最短 2 ⽇ で話題のサイトになる

サジェスト集客革命
サジェスト
初期費⽤

0円
閑散…

完全成果報酬型
集客対策

WEB 集客の重要性 (1)
現在インターネットの利用者は、9,610 万人以上、日本の 10 人に 8 人が利用しています。
月間検索数も 50 億回以上あり、さらにユーザーの行動は多様化してニーズも複雑になっているのが現状です。

⽉間の⽇本国内検索回数

50 億回

Google 26 億回
Yahoo 24 億回

ビッグワード検索と呼ばれる比率は非常に多いが、複数ワード（例：キーワード＋地域等） とし
ての検索ボリュームが圧倒的に多く、70％以上の比率となっている。

検索エンジンで⾏動を起こす際、

検索エンジンで
探さない⼈の⽐率

情報収集・商品を探す等の⽐率

16
%

84
%

顧客の検索ワードにあわせた
施策が重要

WEB 集客の重要性 (２
２)
WEB 集客の重要性はわかったけど、下記のような悩みがあるのではないでしょうか？

SEO 対策やリスティング代⾏だと⾼くて
契約にならない＝予算が合わない

アフィリエイトは価格競争になって
あまり成果が出ない

アクセス数が伸びない

Facebook は顧客の年齢層が合わない

SEO は不安定だしなかなか順位が上がらない

商品がマンネリ化してきた

リスティングは運⽤が難しいし商材によっては不可

早急にブランド⼒を上げたい

全て解決

今、最も費⽤対効果のある集客法
サジェスト対策

WEB 集客では一般的となった SEO やリスティング広告ではなく、
新しい集客方法の 1 つ。キーワードで検索をしてきた見込み客のア
クセスを集めることができるので、狙った属性の優良なお客さんが
集まります！しかも、成果報酬。さらに最短 2 日で結果が出るので、
集客コストは驚くほど低く、そして圧倒的に早く利益を出しやすい！

サジェスト ( キーワード⼊⼒補助）とは？
Yahoo や Google などの検索エンジンで検索をする際にキーワードへ文字入力をおこなうと…下図 ( サジェスト表示 ) のように検索キーワードに関連す
る候補ワードを自動的に表示する機能のことです。よく検索されるワード＝人気度が判ることになります。つまり、サジェスト対策とはこのサジェスト
の中にご要望のワードを表示させる事を言います。

① サジェスト表⽰

② サジェストクリック後

ポテトチップス

検索

ポテトチップス ○○堂
ポテトチップス 美味

サジェスト表⽰をクリック＝ 検索した事と同じ

ポテトチップス お取り寄せ

ここには⾃然なトレンドのワードが表⽰されます。

ポテトチップス ○○堂
約 70,700 件
ポテトチップス ○○堂に関連した広告

検索
広告

ポテトチップス キャビア

検索結果を独占

好きなキーワードを設定して

とても美味しいポテトチップの○○堂
marumarudo-XX.com/ - キャッシュ
こだわり素材と味付け『とても美味しいポテトチップ』130g×3 袋 ...

会社案内｜ポテトチップの○○堂
marumarudo-XX.com/company/ - キャッシュ

検索候補に表⽰可能

○○堂は、昭和 30 年 04 月に ポテトチップ製造販売を開始しました ...

結果

売上 UP や資料請求率、
お問い合わTh数の増加
が 望めます。

右図 ( サジェストクリック後 ) の例では、会社名が入っている事から検索結果ページが該当サイト、もしくはそれに関連する
サイトで独占できる面もあります。つまり、仮に競合の多いワードを狙ったとしても「ご希望の検索キーワード」+「社名やサ
イト名」などでサジェスト対策することにより、見Thたいページの露出に直結します！

例えば、
ホテル
「

予約

○○東京ホテル」と、複合ワードで実際に検索すると競合性の少ないワードなので検索結果はクラ

イアント様のページが表示されます。ホテル予約を希望される顧客へアプローチすることができます。

サジェスト対策のメリット
SEO でもリスティング広告でもない⽅法でキーワード検索による優良な⾒込み客の流⼊を期待できる。
競合の多い⼈気キーワードでもアクセスを集めることが期待できる。
最短で 2 ⽇後からすぐにアクセスを集めることが期待できる。
サイトへのペナルティが⼀切ない強⼒な集客⽅法。
社名やサイト名を⼊れることにより検索結果ページを独占できる。
社名やサイト名
⾍眼鏡効果によりサジェストをクリックしない⽅へのオーガニック検索にも対応。
⾍眼鏡表⽰は、リスティング広告より上段に表⽰できるので抜群のＰＲ。
スマートフォンにも勿論対応。さらにスマートフォンの普及により検索利⽤率も上がった且つ⼊⼒が⾯倒な⽅へＰＲ。
サジェスト対策⾃体、業種・サービス問わず可能。
Yahoo Google 利⽤者はトップページから⼊ってくるのでユーザーの目に触れることになる。
リスティング広告のように何回クリックされても課⾦増えない＝安⼼感。
ブランディグ⼒上昇、表⽰されている事⾃体が⼈気と思われる。いつも表⽰されていると名前が知れ渡る。
広告ではなく、
ではなく、⼈気のあるワードと⾃然に捉えられるのでクリックされやすい。
ではなく、

Yahoo ⾍眼鏡とは？
検索結果後の「⾍眼鏡枠」に「⾍眼鏡ワード」が表⽰されます。
当然、お客様の中にはサジェスト表示（入力補助）をクリックしない方もいます。 虫眼鏡の特徴としては、サジェスト
ワードをクリックしない方にもＰＲできます。 オーガニック検索をしたユーザーに対して露出できる且つリスティング
広告より上段に表示されますので効果抜群です。

① 普通に検索

② ⾍眼鏡ワード表⽰

③ ⾍眼鏡ワードクリック後

サジェストワードをクリックThず普通に検索します。

検索結果後の虫眼鏡枠に表示されます。

サジェストワードをクリックした検索のように、
その会社のＰＲができます。

（人気のあるワード）

ポテトチップス

検索

ポテトチップス

ポテトチップス ○○堂

約 1,880,000 件

ポテトチップス 美味

ポテトチップス ○○堂

検索

できたて ポテトチップス

で検索

ポテトチップス ○○堂

検索

約 70,700 件
ポテトチップス ○○堂に関連した広告

ポテトチップス お取り寄せ
ポテトチップス キャビア

カルビーのポテトチップス
calbee.co.jp/potatochips/ - キャッシュ
ポテトチップス俺のフレンチ・イタリアン牛肉とフォアグラのロッ ...

ポテトチップス - Wikipedia
ja.wikipedia.org/wiki/ ポテトチップス - キャッシュ
ポテトチップス (pota to chips) とは、薄切りにして冷水で短時間さ ...

とても美味しいポテトチップの○○堂
marumarudo-XX.com/ - キャッシュ
こだわり素材と味付け『とても美味しいポテトチップ』130g×3 袋 ...

会社案内｜ポテトチップの○○堂
marumarudo-XX.com/company/ - キャッシュ
○○堂は、昭和 30 年 04 月に ポテトチップ製造販売を開始しました ...

検索結果を独占

成果（課⾦について）

課金条件は、下記①～③のいずれかに表示されたら課金となります。
「入力補助」「虫眼鏡」両方に表示されても１課金です。

① ⼊⼒補助

② 上段⾍眼鏡

③ 下段⾍眼鏡
ポテトチップス（カルビー）- NAVER まとめ
matome.naver.jp/topic/1M1Aj - キャッシュ

ポテトチップス

検索

検索

ポテトチップス

ポテトチップス ○○堂

約 1,880,000 件

ポテトチップス 美味

ポテトチップス ○○堂

できたて ポテトチップス

で検索

ポテトチップス お取り寄せ
ポテトチップス キャビア

カルビーのポテトチップス
calbee.co.jp/potatochips/ - キャッシュ
ポテトチップス俺のフレンチ・イタリアン牛肉とフォアグラのロッ ...

ポテトチップスのまとめ一覧ページ。画像、商品情報、アレンジレ ...

ポテトチップス ○○堂

できたてポテトチップス

ポテトチップス カロリー

ポテトチップス 税 ポ

ポテトチップス カルビー

テトチップス レンジ

ポテトチップス 手作り
ポテトチップス 菊水

ポテトチップス コストコ
ポテトチップス 太る で検索

ポテトチップス - Wikipedia
ja.wikipedia.org/wiki/ ポテトチップス - キャッシュ
ポテトチップス (pota to chips) とは、薄切りにして冷水で短時間さ ...

ポテトチップス

検索

サジェスト対策サービスをご利⽤中のお客様の声
SEO でなかなか上がらないキーワードでしたが、サジェスト依頼をして 3 日後に表示され、アクセス自体もデイリー 200
増えていました。
インポート小売業（東京都）

サジェスト対策により会社のイメージアップをしたThいか応募求人が増えました。一番良かったのは、意欲の高い人がた
くさん来てくれて本当に良い人材を採用できました。
車部品製造（青森県）

SEO 対策、リスティング広告、どれも試したが費用対効果に合わず。かと言って無料の facebook の集客方法のノウハウ
も無し。サジェスト対策は、ページもいじる必要もなく依頼するだけで問い合わThが増えました。ページ自体も改良をして、
さらに問い合わTh増加に繋げていきます。
レンタカー会社（東京都）

半信半疑でしたが、こちらは依頼するだけで仕事が舞い込んできました。20 名近くの中小企業ですが、設備投資しても間
に合わない、求人募集している段階です。本当にサジェスト対策には感謝しています。有難うございました。 金型製造
（新潟県）

「地名」+「不動産」でサジェスト依頼をしたところ、偶然なのかもしれないが問合Thが来て土地が売れました。購入して
頂いたお客様からも、こんなに近くに親切丁寧な会社があったとは知らなかったと喜びの声も頂いておりました。 不動
産会社（東京都）

サジェスト対策導⼊後の変化 (1)
導⼊事例① 和⾷屋 A

施策完了後売上への変化

お問い合わせ想定
お問い合わせ想定
と仮設

結果…（2 か⽉後）

「新宿 和食」の月間検索数 6,100 件
サジェスト広告クリック率 5.5％

新宿 和食
新宿 和⾷ 和食屋 A

335 人が表示されるページへ誘導され

新宿 和⾷ △△ 新

50％の人がクリック：1678 名の閲覧！

宿 和⾷ □□□□

10％の方が予約した結果…

新宿 和⾷ ◇◇◇◇

検索

売上

31％向上

来客数

20％向上

問合件数

25％向上

16 名の予約＝2 名組で…
客単価 15,000 円時で…

⽉間売上予測 480,000 円

表⽰された事でのお客様の声
●なんで Yahoo で表⽰されているの？と⾔われた
。

LTV( 顧客生涯価値 ) で予測した場合
リピーター 2 ヶ月に 1 度の来訪時
ひと月で獲得した顧客 14 名が年間 4 回。

480,000×4 回＝
1,920,000 円
2 ヶ⽉、3 ヶ⽉と積み重ねた場合の売上、
年間売上は 1,920,000 円の２乗、３乗になります

検索数増加＝アクセス数の増加
●お客様からネットで良く⾒るよと⾔われる様になった。

認知度＝リピート率の向上
●紹介しやすいとお客様から⾔われた。

記憶、残像＝新規顧客の増加
●⼈気があると思って⼀度⾷べたいと思った。

安心感＝来客への抵抗の軽減

サジェスト対策導⼊後の変化
(2)
導⼊事例② 雑貨屋 B

キーワード「観葉植物」の場合

140,000 回

■1「観葉植物」の⽉間検索数 = 約 140,000 回
観葉植物

5.5％

検索

50％

■ サジェストがクリックされる割合 = 平均 5.5％
流⼊数

2
観葉植物

検索

観葉植物 雑貨屋 B

約 3,850 ⼈！

観葉植物 △△

■ 検索結果ページの 1 位をクリックする割合 = 約 50％
3

観葉植物 雑貨屋 B に関連した広告

観葉植物 雑貨屋B

zakka-XXXX.jp/kanyousyokubutsu/ - キャッシュ
美しい観葉植物や園芸雑貨などの通信販売をしています。お部屋の ...

「観葉植物」キーワードによる
完全⾒込み客なので効果は抜群！
リスティング費⽤に換算すると
約 21 万円分の効果

同業他社との⽐較
他社と⽐較して徹底的な管理体制、柔軟な対応、サポートをしております。
実績が豊富

柔軟な対応

料⾦は安⼼の低価格
低価格

サジェスト専門会社ならでは！ 圧倒的な

サジェストワード提案、

ビッグワードでも料⾦は低価格
低価格！
低価格

実績数 3000 ワード以上の実績！

表⽰ワードの追加変更！

他者より安い！

安定した表⽰率

徹底した管理体制

豊富なサービス

表⽰率は安定の 85％越え！

24 時間 365 ⽇キャプチャー取得管理

サジェスト表⽰＆削除に特化だからできる豊富な

表⽰状況はすぐに分かります。

サービス！ショッピングモールサジェストも可能！

弊社に依頼されているお客様の声
飲⾷チェーン店
S 社 （従業員 760 ⼈）
新規お客様のケース

語学スクール M 社 （従業員７６⼈）
他社に移⾏して弊社へ戻られたケース

御社の迅速な対応に助かっています。お客様がワードを渋ってい

御社にはお世話になっていましたが、他社から営業を受けてあまりの価格の安さに依頼をしました。実際は、

る時に、御社からワード提案が来てそのまま契約に繋がりました。

当初安く掲示して直ぐに値上げをしてきました。月間表示が数日しか出ない事もあり、表示状況等を聞いても

色々なテスト施策をしてくれて、検証結果報告など心強いです。

１週間後に返事など。また、成果が出ているかどうか毎回自分でチェックしないといけないので手間暇が掛り

とにかく対応が丁寧で安心して毎回頼めます。状況に応じて柔軟

結果的に営業活動時間が無くなりました。御社は適正な価格で、価格以上のサービスを提供してくれる安心の

に対応してくれるので安心できます。

会社でしたので戻りました。

同業他社との⽐較 ( 具体例 )
事例①

お客様がどうしても、検索ワードに対して２つ希望された。

検索

外壁工事
外壁⼯事 東京 〇〇工事店

他社では表⽰ワード毎の課⾦が通例ですが、

外壁⼯事 耐用年数
外壁⼯事費用

弊社では２ワード表⽰され
れても

外壁⼯事 料金 〇〇工事店

１ワード分での料⾦で柔軟に対応。

外壁⼯事のお知らせ
外壁⼯事

減価償却

※２つの成果を保証するものではありません。

事例②

お客様からビッグワードを要求された。

弊社に依頼

他社に依頼
見積もり

回答

お申し込みされる

見積もり

見積もり
販売代理店
（他社）

クライアント

結果

外注先

クライアント

回答

弊社
回答

お客様は、余裕の
ある、信用できる
営業マンに期待し

他社は販売代理店の可能性が高く、実質は外注に丸投げ

外注には依頼しないのでスムーズな

お客様からキーワードを頂き、都度見積もり提出。仲介する毎に料金

対応。都度見積もりは不要なので、

も上がり、結果的に対応が遅れます

安心できます。

ています。

