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ＭＥＯオートマチックのご紹介
（Map Engine Optimization)
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導入した方々の実績例（後ろのページに再掲）

貸切予約数が前月比233%達成
by  六本木 イタリアン

約2ヶ月で新規8件の大口見込客を獲得
by 渋谷 会議室

コスト65%OFFでリスティング広告以上の効果！
by 新大阪 ビジネスホテル

電話予約が最大40%増加
by 京都 居酒屋

月平均の新規顧客獲得数が20%増
by 港区 会議室

申込翌月に新規顧客15名獲得
by 銀座 エステ

自社サイトのPV数が320%増加
by 新宿 歯医者

このような効果を上げる可能性のある、新サービスをご提案させて頂きます。
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集客のために何をしていますか？

MEO

SEOリスティング
広告

雑誌広告 新聞広告

フリーペーパー
広告

DM送付
チラシ配布

雑誌・新聞記
事

メールマガジン
広告

メールマガジン
記事

世の中に集客のためのツール・メディアは多くあります。
何を使っていますか？ WEBや広告に月いくら予算を使っていますか？

3

ポータルサイト
登録
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今、効果を上げている”集客ツール”はありますか？それは何でしょうか？

MEO

SEO

リスティング
広告

雑誌広告

新聞広告
フリーペーパー

広告

チラシ配布

雑誌・新聞記
事

メールマガジン
広告

メールマガジン
記事

時代の移り変わりによって、以前効果をあげたものも効果が薄れていきます。
最新のWEB集客＆PRの手法の一つとして、“MEO”が存在しています。

認知 関心・欲求

ここにこんなサービスが
あるんだ！

サービス受けたい！
そこへ行きたい！

固定報酬

成果報酬

DM送付

ポータルサイト
（個別ページ）

ポータルサイト
（特集ページ）



5

「興味もつ」と「検索する」の両方効果で集客するツールがありました

「リスティング広告」と「SEO」が、ここ数年間、集客効果の高いツールとして急成長していました。
一方で、人気キーワードは金額が上がり、費用対効果の点で課題となり始めました。

知る
（Attention）

興味もつ
（Interest）

検索する
（Search）

行動(購入)する
（Action）

クチコミする
（Share）

リスティング広告

リスティン
グ広告

ＳＥＯ

＜従来＞
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しかし昨年から、検索エンジン（Google等）が、急変化しています

検索エンジン（Google等）の「急変化」をご存知でしょうか？
「”地域”＋業種」などのキーワードを入れると、地図が目立つ位置に表示されはじめました。
当社は、調査・テストを繰り返し、地図で上位表示させるための技術を開発しました。

知る
（Attention）

興味もつ
（Interest）

検索する
（Search）

行動(購入)する
（Action）

クチコミする
（Share）

リスティング広告

リスティング
広告

ＳＥＯ

＜現在＞

ＭＥＯ
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「地域＋業種」は、集客率が高く、検索エンジン対策が集客に結びつく時代。

ビジネスホテル

と、検索するユーザの気持ち、それは･･･

ビジネスホテルってどんなものがあるの

かな？運営企業はどこだろう？

一般的な情報収集が行われます

ビジネスホテル 新宿

と、検索するユーザの気持ち、それは･･･

新宿に出張だから、宿泊できるビジネス

ホテルを探そう。どこがいいかな？

宿泊という「訪問目的」の情報収集です

福岡 司法書士

と、検索するユーザの気持ち、それは･･･

起業するので会社設立の準備をしよう。

地元で評判の司法書士はいないかな？

店舗や事業所（以下、店舗）を探すために、まず「検索する」というお客さまが増えています。

「検索結果」に店舗があるかどうかが、集客に大きな影響を与える時代になってきました。

「地域＋業種」という具体的な検索ニーズに対して、『店舗（事務所）をPR』できます！

開業相談という「訪問目的」の情報収集です
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実際に計測すると、消費者の視線は、地図周辺に集中しています

WebEye手法で「地域＋業種」を検索するユーザの目線を調査したところ、
ユーザの目線は地図周辺に集中することが調査結果で表れています。

1.3秒後 3.3秒後 5秒後

視線が集中しています

徐々に視線が
下がっていきます。

WebEye手法によるアイトラッキング調査の結果（「イタリア料理 渋谷」で検索）

アイトラッキング機器で、赤外線を対象者の目の網膜に照射し、その反射を利用して画面上の目線の動きを測定した結果。
東京都渋谷区及び港区で、20歳から60歳未満の男女で実施。（株式会社アイレップ SEM総合研究所）
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「リスティング広告」や「ＳＥＯ」よりも高い効果が示されています

広告がクリックされる率を比較したところ、MEOの効果の高さも示されました。
つまり、リスティング広告等と同じお金をかけるなら、費用対効果はより高いです。

リスティング広告

リスティング
広告

CTRとは・・・Click Through Rate（クリック・スルー・レート）の略。クリック率。広告がクリックされた割合。
CTRが高いことと費用対効果が高いことは同義とされます。

平均CTR 0.02%

平均CTR 0.8%

平均ＣＴＲ ３～８%
この数値は通常のＳＥＯやア
ドワーズ広告よりも格段に高
い。

ＳＥＯ
平均CTR 1～4%

競合店舗より優位に！
電話番号も表示されるので
電話が鳴ります！ＭＥＯ

※測定の対象ページ数は、10ページ平均値
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導入準備

お客さまにお望みのキーワードを決めて頂きますが、営業担当者がフォローいたします。

分からないことは遠慮なくお尋ねください。

導入のためには、マップに表示させたい「キーワード」を選ぶ必要があります。

キーワードは、「業種ワード1つ」と「地名ワード1つ」の組合せとなります。

（※前後入れ変えた場合は、違うワードをカウント致します。）

■キーワード選定の手順

まず、弊社営業担当者へ
お客さまのお望みのキーワードを

お伝えください。

後日、弊社営業担当者から
有力な候補のキーワードを
4キーワードお選びします。

お客様に弊社でお選びした4キーワード
をご確認頂き、問題が無ければ

対策をスタート致します。

■キーワード → 【業種 + 地名】or【地名＋業種】

・飲食の例 → 「新宿 焼肉」、「焼肉 新宿」

・美容の例 → 「渋谷 エステ」、「エステ 渋谷」

・リラクの例 → 「池袋 リラク」、「リラク 池袋」

・税理士の例 → 「渋谷 税理士」、「税理士 渋谷」

・司法書士の例 → 「登記 新宿」、「会社設立 新宿」

・弁護士の例 → 「弁護士 銀座」、「裁判 銀座」

・塾の例 → 「塾 新宿」、「学習塾 新宿」

・ホテルの例 → 「ホテル 池袋」、「ディナー 池袋」

・医療系の例 → 「歯科 上野」、「矯正 上野」

■対象業種

・店舗サービス系（飲食、リラク、エステ・・・等）

・士業系（税理士、弁理士、司法書士、行政書士、

社労士、弁護士、公認会計士・・・等）

・不動産系（賃貸取扱店、不動産売買、貸会議室）

・塾・学校係（塾、学習塾、専門学校、○○スクール等）

・ホテル系（ホテル、ビジネスホテル、民宿、温泉宿等）

・医療系（内科、耳鼻科、小児科、調剤薬局・・・等）

・介護系（デイサービス、老人ホーム、介護施設・・・等）
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料金および契約内容

課金方法は、日額単価×キーワード表示日数による「成果報酬型」です。

1,200円／日・4キーワード掲載時（300円／日・1キーワード換算）でお申込み頂けます

◆課金方法◆
■日額単価（税抜） ：1,200円／日

■発生条件
→4キーワード中いずれか1つがGoogleマップのA～Gに表示の時。

※4キーワード全て表示された場合、300円／日・1キーワード換算。
※キーワードは1つでも4つでも、日額費用は同じなので、

まとめて4キーワードのお申し込みがお得になります。

■契約期間＋支払い条件：1年間＋月末締め・翌月末払い
※キーワード変更 ：契約期間途中の変更は、原則不可。
※お店の基本情報 ：契約期間途中の変更は、原則不可。
※画像 ：お客様自身で変更頂けますが、ＭＥＯの順位

に影響がある可能性を予めご了承ください。
＜計算例＞
17日掲載時 1,200円×17日＝20,400円／月

「成果報酬型サービス」ですので、掲載されない場合は、一切お金がかかりません。
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MEOオートマチックを導入した方々の実績例 （１）

東京都港区 イタリアン様

貸切予約数が前月比２３３％達成

私はＷＥＢのことはあまり詳しくなく、ＨＰにもあまりお金をかけ
ていないのですが、インターネットをもっと活用して
新規のお客さんに来てほしいので契約しました。

六本木はイタリアンが非常に多く激戦区です。
うちの店は駅から離れ、とてもわかりづらい場所に
あるので、近くにいるが場所がわからない、という
お客さんの問い合わせを電話で説明していたのですが、最近
は電話での説明が減った気がします。

先月までは、貸切の予約が3件（月平均）のところ、
導入後７件入り、早くも効果を実感しています。

地図で表記されるようになってから、
ぐるなび、ホットペッパーからの問い合わせも増え、
確実に効果を実感しています。
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MEOオートマチックを導入した方々の実績例 （２）

大阪市 ビジネスホテル様

以前、キャンペーンの時にリスティング広告を利用して
いたのですが、毎月のコストが10万円を超え、
費用対効果を見る前に終了してしまいました。

コストはかかりましたが、キーワードで絞り込んでくる
お客様は成約率が高いため、非常に魅力的でした。
現場としては利用し続けたかったのですが、
上層部の決裁がおりず。。

それに比べてMEOはコストがリスティングの半分ほどで済みま
すので決裁もおりました。
新規のお客様を呼び込むのに効果的な
キーワード広告でランニングコストを抑えられるのは
非常に魅力的だと思います。

リスティング広告と同等以上の効果を維持しながら
コスト６５％カットに成功
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MEOオートマチックを導入した方々の実績例 （３）

貸切予約数が前月比233%達成
by  六本木 イタリアン

約2ヶ月で新規8件の大口見込客を獲得
by 渋谷 会議室

コスト65%OFFでリスティング広告以上の効果！
by 新大阪 ビジネスホテル

電話予約が最大40%増加
by 京都 居酒屋

月平均の新規顧客獲得数が20%増
by 港区 会議室

申込翌月に新規顧客15名獲得
by 銀座 エステ

自社サイトのPV数が320%増加
by 新宿 歯医者

地域に根ざしたMEOサービスを導入する事で、“地域密着型集客＆PR”が可能です！
この機会に導入頂き、地域内競合他社に差をつけるお手伝いをさせて頂ければ幸甚です。
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MＥＯサービスのまとめ

1. 消費者の行動変化から、検索エンジンを活用した集客サービスが、ここ数年で重要になって

きました（リスティング広告、ＳＥＯ等）。

2. 昨年の検索エンジンの変化により、地図を活用したMＥＯというサービスが効果の高いサービ

スとして注目されはじめています。
※MＥＯのクリック率は3～8％と、リスティング広告などよりはるかに高いものです

3. 弊社のMＥＯサービスは完全成果報酬型！

さらに業界最安値の安価な料金で提供しております。

４ 導入された企業は実際に「先行者利益」を享受しています。自信をもってオススメできるサー

ビスです。

ご予算でお困りなら…
低予算で完全成果報酬型サービス

MＥＯオートマチック
（Map Engine Optimization)

ユア・ブレイン有限会社
千葉県船橋市夏見4-1-11-303
Tel ： 047-409-6585
Fax ： 043-332-9050
質問、申込：tobita@your-brain.co.jp
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