店舗・拠点を

持つ企業に必要な

7

検索対策

つの

ユーザーに正しい情報を届けるには

はじめに

インターネットでの検索はますます身近に、そして多様になる一方です。この 10 年

で検索エンジンが大きく進化し、スマートフォンも急速に普及しました。そうした

中、お客さまにいかに自社の情報を見つけてもらえるかが、店舗を展開する企業に
とって大変重要になっています。

店舗・拠点を
持つ企業に必要な

7

つの

検索対策

地域名と目的をかけ合わせた
キーワードでの検索

ユーザーの 7 割が「企業のホームページ」以外で情報取集する時代に、企業やブラ
ンドがユーザーに情報を届けるために知っておくべき 7 つのことを、Yext（イエ

クスト）の清水 真理氏が解説します。

ユーザーのお店の探し方が変化
最近では、
「新宿

ドラッグストア」
「渋谷 ランチ」など「地域名と目的」をかけ合わ

せたキーワードでの検索が当たり前になり、検索結果には地図が表示されるように
なりました。検索エンジンも私たちユーザーの期待に応える形でどんどん進化して

います。そして、マップ、SNS、口コミサイトなどの様々なデジタルサービスを行き

来して、お店を探すことも増えています。こうして、お店の探し方が変わってきた

中で、ユーザーが検索した時に自社の情報を確実に届けられることが、企業にとっ

て大変重要になっています。なぜなら、検索した時に自社の情報が出てこなければ、
他社にユーザーを奪われてしまうことにもなりかねないからです。

お店を利用する訪日外国人の増加

また、訪日外国人の増加により、外国からのお客さまも店舗にとって重要となってきま

した。新型コロナウイルス感染症の終息後には外国からのお客さまにも対応できるよ
う、各国で使われる検索エンジンやマップ、SNS、口コミサイトなどに各国の言語で情

報を届け、興味を持ってもらうことが大切です。なぜなら人々が情報収集するチャネル

やサービスは、国によって意外と異なるからです。
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店舗・拠点を
持つ企業に必要な

「検索」
のためのプラットフォームが必要

このように検索の方法が多様になり、テクノロジーも進化する中で、インターネッ

ト上にある自社に関する情報を企業が全て掌握し、管理するのは簡単なことではあ

検索サービス

消費者

Apple

検索した時に正しい情報を提供する
ラットフォームを提供しています。

音声検索

検索エンジン、マップ、SNS、口コミサイトなどでは、インターネット上の情報を集

めて表示しているので、必ずしも正確な情報が表示されているとは限りません。そ

Yext は、検索エンジンやマップ、SNS、口コミサイト上の情報を正しい情報に一括で
更新し、店舗情報を充実させることができます。日本でもすでに株式会社 JTB、株式

会社日比谷花壇、株式会社三井住友銀行、ヤマト運輸株式会社、株式会社トリドール

ホールディングス（丸亀製麺）などが Yext を導入し、効果を上げています。

どこで検索しても

来店

企業の正しい情報を

中国の検索エンジン

携し、それらに一括で情報発信することができます。

れない場合もあります。

探せば必ず見つかる

提供

Google などの世界 150 以上の検索エンジン、マップ、SNS、口コミサイトなどと連

のため、店舗名や住所、営業時間などの間違いも多く、検索しても店舗情報が表示さ

検索対策

Google

それが今、Yext（イエクスト）が注目される理由です。

Yext は、Fortune 500 の半数近くの企業が採用している「検索」専門のクラウドプ

Yext

プラットフォーム

自社に関する情報を一元管理し、ユーザーが日本人でも、外国人でも、どんな方法で
く活用することが効果的です。

つの

様々な検索エンジン、マップ、SNS、口コミサイトなどを通じて
適切な情報を発信するYextプラットフォーム

りません。

検索しても、自社の情報を届けるようにするには、専門のプラットフォームをうま

7

いろいろな探し方で
見つかる

次ページ以降では、最新の検索トレンドを詳しくご紹介しますので、集客を最大化す

るヒントをぜひ見つけてください。新型コロナウイルス感染症のような緊急事態や

災害時でも Yext は情報を一括で更新し、ユーザーに正しい情報をリアルタイムに届

けることができるので、危機管理対策のインフラとしても有効です。お気軽にご相談・
お問い合わせください。
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「地域名＋目的」で検索するユーザーが
TREND 1 急速に増えている
今や検索手段の 7 割がモバイルだといわれています。そして、Google によると、

1/3 以上のスマートフォンでの検索が「新宿 ドラッグストア」などの地域名と目的

をかけ合わせたキーワードでの検索になっています。

店舗・拠点を
持つ企業に必要な

7

つの

検索対策

Google で「地域名＋目的」と検索した時に
表示されるページのクリック率

ユーザーは Google 検索エンジン（Google マイビジネス）や Google マップ上で予

約や電話、営業時間、経路の確認などができるので、お店を探す際に企業のホーム
ページを訪れる必要がなくなっています。

適切なMEO対策でユーザーの目に留める

広告

14%

こ う い っ た Google 検 索 で 自 社 の 情 報 を 表 示 さ せ る に は、MEO（Map Engine
「近くのドラッグストア」
「渋谷 ラン
Optimization）対策が必要です。MEO とは、

チ」などのように特定の地域に関連した検索で上位に表示されるように最適化を行
うことです。
試しに「新橋

ローカルパックの
クリック率が高い

居酒屋」と検索してみてください。右図にあるように地図の下に 3 件

だけ、店名や写真、住所が表示されます。これをローカルパックと呼びます。このロー

カルパックに店舗情報が表示されることで、ユーザーに見つけてもらいやすくなり
ます。

ローカルパックに表示さ

MEO

32%

れることで露出が増え、
店舗集客を強化できる

SEO

（オーガニック） 【出典】BrightLocal,

29%

“Local Services Ads Click Study” ,
https://www.brightlocal.com/learn/
local-services-ads-click-study/
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店舗・拠点を
持つ企業に必要な

Column

MEO 対策のポイント

ローカル検索結果の改善に有効なサイテーション

「新宿 ドラッグストア」のような特定の地域に関連した検索のことをローカル検

7

つの

検索対策

Google 検索での MEO と SEO の違い

索と呼びます。

ローカル検索結果の改善に有効なのが「サイテーション」です。サイテーション

とは、言及や引用という意味で、店舗情報がマップ、SNS、口コミサイトなどで、

どれだけ言及されているかを示します。このサイテーションの数が多ければ多

いほど、Google から高く評価され、ローカルパックに表示されやすくなるとい
われています。

サイテーションを増やす第一歩は、マップ、SNS、口コミサイトなどの様々なチャ

MEO

ローカルパックの
店舗情報の表示

ネルに対して、統一された正しい情報を提供することです。

SEO（検索エンジン最適化）は、自社のホームページを検索で上位に表示される
ようにすることです。その一方、MEO（マップエンジンの最適化）は、特定の地
域に関連した検索でローカルパックに店舗情報を表示されるようにすることで

す。

SEO

ホームページの
リンク表示

MEO 対策に効果的な Yext

Yext は、Google はもちろん、国内外のあらゆる検索エンジンやマップ、
SNS、口コミサイトなどに店舗や拠点に関する正しい情報を一括配信するこ
とができます。その結果として得られるサイテーション効果により、Google
検索で店舗情報がユーザーに見つけられやすくなります。
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ユーザーの 7 割は検索エンジンやマップ、
TREND 2 SNS などでお店を探している

店舗・拠点を
持つ企業に必要な

7

つの

検索対策

お店を探す際に企業のホームページで調べることは減っており、ユーザーの 7 割は

検索エンジンやマップ、SNS、口コミサイトなどで情報収集しているという調査結

果があります。

以前ならば企業のホームページを訪れなければ得られなかったような情報も、そう
いったデジタルサービスからユーザーが直接得られるようになっているからです。

様々なデジタルサービス上の
店舗や拠点の情報を充実させる

企業やブランドに関する情報は、
企業のホームページに行かずとも
検索エンジン、マップ、
SNS などで入手できる

ユーザーは検索エンジンやマップ、SNS などの様々なサービスやアプリを行き来し

ながら情報収集しているので、それらのデジタルサービスでユーザーが検索した時

に店舗や拠点に関する「正しい情報」を届けることでブランド認知を高めることがで

きます。

さらに、ユーザーが求める情報をそれらのサービスで充実させることで、検索にヒッ

トしやすくなります。

73% のトラフィックが

新たなチャネルへ流れています

事業ロケーション 20,107 件を対象に Yext が行った調査（2017 年 2 月）
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TREND 3 インターネットには誤情報が多い
検索エンジンやマップ、SNS、口コミサイト上の情報は、自社ホームページの情報を

正しく更新していたとしても、それが反映されるわけではありません。

なぜなら、検索エンジンやマップ、SNS、口コミサイト上の情報は公式な内容とは限

店舗・拠点を
持つ企業に必要な

7

つの

検索対策

ヤマト運輸株式会社

らず、インターネットから集めた情報を反映している場合が多いからです。そのた

宅急便を送ろうとしたお客さまが、Google をはじめとする検索エンジンで最寄

場合もあります。

仮に最寄りが表示されていても、情報が正しくない例がありました。実感として

め、店舗名や住所、営業時間などの間違いも多く、検索しても店舗情報が出てこない

また、ユーザーがアップロードした不適切な写真が掲載されることもあり、これは

りの店舗を探すと、最寄りではなく少し離れたところにある店舗が表示されたり、
は、1 割ほどが正しくありませんでした。

ブランディング面でもマイナスです。最近では、悪意のある情報改ざんも珍しくな
くなっています。

店舗や拠点に関する
正しい情報を発信する

ユーザー向けの情報提供が検索エンジンやマップ、SNS、口コミサイト上で不正確で

あることは、ユーザーに対してマイナスの顧客体験を提供していることになります。
情報が不正確であることで機会損失をしている、客離れを招く可能性もあります。

インターネット上に自社についての正しくない情報があふれているのなら、企業は正

しい情報を積極的に出していく必要があります。ユーザーがどのデジタルサービスを
利用しても店舗や拠点に関する「正しい情報」を提供できるようにすることが大切な

のです。

Yext 導入前は、Google のストリートビューの写真が掲載され、ブランドイメージの毀損に
もつながっていました。Yext 導入後は、店舗名を正しいものに更新し、コーポレートサイト
にある写真に統一することができました。
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ユーザーからの口コミが
TREND 4 予約や来店に大きく影響
検索エンジンやマップ、SNS、口コミサイトなどに書き込まれるユーザーの口コミ

が予約、来店に大きく影響する時代になりました。特に若い世代では 9 割以上の人

が口コミを参考にしているというデータもあるほどです。また、あまり知られてい
ませんが、口コミは検索結果にも影響を及ぼします。Google は位置情報や営業時

店舗・拠点を
持つ企業に必要な

7

つの

検索対策

株式会社ワンダーテーブル

間、口コミなどを重視した検索結果を上位に表示するようになり、口コミの評価が

実際に来店されたお客さまのコメントを見た第三者の方が来店し、さらにコメン

均で 18% の増収をもたらすポテンシャルがあるとする調査もあります *。

を入れなくてはならないと感じました。

高まれば結果的に検索で上位表示されるようになるからです。また、口コミには平

トするという循環が生まれていました。私たちはそうしたコメントへの返信に力

*2016 年 eConsultancy による調査

複数サイトの口コミを一元管理

いくつもあるサイトのユーザーの書き込みをチェックするために、企業や店舗は時間

も労力もかけられません。その課題を解決するために Yext では様々なサイトにある

口コミをモニタリングし、一元管理できる機能を提供しています。口コミの内容や評
価の確認、口コミへの返信も Yext プラットフォームひとつでできます。

口コミへの返信を強化することで店舗の評価をさらに高めたり、ネガティブなコメン

トをポジティブに変えたりすることもできるのです。それが、検索結果の上位表示に
も良い影響を与えます。
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TREND 5 ユーザーの検索意図
（インテント）
を読み取る
検索の大半は、
「3 つ以上のキーワードの組み合わせ」になっているともいわれてい
ます。例えば、
「中古車

査定

買取」
「リゾート

挙式

人気」といった具合です。

これは、検索エンジンが進化し、単一キーワードだけでなく、ユーザーの「検索の意

店舗・拠点を
持つ企業に必要な

7

つの

検索対策

検索キーワードの組み合わせ

図（インテント）」をより理解するようになり、複数のキーワードの組み合わせに対
しても検索エンジンが具体的な答えを返すようになったからです。

右図のように 3 つ以上のキーワードでの検索は、単一ワードに比べてユーザーの検

索意図や目的が明確であるため、購買意欲が高いユーザーが多く、トランザクショ
ン（電話、予約、来店など）に繋がる可能性が高くなります。

ユーザーに見つけられやすい
Webページを作る

構造化の概念

そういった購買意欲が高いユーザーにリーチするためには、ユーザーの検索意図を理

解し、それを踏まえて Web ページ（ランディングページ）を最適化することが必要で

す。それには検索意図にマッチした、ユーザーが求める情報をきちんと Google の検

索エンジンに伝えることが重要です。よくあるのが、Web ページ内に情報量は豊富

なのに、ユーザーが検索しても、その情報が表示されないことです。それは、Google

にそれらの情報をきちんと伝えられていないことで起こります。解決するには、Web

ページ内にあるユーザーが求める情報を Google に理解してもらえるよう、Web
ページを構造化 * し、Google に評価されやすくします。

* 構造化とは、Google にサイト内に「どんな情報が書かれているのか」を認識させる HTML の記述方法のことです。

Yext では、ユーザーの検索意図を踏まえた構造化ページの構築サービスをご提供し
ています。ユーザーに見つけられやすい Web ページを作成することができます。

構造化されていない場合、明確に営業時間、電話番号だと定義することは難しいのです。そ

こで、“営業時間” や “電話番号” という情報の「意味」を Google に明確に伝えてあげましょう

というのが構造化の考え方です。
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店舗・拠点を
持つ企業に必要な

株式会社 JTB
Google に店舗ページ内にある正しい情報を理解してもらえるよう、Yext を活用
して検索エンジン用に構造化したデータを実装しました。Yext なら店舗情報を

一元管理しながら、構造化データに対応した店舗ページを自動生成できます。検
索エンジンからの店舗ページへのクリック、架電・来店などのコンバージョン率

TOPIC

7

つの

検索対策

新型コロナウイルス感染症などの緊急事態、
災害対応、店舗メンテナンスにも有効な Yext

Yext なら、自社ホームページ、検索エンジン、マップ、SNS などの様々なデジ

タルサービス上の店舗情報の変更を一括で行うことができます。急な店舗情

報の変更にも一括対応できるので、正しい情報をユーザーへリアルタイムに
届けることができます。

は、合わせて約 1.6 倍に増加しています。

1

営業時間やサービス内
容の変更、一時的な臨時

休業などの店舗情報を、

Yext を通じて一括更新
しましょう。

3

外 食の場合は、Google

マイビジネスの属性情報

欄を使用して「イートイ

ン、テ イクアウト、宅 配

可能」などのサービス情

報 を 提 供 し ま し ょ う。

ユーザーが検索した時に、

その情報が分かりやすく

Yext 導入後は Web ページが構造化されたことでユーザーが求める情報が Google に伝えら

れ、検索で表示されやすくなりました。

表示されます。

2

Google のローカル投稿や
Facebook の 投 稿 を 活 用

して、新型コロナウイルス
感染症対応における最新
情報を提供しましょう。

4

各店舗ページに臨時休業や重

要な情報を告知しましょう。

5

消費者からの質問に回答する

のに役立つ FAQ ページ（検索

意図を踏まえた構造化ペー

ジ）を構築しましょう 。
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TREND 6 お店を利用する外国人の増加

店舗・拠点を
持つ企業に必要な

7

つの

検索対策

JNTO（日本政府観光局）が 2020 年 1 月に発表したところによると、2019 年の訪日
外国人数は前年比 2.2% 増の約 3190 万人でした。これは統計を取り始めた 1964 年以

来最多となる数字だそうです。中でも、中国からの訪日客は増え続けています。中

国では政府によるインターネット検閲が存在し、日本では当たり前に使われている

Google や Facebook などへのアクセスは基本的に遮断されています。中国から
のお客さまに対しては、Google 上で情報発信をしても､ほとんど伝わらないのが現

訪日外国人の割合

状です。

外国人が利用しているマップやSNSに
情報を届ける

」や自国のマップ
中国人の多くは、検索をする際､自国の検索エンジン「Baidu（百度）

」
、自国の SNS「WeChat」などを使っています｡特に Baidu
「Baidu Map（百度地図）

Map は､ 中国国内でのマップのシェアが約 70% を占めているなど､圧倒的なシェアを
誇ります｡このように外国からのお客さまにリーチするには、その国で利用されてい

る検索エンジンやマップ、SNS、口コミサイトなどにその国の言語で情報発信をする

ことが必要なのです。利用されているデジタルサービスは国によって異なります。

Yext は、世界 150 以上の検索エンジンやマップ、SNS、口コミサイトと連携している

その他

中国

21%

タイ

4%
米国 5%

香港

7%

30%

アジア 4 カ国で

7 割を超える

台湾

15%

韓国

18%

ので、外国からのお客さまへの情報発信も容易にできます。
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TREND 7 音声検索の利用者の増加

店舗・拠点を
持つ企業に必要な

7

つの

検索対策

Google によると、世界中のモバイル検索の 5 件に 1 件は音声検索になっているとい
われています。AI（人工知能）スピーカーの出荷台数も世界的に伸びており、音声検
索の利用者は増加する一方です。特に欧米や中国ではすでに音声検索は当たり前の

ように使われており、日本でもさらに普及していくことは明らかです。こうした状
況に対応できるよう、企業は準備する必要があります。

音声検索の最適化（VSO）への
対策が不可欠に

VSO は Voice Search Optimization の略であり、日本語にすると音声検索の最適

化です。欧米や中国からのお客さまは日頃から使い慣れている音声検索でお店を探

すことも多いので、外国人のお客さまの対応には VSO 対策が不可欠です。また、音
声検索では「新宿駅のおすすめのイタリアンを教えて」
「Where is the best Italian

restaurant near me?」のように質問形式の検索になり、一問一答形式で答えを表示

するため一番最初に店舗情報が表示されないとユーザーに認知してもらえません。

Yext なら Google、Amazon、Apple の音声アシスタント、AI スピーカーに対応し

ており、音声検索を通じて適切で正しい情報をユーザーに届けることができます。
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チェックリスト

店舗・拠点を
持つ企業に必要な

7

つの

検索対策

ご紹介した検索対策 7 つの中で、あなたの会社で優先度が高いと思われるものに
チェックしてください。
TREND 1

「地域名＋目的」で検索するユーザーが
急速に増えている

→ 適切な MEO 対策でユーザーの目に留める（4、5 ページ）
TREND 2

ユーザーの 7 割は検索エンジンやマップ、
SNS などでお店を探している

→ 様々なデジタルサービス上の店舗や拠点の情報を
充実させる（6 ページ）
TREND 3

インターネットには誤情報が多い

→ 店舗や拠点に関する正しい情報を発信する（7 ページ）

TREND 5

ユーザーの検索意図（インテント）を読み取る
→ ユーザーに見つけられやすい
Web ページを作る（9、10 ページ）
TREND 6

お店を利用する外国人の増加
→ 外国人が利用しているマップや SNS に
情報を届ける（11 ページ）
TREND 7

音声検索の利用者の増加

→ 音声検索の最適化（VSO）の対策が不可欠に（12 ページ）

TREND 4

ユーザーからの口コミが予約や来店に大きく影響
→ 複数サイトの口コミを一元管理（8 ページ）

株式会社 Yext

TEL：03-5472-7631

