タ、手動で送信されたデータを利用して追加していました。
GMB APIのリリースにより、このアプローチは全面的に変わ
り、確認済みのビジネスオーナーは、自社のビジネスに関す
る公式な情報をGoogle上で管理できるようになりました。
これにより、クローラー、その他の第三者から得たデータに
より消費者が混乱する可能性が低減されています。

消費者に正確な情報をリアルタイムで提供することは、企
業、Google、消費者にとって大きなメリットがあります。ま
た、こうしたデータは、Google検索、Googleマップ、Google
広告から構成されるGoogleのエコシステムにおいて欠か
せない要素でもあります。

http://www.yext.co.jp
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YextでGoogleビジネスリス
ティングの管理をする
GMB APIにより、Googleでのビジネス情報（リスティング）の
更新に通常必要であった手作業が不要になり、自動送信が
可能になります。ただし、とりわけ複数のロケーションにわ
たる情報の登録、更新、管理の複雑さを考慮すると、多くの
企業が、データ管理パートナーを通じてこのAPIを活用する
ことが想定されます。

Yextを利用すれば、企業の規模を問わず、ウェブサイト、モ
バイルアプリ、内部システムなどに分散している自社の公
式な情報を管理することができます。このデータをYextの
Knowledge Graphに集約することで、ビジネスに関する公
式な情報を150以上のマップ、アプリ、検索エンジン、音声ア
シスタント、GPSシステム、ディレクトリなどから構成される
Yextの広範なネットワークに公開することができ、このネッ
トワークには、GoogleだけでなくAmazon Alexa、Apple 
マップ、Facebook、TripAdvisor、Bing、Yahoo、Baiduなど、
世界中の消費者が日々利用する多数のサービスも含まれ
ています。Yextプラットフォームでの更新内容は、リアルタイ
ムでGMBにプッシュされ、Googleはそこから、その情報を
Google検索、マップやWazeなどと数分以内に同期します。

つまり、手動での変更作業の時間が短縮され、営業時間な
どの重要なビジネス情報に変更があった場合に素早く更
新できるようになり、消費者が検索するあらゆるチャネルで
表示される情報を最新でかつ、一貫した状態に保つことが
できるのです。YextとGMBアカウントとの同期は数分で完了
し、顧客体験やブランド認知度の向上、新規顧客の獲得や
売上の拡大など、様々な面で連携による効果を実感できま
す。

 

 「Yextがなければ、Google全体で営業時間を更新する手立てはありませんでした。今ではYextを利用し
て、お客様のコミュニティに、近隣の店舗に関する最新情報をリアルタイムでお届けできています。また、
Googleに加えてYextのKnowledge Networkと連携させることで、新規の顧客やコミュニティにリーチす

ることができました。」

 ファリン ウェイナー氏 
マーケティングおよびブランド戦略担当上級副社長

http://www.yext.co.jp
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YextとGMB APIとの連携はクラス最高レベルであり、以下のような機能により、マーケティング、経営、企業戦略を最適化する
機会を提供します。

Googleビジネスリスティングの管理
 • 名前、住所、電話番号、カテゴリ、ウェブサイト、写真、特

別な営業時間など、ビジネスに関する公式な情報をリ
アルタイムで更新できます。

 • ビジネス属性に関する詳細（新患受け入れ、無料Wi-Fi
提供、予約受付など）、レストランのメニューURLなどを
追加できます。

 • 検索結果に常に正確なレストランのメニュー情報が表
示されるかを確認できます。

YextでのGoogle拡張機能の活用
 • Yextから直接、Google検索クエリ、検索件数、マップ閲

覧数、お客様のアクション数、通話回数、運転距離の分
析（日別および拠点全体）を測定し、マルチロケーション
戦略を最適化できます。

 • Yextの「パブリッシャーからの提案」という機能を使用す
ると、Google上の自社リスティングに関する消費者から
の編集提案を検知し、Yextプラットフォーム上から直接
対応できるようになります。

 • Google上のすべての口コミ（レビュー）をひとつのダッ
シュボードに統合し、ロケーションや評価別にフィルタ
リングして、Yext プラットフォームから直接、返信でき 
ます。

 • Google上で消費者から寄せられる自社ビジネスへの
質問をモニタリングして返信を行い、すでに回答済みの
内容をよくある質問（FAQ）として公開できます。

パートナーシップの活用
 • 問題発生時には、Yextがお客様に代わってGoogleチー

ムにエスカレーションします。

 • ビジネスオーナー確 認の一 括 承 認、無 効 なロケー
ションや間違った閉店店舗などの問題を素早く解決し
ます。

検索結果に表示されるビジネス情報
の一貫性を提供

 • ビジネスに関する正確かつ一元的な情報ソースと150
以上の検索サービスから成る堅牢なネットワークを活
用することで、ブランドの一貫性を促進します。

消費者が購買意識が高い瞬間に消費
者にアプローチ
マップ、アプリ、検索エンジンなどから構成される最大のエ
コシステムに加え、堅牢な製品プラットフォームとGMB API
連携が、Yextの強みです。Yextの活用により、企業はビジネ
スに関するあらゆる公開情報を管理し、広範なサービス
ネットワーク全体を通じて、クラウドベースの一元化された
プラットフォームから消費者からの質問に正しい情報（答
え）を提供できるようになります。

http://www.yext.co.jp
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次のステップ
ドローンでの配達や自動運転の自動車が実現し、消費者の
モバイルシフトがますます進む将来を見据えて、Googleが
ビジネスに関する公式な情報のコントロールを本来の所
有者であるビジネスオーナーの手に委ねるようになったの
は当然のことです。こうした変化により、あらゆる規模の企
業に対し、顧客体験の向上や業務効率化、トラフィックの増
加をもたらします。

構造化データのパイオニアとして、Yextは企業がGMB APIに
よってもたらされるメリットを最大限享受するため、ご支援
いたします。

http://www.yext.co.jp


これからの検索に求められるものは、結果の「候補リスト」ではなく、消費者の要求への「答
えそのもの」です。Yextは、あらゆる検索サイト、マップ、SNS上での正確な情報発信を可能に
するプラットフォームを提供しています。Yextは、営業時間、サービス、ロケーション、メニュー
やイベントなど、企業の正しい情報を集めた信頼できる唯一の情報源を提供することによ
り、検索する消費者に「正しい答え」を届けることを可能にします。タコベル、マリオットホテ
ル、ジャガーランドローバーを始めとする世界の名だたる企業がYextプラットフォームを活
用し、消費者が求める正しい情報を提供することで、ブランドエンゲージメントを高め、売上
げを伸ばしています。Yextの使命はPerfect Answers Everywhereを実現することです。

Yextはこれまで、Fortune誌のBest Place to Work、Great Place to Work®、さらにBest 
Workplace for Women賞に輝いています。Yextは本社をニューヨークに、支社をアムステル
ダム、ベルリン、シカゴ、ダラス、ジュネーブ、ロンドン、マイアミ、ミラノ、パリ、サンフランシス
コ、上海、東京、ワシントンD.C.に構えています。

詳細はyext.co.jpでご確認ください。

http://www.yext.co.jp
http://www.yext.co.jp
http://www.yext.co.jp

