
#こんな感じでお店登録 

Googleマイビジネスを使ってみよう 
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プロフィール
戎井一憲(えびすいかずのり) 

株式会社ALPHA代表取締役。1970年生まれ。奈良県出身。早稲田大学第二文学
部卒。大学卒業後、月刊誌の編集に携わったのち、システム開発会社にて、電子
出版物のオーサリング、Webシステム(業務システム)の構築、Webサイトの制作

の企画・設計から開発、リリースまで多数にかかわる。2012年独立。スマホアプ

リ開発のかたわら、これまで培ったWebサイトやスマホアプリの制作、SEO対策

のノウハウをブログで発信している。近年は飲食店など実店舗で商売をする業種

を中心に、「お金をかけずに効果を出すWebマーケティング」の方法をわかりや

すく指導し、好評を博す。2016年からは、中小企業庁が提供する中小企業・小規

模事業者をサポートするサイト「ミラサポ」で、IT、Webでの販促・集客分野の
専門家としても活躍中。



ざっくり言うと



スマホアプリ開発会社 
Webサイト制作も 
IT/Web関係の相談可 
ミラサポ(中小企業庁)
専門家派遣の専門家



無料でカンタン!  
儲かる飲食店に変わる
｢Googleマイビジネス｣
超集客術　上梓。

2018年 3月23日



外食産業カテゴリ１位
(amazon 2018/05/15）



 Book1st.新宿店 横一列



印税がっぽがっぽでしょ
と言われますが、増刷
はまだなので初回印税
分しかもらってません。



今日話すこと
1.Googleマイビジネスって何？ 

2.焼き鳥屋さんの事例 

3.Webサイトはつくる必要があるのか問題 

4.Googleさんの目論みはなんだろうか 

5.実際にマイビジネスに登録＆活用アドバ
イス



GoogleのCM
“こんな感じ”でお店さがし ｢いい感じのカフェ｣



醤油ラーメンでググる
新宿区の高田馬場駅前にいると
きに｢醤油ラーメン｣とググる。 

｢らあ麺やったる!｣は豚骨醤油
ラーメンの店、｢末廣ラーメン
本舗｣はレビューに“昔懐かしい
屋台の醤油ラーメン!!”の文言、
｢らぁ麺やまぐち｣は醤油味の鶏
ガラスープ。



あてがないときは 
こんな感じで 
検索していませんか？



これって、 
食べログですか？ 
ぐるなびですか？ 
ホットペッパー？ 
Retty?



違いますよね



こんな感じで 
お店の情報を 
表示する仕組みが 
Googleマイビジネス





Google 検索やGoogle 
マップで、あなたのビ
ジネスや同業他社のビ
ジネスを検索している
ユーザーを捉えてリス
ティングを表示できます。



Google マイビジネスで
はリスティングを簡単
に作成、更新できるた
め、ビジネスの存在を
アピールして顧客を呼
び込むことができます。



さっきの検索結果に 
戻ります



3月21日(水) 
春分の日 
23時50分に 
iPhone + Safari 
｢醤油ラーメン｣ 
で検索しました。



末廣ラーメン本舗 
高田馬場分店 

中華そば(並) 700円



ウチの店勝手に 
登録されてるんだけど



Google 
ローカルガイド





ここを 
タップすれば
Google 
マイビジネス 
画面に移る



情報管理画面





使い方は 
この本に 
詳しく 
書いてある 
そうです。



｢Yahoo!やから関係
ないねん｣っていう
人がいるので…、 
検索エンジンの 
マーケットシェア 



GoogleYahoo!
Google

日本 因みに全世界 



Webサイトは 
制作会社に依頼して 
お金を払ってまで 
つくる必要が 
あるのか問題



Googleマイビジネス

住所

店名

地図

営業時間

電話・予約

写真

特徴

レビュー



お知らせ 
今日のお勧め 
イベント

投稿機能→



そもそもWebサイト 
作れるしタダやし



とある会社の制作料金表



Webサイト 
お金だして 
作ります？



制作会社は 
いらないって 
言えませんよね



ではどんなケースで
Webサイトが 
必要か？



会社概要としての企
業サイト、社長ブロ
グ･スタッフブログ
等、それと…



Googleマイビジネ
スのナレッジパネル
では表現できない独
自のストーリー、独
自のサービスメニュー



未来食堂



店主は東工大数学科卒、 
日本IBMの元ITエンジニア。 
メニューは日替わり一種類の
み、その他システム「あつら
え」、「ただめし」、「まか
ない」、「さしいれ」。「未
来図書」、「サロン18禁」。 
月次決算をWebで公開。



Webからの集客 
優先順位



ネット系施策優先順位
1. Google マイビジネス 

2. 無料登録できるサイト 

3. Instagram/Twitterアカウントの運用 

4. LINE@やFacebook 

5. ランディングページ 

6. Webサイト

無料 
時短

有料 
手間



無料登録できるサイト
• 食べログ（無料店舗会員に申し込む） 月額10,000円(税抜)～ 
• ぐるなび（エントリー会員登録申請） 月額10,000円(税抜)～ 
• Retty（レッティ） お店を登録する 
• favy(favyページ) 月額10,000円(税抜)～ 
• 以下は、飲食店以外も登録可 
• エキテン 
• Foursquare（フォースクエア） 
• 街のお店情報 by Hot Pepper(お店のミカタ) 
• ※ホットペッパーグルメは有料 
• ※Yahoo!ダイニング は有料　月額5,000円(税抜)

https://owner.tabelog.com/owner_info/top?lid=ownerinfo_rsttop_footer
https://pro.gnavi.co.jp/entry/search/index
https://retty.me/mypage/regist-restaurant/
https://page.favy.jp/feature
http://www.ekiten.jp/charge/advtop/
https://ja.foursquare.com/venue/claim
http://omisenomikata.jp/widget/5/
https://reservation.yahoo.co.jp/business/


Instagram / Twitter

• 新規客の集客は、Instagram > Twitter > Facebook 

• 但しInstagramは、ターゲットが限られる。フォロワー数を獲得するのも大変 

• Twitterも爆発的にリツイートされる可能性は稀にあるが、一定以上のフォロワー数が必要 

• Facebook、LINE@は、どちらかというとリピート客対象

 46

SNS名 国内月間利用者数 主な利用者

インスタグラム(Instagram) 2,000万人 
(2017年10月時点)

30代以下の 
女性

フェイスブック(Facebook) 2,800万人 
(2017年9月時点)

20代～30代 
男女

ツイッター(Twitter) 4,500万人 
(2017年10月時点)

10代～20代 
男女

LINE@ 7,100万人 
(2017年9月時点)

60代まで全て 
20-30代男女利用率9割

各社発表数値より



Webサイト制作
• 飲食店は、開店当初は無理して作らなくて良い 
• 他業種のリアル店舗ビジネスも同様 
• Googleマイビジネス、Instagram、Twitterの活用で
同等の効果は見込める 

• 「無料でホームページ作成」にだまされるな 
• WiX , Jimdo , WordPress.com etc.

http://WordPress.com


無料、簡単Webサイト作成 
サービスがマッチするケース
• 独自ドメインが今も今後も必要ない場合 
• メールアドレスが１つで十分な場合 
• ページの追加、スタッフブログなどの追加が今も今
後も発生しない場合 

• TV取材などでアクセス数が一気に増えたとき閲覧
できなくてもかまわない場合



Webサイトに必須の仕込み

• レスポンシブWebデザイン(PC+スマホ対応) 
• サーバー証明書(SSL)の設定 http→https 
• SEO対応(キーワードの選定、タグ等の適切な設定) 
• Google マイビジネスへの登録 
• Google Analytics 設定(アクセスの測定・分析) 
• Search Console 設定(Googleへの登録)



格安制作者へ依頼時あるある

• 修正依頼にすぐに対応してくれなくなる 
• そのうち、返信がおそくなる、こなくなる 
• 行方不明で途方に暮れる 
• 他の制作者に相談したら結構いい加減につくられて
いたことが判明する 

• 表面からは見えないけど必須の作業が一切できてい
ない（Analytics,Search Console,SEO内部対策）



自分でホームページを 
作る際の妥当な方法
• 独自ドメインを取得(99～4,980円/年程度) 

• レンタルサーバーを利用(3,000～6,000円/年程度) 

• WordPress(ブログシステム)を使うのが無難 

• ロリポップ！、さくらインターネットが一般的
(WordPress簡単インストール機能付きコース有り 

• 自習自作にオススメの本→

https://muumuu-domain.com/
https://lolipop.jp/
http://www.sakura.ne.jp/
http://amzn.to/2oVo1dn
http://amzn.to/2omjtyL


Googleさんの 
目論みを考えてみた



その前に補足



店舗で商売を 
しているなら 
Google 
マイビジネス



ミュージシャン、 
作家、タレント等、 
店舗がない商売は 
なにを使う？





Google+ の 
ブランドアカウント





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。



2014年5月以前



Googleが索引を作って 
コンテンツまで導く



かつてここは広告枠だった↑



2014年6月以降



Googleマイビジネス登場と 
Google+ブランドアカウント

Small Business 
小さな会社 
店舗ビジネス

店舗を使わない 
ビジネス 
商品・個人

OR



Googleが情報を抽出 
したパネルを閲覧



ぐるなび、食べログ、
Retty、エキテン、トリッ
プアドバイザー、e+など
など…。



課金する必要はあるの？ 
この層に



Googleさんは、 
ネット上の情報を 
全てラッピングして 
他のWebサービスの 
上前をはねようと 
してるんじゃないだろうか



まとめ



1 
まずGoogleに 
基礎情報登録



2 
Webサービス 
課金不要



3 
Webサイト 
制作不要



1. Googleマイビジネスに
基礎情報登録 

2. Webサイト制作不要 
3. Webサービス課金不要



では、実際に 
登録してみましょう



活用アドバイス 
と 

頂いていた質問



Q. Googleストリートビュー
の写真が数年前の開業前の空
き店舗の外観になっています。

A. ストリートビューは次回
の更新まで待つしかない。写
真をたくさん載せましょう。



Q.  投稿の内容はどこまでSEO
対策になる？ 消えた後は投
稿は検索対象にならない？ 

A. 投稿内容自体を検索対象
と考えるのではなく、流入の
入り口が増えた、と考えよう。



Q.  不定休の場合の設定
方法は？ 

A. 特別営業時間で登録
する。投稿やSNSでも
周知する。



Q.  店舗情報が複数ある、
もしくは複数登録してし
まった。 

A. ビジネス情報を管理
の画面で片方を削除する。



Q.  誹謗中傷の口コミ、
コメント無し☆1の評価
はどう対応？ 

A. 事実無根な誹謗中傷
は報告もしくは誠実対応。



Q.  オーナー確認後も
情報が反映されない。 

A. 不具合が発生してい
るのでそれが原因かも。



Q.  運営に問い合わせを
したい。 

A. 公式コミュニティに質
問してみる(Googleの人
が対応してる訳では無い)。



ご静聴ありがとう
ございました



質問タイム


