


当動画をご覧いただきありがとう御座います、イチカラの阿部申します。こちらの無料講座では全3話の動画を通し 
「アマゾン販売で成功するためのノウハウとテクニック」を解説いたします。第一回目の無料講座では検索結果の上
位表示を目指す「キーワード策定」と「インデックス対策」について解説いたします。 

初めに簡単な自己紹介をさせていただきます。 
私達は、日頃、メーカーや代理店、小売店や農家さん、輸入セラーなどのアマゾン出店サポート行っています。これ
まで累計300商品以上の出店をサポートさせていただきながら、自社でのブランド運営も行っています。 

私自身はアマゾンへ2007年に参入し、これまでにアマゾン公認ツールの開発などを行ってきました。現在も、アマ
ゾン物販プレイヤー向けのデータベース「DELTAトレーサー」などの開発を行っています。自社で「アマゾンの商品
データベース開発」を行なっているため、通常ブラックボックスである商品毎の細かな売り上げの変化や、施策が売
上や上位表示に与える影響、最新のアマゾンの動向を知る事ができます。 

イチカラは確かな知見と経験、そしてデータに裏付けされた論理的なコンテンツでアマゾンの売上アップに関する
様々なことを支援しています。

イチカラ/アマゾン出店無料講座



✅ PV 
PVとは「ページビュー」の意味で、そのページが何回閲覧されたのかを表します。 

✅ CVR 
CVRとは「注文率/成約率」の意味でページを閲覧した人のうち、どの程度の割合が購入に至ったのかを表し
ます。 

✅ 顧客単価 
顧客単価とは顧客1人が1回の購買によって「支払う平均額」を表します。 

つまり、ECサイトの売上は、何人がそのページを訪問して、 
そのうち何%が、何円の商品を購入したのか？によって変化します。 

それぞれの数字がどのように推移しているのか？どの数字に課題がありそうかを見極めることで効果的な打ち
手に繋げることができます。

先ずはウェブサイト特有のキーワードから解説いたします。 
ECサイトの売上は「PV×CVR×顧客単価」によって成り立ちます。



「PV」つまり、ユーザーが商品販売ページにたどり着く経路は、広告経由、自然検索経由、アマゾン内その他の経由、外部経
由の4つに分類する事ができます。

ページビュー

広告経由 自然検索経由 その他 外部流入
・自社キーワード 
・一般キーワード

・ランキング 
・バリエーション

・Google検索 
・ホームページ 
・SNS

・スポンサー広告 
・セール/クーポン

ページビュー解析



✅ 広告経由 
広告経由はアマゾンの広告をクリックして商品ページへアクセスしたユーザーを指します。 

✅ 自然検索経由（オーガニック） 
自然検索経由はキーワード検索後、広告をクリックせずに商品ページへアクセスしたオーガニックユーザーを指
します。 

✅ アマゾン内その他の経由 
アマゾン内その他経由は、アマゾンのカテゴリランキングやバリエーションから商品ページへアクセスしたユー
ザーを指します。 

✅ 外部経由 
外部経由は、自社ホームページやSNSなどを経由して商品ページへアクセスしたユーザーを指します。商品ペー
ジへのアクセス、つまりPVはこれら4つに分類する事ができます。

ページビュー解析



PVの中でも、特に重要になるのが「自然検索経由」です。 
何故なら、アマゾンユーザーの8割は検索経由で商品を購入しており、 
そのうちの7割以上が広告をクリックしない自然検索経由で購入に至っているからです。 

つまり、アマゾンマーケティングで成功を収めるためには「ご自身が狙ったキーワードで自然検索結果の上位獲
得と定着」を図ることが最重要課題になります。

マーケティング最重要課題



✅ 検索エンジンアルゴリズム 
自然検索結果の上位獲得と定着を図るためには「アマゾンの検索エンジンアルゴリズム」を理解する必要があり
ます。検索エンジンアルゴリズムとは、検索結果の表示順位を決定する仕組みを指します。アマゾンの検索結果
の表示順位はこのアルゴリズムによって決定されています。

検索エンジンアルゴリズム



自然検索結果の上位獲得と定着を実現するために重要になるのが「戦略キーワード策定とインデックス、商品
の販売速度、商品販売ページの注文率」です。 

01.戦略キーワード策定とインデックス 
先ずは1つ目の戦略キーワード策定とインデックスから解説いたします。 
戦略キーワードとは、自然検索結果の上位表示を狙うキーワードを指します。 
戦略キーワードは商品との親和性が高く、検索数と購入率の高いキーワードを選ぶことが重要です。 

インデックスとは、商品販売ページの情報を検索エンジンがデータベースに登録することを指します。 
検索エンジンにキーワードがインデックスされると、キーワード検索結果に商品販売ページが表示されます。
インデックス対策では商品販売ページを「戦略キーワードでインデックス」させる事が重要になります。 

02.販売速度 
販売速度は直近1週間の販売個数と売り上げ金額です。 
アマゾンの検索エンジンは直近1週間の販売速度をもとに上位獲得率を決定しています。 

03.注文率（CVR） 
注文率は商品販売ページの注文率です。 
アマゾンの検索エンジンは商品販売ページの注文率を元に上位表示定着率を決定しています。 

自然検索結果の上位獲得と定着を実現するためにはこれら3つのポイントを最適化する必要があります。

検索エンジンアルゴリズム最適化



以下は、自然検索結果の上位表示の仕組みを図形にしたものです。 
STEP1では戦略キーワードを策定し、検索エンジンに戦略キーワードでインデックスさせます。


SETP2では注文率最適化対策として「A.商品販売ページの最適化、B.ストアページの最適化（商標登録済みの
場合のみ）、C.レビュー施策」を行います。これらを実行し注文率を向上させる事で自然検索結果の上位定着
率向上を図ります。


STEP3では販売速度加速対策として「A.スポンサー広告運用、B.販促プロモーション」を行います。これらを
を実行し販売速度を加速させる事で自然検索結果の上位獲得率を向上を図ります。


このようにポイントを抑え、戦略的に取り組む事で自然検索結果の上位獲得と定着を実現する事が可能です。

アマゾンマーケティング全体図



第１回目の無料講座では、 
STEP1の「戦略キーワード策定」と「インデックス対策」について解説いたします。 

✅ 戦略キーワード 
先ずは「戦略キーワード策定」から解説いたします。 
戦略キーワードとは自然検索結果の上位表示を目指すキーワードです。 

戦略キーワードは、 
・商品との親和性（関連性）が高く 
・検索数と販売実績の多いキーワードを選ぶ事が大切です。 
また戦略キーワードは1つではなく複数個策定する必要があります。

戦略キーワード策定/基礎知識



✅ 戦略キーワード分類 
戦略キーワードは、商品との親和性、検索回数、販売実績を考慮して、メインキーワード、サブキーワード、関
連キーワードの3つに分類します。 

「メインキーワード★★★」 
メインキーワードは、特に商品との親和性が高く検索数と販売実績の多いキーワードや同義語、同列検索されて
いるキーワードを2-3個策定します。 

「サブキーワード★★」 
サブキーワードは、メインキーワードの次に商品との親和性が高く検索数と販売実績の多いキーワードや同義
語、同列検索されているキーワードを数個策定します。 

「関連キーワード★」 
関連キーワードは、サブキーワードの次に商品との親和性が高く検索数と販売実績の多いキーワードや同義語、
同列検索されているキーワードを数個策定します。 
このように戦略キーワードは3つに分類して管理します。

戦略キーワード策定/戦略キーワード種別



今回は代表的な戦略キーワード策定方法として、 

1.紙に書き出す 
2.アマゾンサジェスト 
3.グーグルキーワードプランナー 
4.セラースプライト 

これら4つを解説いたします。 

✅ 今回は例として、こちらのタンブラーを使用してみたいと思います。 
このタンブラーは実在している商品ではありませんが「国産のステンレス製、
蓋付き600ml、二重構造で保温/保冷性に優れている」という前提で進めていき
たいと思います。

戦略キーワード策定/策定方法一覧



✅ 戦略キーワードを紙に書き出す 
先ずは、1つ目の戦略キーワード策定「紙に書き出す」につ
いて解説いたします。 
戦略キーワードを紙に書き出す方法は、ご自身が取り扱う
商品と親和性（関連性）の高いキーワードや、同義語や類
似語、同時に検索されているであろうキーワードをノート
に書き出していきます。 

・書き出したキーワードの中から、最も商品と親和性が高
く検索数と購入の見込めるキーワードを「メインキーワー
ド」として設定します。 

・メインキーワードの次に、商品と親和性が高く検索数と
購入の見込めるキーワードを「サブキーワード」として設
定します。 

・サブキーワードの次に、商品と親和性があり検索数と購
入の見込めるキーワードを「関連キーワード」として設定
します。

戦略キーワードを紙に書き出す



今回、例えに使用しているタンブラーに関連するキーワードを紙に書き出してみると 
「タンブラー、マグカップ、蓋付き、ステンレス、水筒、真空断熱、保温、保冷、軽量、600ml、マグボトル、
大容量、おしゃれ、魔法瓶、コップ、こぼれない、コーヒー」などを書き出すことができました。 

「メインキーワード」 
タンブラーの場合、最も商品との親和性が高く検索数と購入の見込める、「タンブラー、ステンレス、蓋付き」
などをメインキーワードとして設定します。（水筒もメインキーワードに含めたいところではありますが、商
品との親和性が若干低いためサブキーワードに設定します） 

「サブキーワード」 
サブキーワードは「水筒、真空断熱、保温、保冷、軽量、600ml、マグボトル、大容量」などを設定します。 

「関連キーワード」 
関連キーワードは商品との親和性が高く検索数と購入の見込める「おしゃれ、魔法瓶、コップ、こぼれない、
コーヒー」などを設定します。 

戦略キーワードはこのように商品との親和性、検索数、購入につながる可能性を考慮して、メインキーワー
ド、サブキーワード、関連キーワードの3つに分類します。 

実際に検索から購入に至っているキーワードは狭いので紙に書き出すだけでも、十分、戦略キーワード策定を
行う事ができます。

戦略キーワード策定/紙に書き出す



✅ サジェスト使用方法 
次は、2つ目の戦略キーワード策定「アマゾンサジェスト」について解説いたします。 
サジェストとは検索ボックスに文字を打ち込むとキーワードが予測表示される機能のことです。たとえば「夏」と
入力すれば「夏休み」「夏目漱石」など、入力された文字から考えられるキーワードが表示されます。 

1.先ずは、紙に書き出したメインキーワードやサブキーワードをアマゾンの検索ボックスに入力します。 

2.検索ボックスにキーワードを入力すると、同時に検索される頻度の高いキーワードがサジェストとして表示され
ます。表示されるサジェスの中から商品との親和性が高く検索数と購入の見込めるキーワードを戦略キーワードと
して策定します。 

＋タンブラーの場合、戦略キーワードを入力してみると「キャンプ、持ち運び、お酒、こぼれない、真空、食洗機
対応」などが表示されました。このようにサジェストキーワードの中から、商品との親和性、検索数や購入につな
がる可能性を考慮して、メインキーワード、サブキーワード、検索キーワードを策定します。

戦略キーワード策定/アマゾンサジェスト



✅ グーグルキーワードプランナー 
次は、3つ目の戦略キーワード策定「グーグルキーワードプランナー」について解説いたします。 
グーグルキーワードプランナーは、無料で使用できるグーグルのキーワード調査ツールです。グーグルの広告配信向
けツールではありますがアマゾンのキーワード策定にも役立ちます。 グーグルキーワードプランナーでキーワードを
検索すると「関連キーワード」や「キーワード毎の検索回数」を表示します。

戦略キーワード策定/Googleキーワードプランナー



✅ 使用方法 
グーグルキーワードプランナーで戦略キーワードを策定する場合は、ツール内でメインキーワードやサブキーワード
を検索します。 

1.先ずはグーグルアカウント作成後グーグルADSにログインします。

2.ツール上部に表示される「ツールと設定」をクリックすると表示されるメニューの中から「キーワードプラン
ナー」を選択します。

3.ページ展開後「新しいキーワードを見つける」を選択します。

4.検索ボックスにキーワードを入力してボタンをクリックすると「関連キーワード一覧・月間平均検索数・3ヶ月間
の検索推移・前年比推移・競合性・グーグルのPPC広告クリック単価」が表示されます。 

＋タンブラーの場合、戦略キーワードや戦略キーワードの掛け合わせを検索してみると「二重構造、人気、大きい、
直飲み」などを見つけることができました。 

このようにグーグルキーワードプランナーで見つけたキーワードの中から、商品との親和性、検索数や購入につなが
る可能性を考慮して、メインキーワード、サブキーワード、検索キーワードを策定します。

戦略キーワード策定/Googleキーワードプランナー

https://ads.google.com/intl/ja_jp/home/


✅ セラースプライト 
次は、4つ目の戦略キーワード策定「セラースプライト」について解説いたします。 
セラースプライトとは、一部無料で使用する事ができるアマゾンに特化した市場分析ツールです。 
セラースプライトを使用する事で、アマゾンでのキーワードの検索回数や購入率、競合の商品販売ページにアクセス
の集まっているキーワードを知る事ができます。 

セラースプライトはアマゾンコンサルや運用代行業者も使用しているツールです。 
これから本格的に取り組む場合は、商品立ち上げ時だけでも導入されることをお勧めいたします。 

✅ セラースプライト紹介 
こちらのクーポンをご利用いただければ月額料金が永久的に「通常の30%OFF」になります。 
https://www.sellersprite.com/jp/ 

30%OFF紹介コード「  EG8230  」 
（有料版申し込みページに割引コードを入力すると、30%OFFが適応されます） 

＊セラースプライトは素晴らしいツールではありますが、表示されるデータは確実なものではないので参考程度にお
考えください。

戦略キーワード策定/セラースプライト

https://www.sellersprite.com/jp/
https://www.sellersprite.com/jp/


✅ 機能紹介 
今回はセラースプライトの代表的な機能、 
A.キーワードマイニング機能 
B.キーワード逆引き機能について解説いたします。 

キーワードマイニング機能は、検索したキーワードの関連キーワードと検索数、購入率などを表示します。キーワード
逆引き機能は、競合のASINを検索すると商品販売ページにアクセスの集まっているキーワードを表示します。 

✅ キーワードマイニング機能 
キーワードマイニング機能で戦略キーワードを策定する場合は、 

1.セラースプライトにログイン後、メニューの中からキーワードマイニングを選択します。 
2.検索ボックス上部に表示されるメニューの中から検索パターンを選択します。 
検索パターンは、静的マイニング、動的マイニング、アマゾン推奨の3つが存在します。 

・静的マイニングは、検索したキーワードが含まれる関連キーワードのみ表示します。 
・動的マイニングは、セラースプライトが推奨する関連キーワードを表示します。 
・アマゾン推奨は、アマゾンが推奨する関連キーワードを表示します。 

3.検索パターン選択後キーワード検索すると、関連キーワード一覧と詳細情報が表示されます。詳細情報は「月間検索
数、相関度、月間販売数と購入率、クリック集中度、商品数、市場分析、価格分布、評価数分布、星評価分布、PPC
入札額」が表示されます。

戦略キーワード策定/セラースプライト



✅ キーワードマイニング/詳細データ確認 
月間検索数：月間の検索回数を指します。

相関度：該当キーワードと商品との関連性を指します。相関度の高いキーワードほど購入に繋がる可能性が高いと
言えます。

月間販売数：には月間の販売数と購入率を表示しています。

クリック集中度：該当キーワードの検索上位「3商品」へのクリック集中度を指します。クリック集中度が高すぎる
キーワードは「大手ナショナルブランドの商品名」などの可能性が高いです。

商品数：キーワード検索結果に表示される商品数を指します。

市場分析：キーワード検索結果3ページ以内に表示される「商品の平均価格、レビュー数、レビュー評価」を指しま
す。

価格分布：キーワードに関連する商品の平均価格を指します。

評価数分布：キーワードに関連する市場の平均的なレビュー数を指します。平均レビュー数が1000以上など多すぎ
る場合、その市場は成熟しており新規参入は難しくなります。逆に評価数分布が低ければ参入しやすい市場と言えま
す。

星評価分布：キーワードに関連する市場の高評価レビューの割合を指します。星4.5以上など高評価レビューが多け
れば市場はすでに成熟しており新規参入は難しくなります。逆に星3.5程度の商品が多ければ参入しやすい市場と言
えます。

PPC入札額：アマゾンスポンサープロダクト広告の平均クリック単価を指します。PPC入札額は市場規模、競争度、
成熟度の縮図となっています。PPC入札額平均は市場により大きく異なりますが「80円以上」など高額な場合は新
規参入の難易度が高くなります。

戦略キーワード策定/セラースプライト



＋タンブラーの場合、セラースプライトのキーワードマイニング機能でメインキーワードやサブキーワードを検索し
てみると、これまでに策定したキーワード以外に「コーヒーカップ、マグ、平仮名のふたつき」などを見つけること
ができました。これらのキーワードを、商品との親和性、検索数、購入率を考慮してメインキーワード、サブキー
ワード、検索キーワードに追加します。 

合わせて、ここまでにお伝えした、紙に書き出す、アマゾンサジェスト、グーグルキーワードプランナーで策定した
戦略キーワードの検索数や購入率も確認します。戦略キーワードの検索数や購入率が低かった場合、戦略キーワード
を入れ替える必要があります。 

このようにセラースプライトのキーワードマイニング機能を使用する事で、確実性の高い戦略キーワード策定を行う
事ができます。

戦略キーワード策定/セラースプライト



✅ キーワード逆引き機能 
次は、セラースプライト2つ目の「キーワード逆引き機能」について解説いたします。 
キーワード逆引き機能では「競合商品にアクセスの集まっているキーワード」をリサーチする事ができます。 

✅ キーワード逆引き機能使用方法 
1.先ずは、キーワード逆引き機能のTOPページに表示される検索ボックスに「競合商品のASINコード」を入力して
検索ボタンをクリックします。競合は同じカテゴリーのアマゾンランキング上位の商品を選定します。 

2.検索結果には競合商品にアクセスの集まっているキーワード一覧と詳細情報が表示されます。

戦略キーワード策定/セラースプライト



✅キーワード逆引き/詳細データ確認 
トラフィック比率:キーワード検索時に競合商品がどの程度露出しているのかを指します。

トラフィック比率が高いほど競合商品が検索上位に表示されている事になります。

タイプ:競合商品が露出した場所を指します。

自然検索経由の場合は検索経由、広告経由の場合はキーワードと記載されます。

自然順位:競合商品の自然検索順位を指します。

広告順位:競合商品の広告の表示順位を指します。

検索数週順位:キーワードのアマゾン全体での検索ランキングを指します。

検索数週順位が低いほどアマゾン全体での検索数が大きいキーワードと言えます。

月間検索数:月間の検索数を指します。

PPC入札額:キーワードの広告平均クリック単価を指します。

商品数:キーワードの検索結果に表示される商品総数を指します。

供給比:需要（検索数）と供給（販売数）の比率を指します。

供給比が高いほど需要が高いキーワードと言えます。

広告ライバル商品数:キーワードで広告を配信しているライバル数を指します。 

＋タンブラーの場合、キーワード逆引き機能でメインキーワードやサブキーワードを検索してみると、ここまでに
見つけたキーワード以外に「洗いやすい、氷点下」などを見つけることができました。これらのキーワードを商品
との親和性、検索数、購入率を考慮してメインキーワード、サブキーワード、検索キーワードに追加します。

戦略キーワード策定/セラースプライト



✅ 戦略キーワードを決定する 
最後に、ここまでに策定したキーワードを表にまとめ、商品との親和性、検索数、購入率などを元に戦略キーワー
ドを決定します。 

・メインキーワードはレッド

・サブキーワードはグリーン

・関連キーワードはブラックで色付けしています。


＋タンブラーの場合、メインキーワードは「タンブラー、マグカップ、蓋付き、ステンレス、真空断熱」。

サブキーワードは「保温 保冷、水筒、マグボトル、こぼれない、氷点下」。

関連キーワードは「おしゃれ、魔法瓶、コップ、こぼれない、コーヒー」に設定します。

戦略キーワード策定/キーワード決定

キーワード/検索数/購入率 キーワード/検索数/購入率 キーワード/検索数/購入率
マグカップ/144,352/0.38% タンブラー/234,243/1.82% 水筒/592,177/1.35%
マグカップ ふた付/21,723/0.59% 氷点下タンブラー/68,432/0.43% すいとう/28,287/097%
蓋付きマグカップ/15,190/0.96％ タンブラー 蓋付き/55,628/1.26% マグボトル/11,982/0.6%
マグカップ 保温保冷/15,086/1.08% タンブラー 真空断熱 ふた付き/41,264/0.43% タンブラー 保温保冷 蓋付き/6,145
ステンレスマグカップ/14,826/1.41% タンブラー 蓋付き こぼれない/28,170/1.26% タンブラー 600ml/8,660
マグカップ 保温 蓋付き/12,240/0.38% ステンレス タンブラー/24,448/ コーヒーカップ/40,463/0.93%
マグカップ おしゃれ/11,964/0.76% 蓋付きタンブラー/10,653/0.43% 魔法瓶/30,365/1.62%
マグカップ 保温/10,009/1.75% 真空断熱タンブラー/8,248/2.04% タンブラー 蓋付き こぼれない28,170/1.26%
フタ付きマグカップ/6,941/1.19% 断熱タンブラー/6,759/3.88%



戦略キーワードの策定は以上です。

今回は代表的な戦略キーワード策定として、


1.紙に書き出す 
2.アマゾンサジェスト 
3.グーグルキーワードプランナー 
4.セラースプライト 

4つの方法を解説いたしました。

戦略キーワード策定/まとめ



✅ インデックス対策 
次はインデックス対策について解説いたします。 
インデックスとは、商品販売ページの情報が検索エンジンのデータベースに登録されることを指します。 
検索エンジンにキーワードがインデックスされることで、キーワードの検索結果に商品販売ページが表示されます。 

インデックスにおいて重要な点は「商品販売ページを戦略キーワードで」インデックスさせる事です。 

✅ インデックス対策一覧 
商品販売ページを戦略キーワードでインデックスさせる為には、


1.商品名 
2.箇条書き説明文 
3.仕様欄 
4.内部検索キーワードに 
戦略キーワードを含めて作成する必要があります。

インデックス対策



先ずは、1つ目のインデックス対策「商品名」から解説いたします。 
商品名はインデックス対策において最も重要な要素になります。 
以下の9つのポイントに注意して作成する必要があります。 

1.商品名は必ずメインキーワードとサブキーワードを含めて作成します。

2.検索エンジンにインデックスされやすいよう、商品に関係のないキーワードや重複する内容は含めず作成します。

3.インデックスは左から順に強まるため重要なキーワードは先頭に配置します。ブランド名など、上位表示させても
意味のないキーワードは文末に配置します。

4.キーワード同士は半角小文字スペースで区切って入力します。

5.商品名の長さは80文字未満で作成します。

6.ひらがな、カタカナは自動認識されますが重要なキーワードは念のため両方を含めるようにします。

7.スマートフォンで閲覧した際、商品名の27文字目以降は自動省略されてしまうので、27文字目以内に魅力的な
キャッチコピーを含めて作成します。27文字目以内にキャッチコピーを含めることでクリック率を向上させる事がで
きます。

8.商品名に記載している全てのキーワードが、必ずインデックスされるとは限りません。

9.商品名はアマゾンの規約に沿って作成する必要があります。規約について詳しくはアマゾン公式ページをご確認く
ださい。


以上が商品名作成時のポイントと注意点になります。

インデックス対策/商品名

https://sellercentral.amazon.co.jp/help/hub/reference/YTR6SYGFA5E3EQC%E3%80%8D


商品名を決定する際のお勧めのパターン（並び順）は、 

「商品タイトル」＋「戦略キーワード」＋「戦略キーワードを含めた1番の特徴（キャッチコピー）」＋「サブキー
ワード」＋「ブランド名や型番」になります。 

+タンブラーの場合、「タンブラー 蓋付き 真空断熱 ステンレス マグカップ 氷点下 保冷 保温 溢れない ふた付き マ
グボトル 水筒 ブランド名や型番」となります。 

この考え方をご自身の商品に落とし込んで商品名を作成してください。 
インデックス対策1つ目の商品名については以上です。

インデックス対策/商品名お勧めのパターン



✅ 仕様欄 
2つ目のインデックス対策「仕様欄」について解説いたします。 
仕様欄は、PCでは商品画像の右側に、スマートフォンでは商品画像の下部に表示されます。仕様欄はカテゴリに
よって異なりますが5つの項目に分けて登録する事ができます。


仕様欄はインデックス対策だけではなく、商品販売ページに表示されるため購入率にも影響を与えます。

インデックス対策/仕様欄



✅ 仕様欄の文章を作成時のポイント 
仕様欄は6つのポイントに注意して作成します。 

1.仕様欄には商品の「概要、特徴、お勧めのポイント、使用方法や利用環境、容量/原産国/賞味期限」など購入者に
考慮してもらいたい点を記載します。

2.文章には自然な形で全ての戦略キーワードを含めて作成します。

3.重要なキーワードについてはタイトルと同じ表現を使用します。

4.インデックスされやすいよう1項目につき100文字以内で作成します。

5.プロモーションや価格に関する情報は含めずに作成します。

6.仕様欄に記載している全てのキーワードが必ずインデックスされるとは限りません。

以上が仕様欄作成時のポイントと注意点になります。

インデックス対策/仕様欄



✅ 商品説明文 
3つ目のインデックス対策「説明文」について解説いたします。 
説明文は商品販売ページの中段に表示されますが、A＋コンテンツを登録すると非表示になります。 
しかし、インデックスの対象になるため必ず登録する必要があります。 

✅ 商品説明文作成時のポイント 

商品説明文は5つのポイントに注意して作成します。 

1.商品説明文には商品の概要や原料などを記載します。 

2.文章には自然な形で全ての戦略キーワードを含めて作成します。

3.重要なキーワードについては、タイトルや仕様欄と同じ表現を使用します。

4.プロモーションや価格に関する情報は含めずに作成します。

5.記載しているキーワード全てが、必ずしもインデックスされるとは限りません。


以上が商品説明文作成時のポイントと注意点になります。

インデックス対策/商品説明文



✅ 内部検索キーワード 
4つ目のインデックス対策「内部検索キーワード」について解説致します。 
内部検索キーワードはユーザーには表示されませんがインデックス対象になるため必ず設定します。 

✅ 内部検索キーワード作成時のポイント 

内部検索キーワードは6つのポイントに注意して設定します。 

1.内部検索キーワードには全ての戦略キーワードを設定します。

2.重要な情報については、タイトルや仕様欄と同じ表現を使用します。

3.キーワード同士は半角スペースで区切って入力します。

4.全体の長さは大文字で約70文字程度（220キロバイト以内）で設定します。

5.ひらがな、カタカナは自動認識されます。

6.必ずしも登録したキーワード全てがインデックスされるとは限りません。

以上が内部検索キーワード作成時のポイントと注意点になります。


インデックス対策は以上になります。

インデックス対策/内部検索キーワード



✅ インデックス強化 
さらに、インデックス対策において「もう1つ覚えていただきたい重要な点」があります。 
それはインデックス強化です。 

インデックスの強化とは、 
検索エンジンに対して商品販売ページとキーワードの関係性を「より深く認知」させることを指します。 

インデックスが強化される事で、 
・自然検索結果の上位獲得と維持がされやすくなる。 
・低い広告入札単価でも上位表示されやすくなる 
など様々なメリットがあります。

インデックス対策/インデックス強化



✅ インデックス強化に影響を与える要素 
インデックス強化に影響を与える要素は、 

・キーワードからの販売実績 
・キーワードからのアクセス数 
・キーワードからの購入率 
・キーワードと関連性の高い競合ページからの移行率 
・ベストセラーバッチの有無 
・アマゾンチョイスバッチの有無 
・累計販売実績（商品販売数と販売金額の累計です） 
・累計アクセス数 
・商品販売ページの滞在率 
・商品販売ページ内のキーワード一致率 
・購入転換率（自社の別商品も含め購入に繋がった確率を指します） 
・アマゾン登録ブランド（ストアページの有無）などです。 

※特にインデックス強化に影響を与えるのが「キーワードからの販売実績、アクセス数、購入率」です。 
今後、広告運用する際はインデックス強化を意識して、戦略キーワードからの販売実績、アクセス数、購入率を高め
ていく事が重要になります。インデックス強化については以上です。

インデックス対策/インデックス強化



✅ インデックス確認 
最後に、商品販売ページ立ち上げ後は必ず戦略キーワードで正常にインデックスされているか確認を行ってくださ
い。インデックスの確認は「アマゾンで商品のASINと戦略キーワード」を小文字スペースで区切って検索します。 

正常にインデックスされている場合は、検索結果に商品販売ページが表示されます。 
インデックスされていない場合は商品販売ページは表示されません。 

メインキーワードやサブキーワードでインデックスされていない場合は「商品名、仕様欄、説明文、内部検索キー
ワード」の修正を行う必要があります。 

インデックスには最大24時間程度時間が掛かりますので、インデックス確認は一定時間経過後に行ってください。
以上ページ立ち上げ後に行っていただきたいインデックス確認になります。

インデックス対策/インデックス確認



第一回目となる、今回の無料講座では商品販売する上で最低限取り組んでいただきたい「戦略キーワード策定」と
「インデックス対策」を解説いたしました。 

次回の無料講座では注文率を向上させる「商品販売ページ最適化、ストアページ最適化、レビュー施策」について解
説いたします。 

イチカラのLINE無料講座では、アマゾン販売に役立つ最新情報やコンテンツを無料配信しています。 
是非、ご登録ください。それでは、最後までご覧いただきありがとう御座いました。

インデックス対策/まとめ
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