






2015年からAmazon商品データベースを開発
• • • •

累計利用者様28000人

累計10億レコード突破
毎時間アマゾンへアクセスして商品データを蓄積

KEEPA社とも業務提携済み！
業界最大規模のデータベース



ECサイトの売上は 

PV×CVR×顧客単価



何人がページを訪問し、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。

つまりECサイトの売上は
• • •



ページビュー

広告経由 自然検索経由 その他の経由 外部経由
・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
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そのうちの70%が
自然検索経由で商品を購入

Amazon利用者の80%が検索経由で商品を購入
• • • • • • •



自然検索結果の上位獲得と定着
アマゾンマーケティングのゴールは



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



1.戦略キーワード策定&INDEX 
2.商品の販売速度 
3.商品販売ページの注文率

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…



戦略キーワードとは
• • • • • • • • •

自然検索結果の上位表示を狙うキーワード

＝グラス、コップ
ダブルウォールグラス 耐熱グラス

親和性、検索数、購入率の高い
キーワードを設定



INDEXとは？？
Amazonのデーターベースに
商品販売ページの情報が登録



キーワードでINDEXされると
検索結果に商品販売ページを表示



販売速度とは？？
直近1週間の販売個数と売上金額

販売速度で上位獲得率を決定
Amazonの検索エンジンは



注文率とは？？
アクセスに対しての購入比率

注文率で上位定着率を決定
Amazonの検索エンジンは



アマゾンマーケティング全体図

①戦略キーワード策定&キーワードインデックス

②注文率最適化
A.商品ページ 
B .ストアページ 
C .レビュー施策

③販促広告
A.スポンサー広告 
B .販促プロモーション

注文率向上 販売速度加速

検索上位定着 検索上位獲得



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

＝グラス、コップ
ダブルウォールグラス 耐熱グラス

親和性、検索数、購入率の高い
キーワードを設定



戦略キーワードは
• • • • • • • •

メイン、サブ、関連キーワードの3つに分類
親和性、検索数、購入率を考慮して

メインキーワード 
ダブルウォールグラス 
耐熱グラス 
マグカップ



戦略キーワードは
• • • • • • • •

メイン、サブ、関連キーワードの3つに分類
親和性、検索数、購入率を考慮して

サブキーワード 
グラス コップ 
カップ 
保温保冷



戦略キーワードは
• • • • • • • •

メイン、サブ、関連キーワードの3つに分類
親和性、検索数、購入率を考慮して

関連キーワード 
二重構造 
コーヒー 紅茶 
取手付き



戦略キーワード策定一覧

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



製品名：蓋付きタンブラー 
原産国:国産 
素材：ステンレス 
容量：600ml 
特徴：二重構造、保温/保冷性 
ブランド名:タンブラーSHOPイチカラ

今回は例えとして・・
こちらの商品を使用します



同列検索されているであろうキーワードを書き出す
商品に関連性のあるキーワード
①戦略キーワード策定



キーワード書き出してみると
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、600ミリ、マグボトル、 
大容量、おしゃれ、魔法瓶、溢れない、コーヒー

タンブラーに関連する



戦略キーワードは
• • • • • • • •

メイン、サブ、関連キーワードの3つに分類
親和性、検索数、購入率を考慮して

メインキーワード 
タンブラー 
ステンレス 
蓋付き



戦略キーワードは
• • • • • • • •

メイン、サブ、関連キーワードの3つに分類
親和性、検索数、購入率を考慮して

サブキーワード 
水筒、真空断熱、保温 
保冷、軽量、600ミリ 
マグボトル、大容量



戦略キーワードは
• • • • • • • •

メイン、サブ、関連キーワードの3つに分類
親和性、検索数、購入率を考慮して

関連キーワード 
おしゃれ、魔法瓶 
コップ、溢れない 
コーヒー



メイン、サブ、関連キーワードの3つに分類
親和性、検索数、購入率を考慮して

関連キーワード 
おしゃれ、魔法瓶 
コップ、溢れない 
コーヒー

サブキーワード 
水筒、真空断熱、保温 
保冷、軽量、600ミリ 
マグボトル、大容量

メインキーワード 
タンブラー、ステンレス、蓋付き



Amazonサジェストキーワード
②戦略キーワード策定



Googleキーワードプランナー
③戦略キーワード策定

関連キーワードや検索数などを表示



セラースプライト
④戦略キーワード策定

Amazon特化型の市場分析ツール
キーワード検索数、購入率、競合にアクセスの集まっ

ているキーワードをリサーチ可能

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。

月額料金が30パーセントOFF

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


キーワードマイニング機能
セラースプライト

関連キーワード、検索数、購入率を表示



キーワード逆引き機能
セラースプライト

ライバル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表示



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%

策定したキーワードを表にまとめる



メイン、サブ、関連キーワードの3つに分類
親和性、検索数、購入率を考慮して

メインキーワード 
タンブラー 
マグカップ 
蓋付き、ステンレス



メイン、サブ、関連キーワードの3つに分類
親和性、検索数、購入率を考慮して

サブキーワード 
真空断熱、保温保冷 
水筒、マグボトル、 
溢れない、氷点下



メイン、サブ、関連キーワードの3つに分類
親和性、検索数、購入率を考慮して

関連キーワード 
おしゃれ、魔法瓶 
コップ、コーヒー



メイン、サブ、関連キーワードの3つに分類
親和性、検索数、購入率を考慮して

関連キーワード 
おしゃれ、魔法瓶 
コップ、溢れない 
コーヒー

サブキーワード 
水筒、真空断熱、保温 
保冷、軽量、600ミリ 
マグボトル、大容量

メインキーワード 
タンブラー、ステンレス、蓋付き



イ ン デ ッ ク ス と は ？
• • • • • • • •

検索エンジンが商品情報
をデータベースに登録
②戦略キーワードで検索エンジンに
登録させる事が重要です。



おすすめの商品名構成

①商品タイトル

②メインキーワード

③戦略キーワード含めたキャッチコピー

④サブキーワード

⑤ブランド名&型番



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

INDEX対策一覧



❶インデックス対策/商品名



商品名にはメイン&サブ
キーワードを含める

①商品名作成時のポイント



商品と関係のないキー
ワード含めず作成

②商品名作成時のポイント



重要なキーワードは 
先頭に配置

③商品名作成時のポイント



キーワード同士は半角小
文字スペースで区切る

④商品名作成時のポイント



商品名の長さは80 文字
程度で作成

⑤商品名作成時のポイント



重要なキーワードは平仮
名とカタカナを含める

⑥商品名作成時のポイント



27文字目以内にキャッ
チコピーを含める

⑦商品名作成時のポイント



⑧商品名作成時のポイント

登録している全てのキーワー
ドはインデックスされない



Amazonの規約に注意
して作成する

⑨商品名作成時のポイント



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 タンブラーショップイチカラSH01

タンブラー商品名は・・

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 タンブラーショップ
イチカラSH01



❷インデックス対策/仕様欄



購入者に考慮してもらい
たいポイントを記載

①仕様欄作成時のポイント



自然な形で戦略キーワー
ドを含めて作成

②仕様欄作成時のポイント



重要なキーワードはタイ
トルと同じ表現を使用

③仕様欄作成時のポイント



1項目につき100文字以
内で作成

④仕様欄作成時のポイント



プロモーションや価格情
報は含めずに作成

⑤仕様欄作成時のポイント



⑥仕様欄作成時のポイント

登録している全てのキーワー
ドはインデックスされない



❸インデックス対策/商品説明文



説明文
❸インデックス対策



商品の概要や原料などの
情報を記載

①商品説明文作成時のポイント



②商品説明文作成時のポイント

自然な形で戦略キーワー
ドを含めて作成



③商品説明文作成時のポイント

重要なキーワードは商品名
や仕様欄と同じ表現を使用



④商品説明文作成時のポイント

プロモーションや価格情
報は含めず作成



⑤商品説明文作成時のポイント

登録している全てのキーワー
ドはインデックスされない



❹インデックス対策/内部検索キーワード



①内部検索キーワード作成時のポイント

全ての戦略キーワードを
含めて作成



②内部検索キーワード作成時のポイント

重要なキーワードはタイ
トルと同じ表現を使用



③内部検索キーワード作成時のポイント

キーワードは半角スペー
スで区切って入力



④内部検索キーワード作成時のポイント

全体の長さは大文字 
70文字程度で作成



⑤内部検索キーワード作成時のポイント

平仮名カタカナは自動認
識される



⑥内部検索キーワード作成時のポイント

登録している全てのキーワー
ドはインデックスされない



⑥内部検索キーワード作成時のポイント

登録している全てのキーワー
ドはインデックスされない



インデックス強化とは？ 
検索エンジンが商品販売ページとキーワードの関連性の強さを認識

戦略キーワードからの購入実績などが増加すると 
検索エンジンのインデックスが強化



インデックス強化のメリット
①自然検索結果の上位獲得と維持がされやすくなる
②低い広告入札単価でも上位表示されやすくなる



インデックス強化要素
A.キーワードからの販売実績 
B.キーワードからのアクセス数 
C.キーワードからの購入率 

D.キーワードと関連性の高い競合ページからの移行率 
E.ベストセラーバッチの有無 
F.アマゾンチョイスバッチの有無 
G.累計販売実績（販売数と金額の累計を指します） 
H.累計アクセス数 
I.商品販売ページの滞在率 
J.商品販売ページ内のキーワード一致率 
K.購入転換率（自社別商品も含め購入に繋がった確率を指します） 
L.アマゾン登録ブランド（ストアページの有無）



アマゾンマーケティング全体図

①戦略キーワード策定&キーワードインデックス

②注文率最適化
A.商品ページ 
B .ストアページ 
C .レビュー施策

③販促広告
A.スポンサー広告 
B .販促プロモーション

注文率向上 販売速度加速

検索上位定着 検索上位獲得



無料講座の登録はこちら

https://lin.ee/ILR3FGb
https://lin.ee/ILR3FGb



