
LINK IT-MEＯ
ローカル検索の最適化で

集客力を強化



・スマホ普及率は70%以上。
－ 集客戦略においてスマホ対策は必須事項のひとつです。

・スマホ検索の60%以上がGoogle検索　
－ Googleマップなど合わせると80%以上

・スマホでお店を検索した人の50%が実際にお店を訪れる
－ PCでは34%が来店。スマホは「いま〇〇したい」「いま〇〇を知りたい」という積極性が高い。

集客戦略はスマホファーストが基本の時代に



Googleはリアル店舗情報の提供に力をいれている 
 

CM放送中「近くの激辛ラーメン/近くのパンケーキ/近くのパラグライダー」

Googleは「いま〇〇したい」というユーザーに最適な店舗情報を、最適なタイミングで

提供することに力を入れています。



ローカル検索における上位表示を目指そう

ローカル検索「地域＋サービス名」でお店
をさがしている方は約70%

Googleアプリ、Googleマップ、サファリ
などの検索サービスではローカル検索結果
の上位３店舗がファーストビューで表
示されるようになっています。

上位３店舗（Googleスリーパック）に
入ることで見込み客にお店をアピールでき
るため、大幅な集客効果向上が見込めると
言われています。



店舗営業なら 
SEOよりMEO

SEO＜ＭＥＯ

HPの上位表示を目指すSEOに対して
Googleマップでの上位表示を目指す施策を
MEOと呼びます。

スマホではSEOより上部にMEO結果が
表示される仕様になっています。

「いま〇〇をしたい」とお店を探している見
込み客にお店を見つけてもらうためには、
ローカル検索結果の上位に店名を
表示し続けることが重要となります。



MAP情報から店舗へ
MAP情報ページには来店へとつなげるため
の様々な機能をご用意しています。

・電話番号
・ホームページURL
・店舗ナビ（徒歩/車/電車）
・営業時間
・クチコミ機能
・イベント投稿機能
・写真公開
・WEBページ制作機能
　など



①ご希望のキーワードを選定します。
　「地域名+サービス名」×6個

②ご希望のキーワードで検索した際に
　お客様の店舗がスリーパックに表示
　されるように独自の対策を施します。

③お客様の店舗のローカル検索順位や
　ユーザー動向などを分析できる
　チェックツールを提供します。

サービスご利用の流れ

④成果（3位以内）がでた場合のみ
　料金を頂戴いたします。



「Googleマップに特化したサービス」から 
「ローカルビジネスマーケティングの統合webサービス」へ

×

LINK IT-MEOはuberall（ウーバーオール）と連携し、 
提供サービスを大幅に進化させます。

MEO対策サービスをアップデート

LINK IT-MEＯ



差別化しにくい

過去５年でMEO対策サービスの認知
度は急激に増加。MEO対策は「新し
いサービス」から「なんか聞いたこと
があるサービス」に…

３パック率

管理ツール

成果報酬

認知度の高まり 同業他社の乱立

MEOと検索すればたくさんの広告が
表示され、お店には色々な業者から営
業の電話がはいる。いい加減な営業会
社と一緒にされてしまうことも…

いろんな業者に話を聞いて、ネットで
も調べてみたけど、いったいどの業者
に任せればいいのか全然わからない…
まあ安いところでやってみようか…

従来のサービスでは、もう戦えない…⁉



uberallはドイツを拠点としてローカル検索マーケティング事業を展開しているグローバル企業。

2021年6月、日本でのサービスを開始。

Google、Instagramをはじめとする125を超えるwebプラットフォームや自社のWebサイトの 

情報を統合管理できるため、大規模チェーン店の管理部門で導入されています。

UberallはGoogleの推奨パートナーであり、Googleビジネスプロフ

ィールAPIで提供される全ての機能、連携項目に対応可能です。

LINK IT-MEOではuberallの多くの機能や連携項目をMEO順位チェ

ックツールに実装。
さらに各種機能を連携させるだけではなく、uberallの運用代行を役

務サービスとして提供することで、個人店でもuberallの優位性を活

用できる環境を実現しました。

https://uberall.com/ja

https://uberall.com/ja
https://uberall.com/ja
https://uberall.com/ja


「GoogleMap対策」から「ローカルビジネスマーケティング」へ

① GoogleMap以外のメディアにも対策範囲を拡大 

② サイテーションの強化

③ Googleビジネスプロフィールの自動修正

④クチコミ対策の強化
⑤投稿機能の強化
⑥その他

大幅アップデート（uberall連携）により、競合するい

わゆる「MEO事業者」たちとの差別化を図り

「競争力強化」「顧客満足度向上」「解約率低減」

「３パック率のさらなる強化」を目指します。



GoogleMap

Google検索

アップルMap

Yahooプレイス

Googleアシスタント
Siri

フェイスブック
インスタグラム

カーOEM 
（カーナビ対策）

各種アプリ 
（インバウンド対策）

こ
れ
ま
で
の
対
策
範
囲

こ
れ
か
ら
の
対
策
範
囲

「Google Map の検索順位対策」から「ローカルビジネスマーケティング」へ

Uberallとの連携で可能となった対策

① GoogleMap以外のメディアにも対策範囲を拡大



Googleのローカル検索順位は「距離」「関連性」「知名度」によって決まります。
Uberall連携でサイテーションを強化することで「知名度」を大幅に高めます。

・店舗名（NAME) 

・住所（ADDRESS）

・電話番号（PHONE） 

・その他（営業時間等）

最新で一貫性のあるNAPを

複数のメディアに一括反映

このお店は「知名度」が高い

有名な店舗だな…

MEO順位チェックツールにも反映

正しいNAP情報

GoogleのAIが 

サイテーションを評価

ローカル検索順位に反映

3パック率 
大幅強化

提供役務の 
信頼性強化

②サイテーションの強化

Uberallとの連携で可能となった対策



③ Googleビジネスプロフィールの自動修正

Googleビジネスプロフィールの情報が書き換わったことを検知して、 
Uberallに登録されている正しい情報へ自動修正します。

電話番号
03-1111-5678

正しい電話番号
03-1111-1234

電話番号
03-1111-5678

ユーザー報告

改ざんされた電話番号
03-1111-5678

正しい電話番号
03-1111-1234

正しい電話番号
03-1111-1234

①自動検知

②自動修正
（3日程度で修正）

③反 映

LINK IT-MEO

Uberallとの連携で可能となった対策



現　状

来店者のクチコミを促進するための
QRコード型POPのダウンロード機能を提供

アップデート

『自動返信機能』を追加

「☆」だけのクチコミに対して
設定したコメントを自動返信します。

『キーワードレコメンド機能』を追加

競合分析を行い、クチコミ返信や投稿に
最適な「キーワード」をレコメンドします。

クチコミ内容を順位チェックツールに反映

GBPのクチコミを順位チェックツール
に自動連携します。

④ クチコミ対策の強化

Uberallとの連携で可能となった対策

現在開発中。年内リリース予定。



⑤ 投稿機能の強化

マルチメディア投稿機能

GBPへの投稿に加えて、FacebookやInstagram、

Twitterにも同時に投稿できるようになります。

GBP予約投稿機能

順位チェックツールにGBPへの投稿機能を

実装します。予約投稿なども可能となります。

現在開発中。年内リリース予定。

Uberallとの連携で可能となった対策

現在開発中。年内リリース予定。



⑥ その他

多店舗展開チェーン対応

Uberallを活用した情報の一括更新が可能となるた

め、50店舗を超えるようなチェーン店への対応も

向上します。

緯度経度設定

Googleマップのピンを緯度経度情報を使って

正確に調整可能です。「場所が微妙に違うんだよ

ね…」というお悩みにもすぐに対応できます。

Uberallとの連携で可能となった対策



料金プラン

■ 完全成果報酬型

■ 初期費用無料

■最低利用期間３ヶ月間

■ 最大６ワード対策

Price
ご希望のキーワードにてローカル検索順位３位以内（3パック）に 

ランクインした場合のみ1日1,100円（税込）の成果報酬をいただきます。 そ

の他、初期費用や管理費用は不要です。

LINK IT-MEO

※申込月を含む



リンキット株式会社

社名の由来

Link it ｜（絆・輪・繋げる・繋がる） 

熊本地震を経験し、支えられて生きているんだと痛感しました。 一人でで
きることは限られているけれど、人と人、人とビジネス、ビジネスとビジ
ネス、 いろんな物が繋がり合わさった時、そこには無限の可能性が広がり
ます。

会社概要

会社名

住　所

代表者

TEL・FAX

URL

Mail

事業内容

株式会社リンキット

〒862-0903 熊本市東区若葉1-1-1 ホワイトハウス403

神山　三郎

TEL 096-285-8515・FAX 096-285-8158

https://www.link-it.xyz

info@link-it.xyz

ITコンサルティングを始めとする、WEB デザイン、
ロゴ制作、DTP など各種デザイン、映像制作、各種撮
影、ブランドプロデュース、 レクチャー(講習会)、店
舗型 Google ストリートビューの導入、 ネットショッ
プの運営、高齢者生活サポート、助成金申請サポート
など

WEBサイト制作・サポート実績

くまもとマスク様 熊本VOLTERS様 熊本交通運輸様

オートメッセ様 熊本いい国会様 アーデルハウス様

ソラクリニック様 ホワイト歯科様 くまもと江津湖 
療育医療センター様

Shabadabar様 赤ほこ様 清正グループ様


