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検索件数をチェック！2019
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＼ どんな言葉で検索してるの？ ／



はじめに
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検索件数チェック！2019 をダウンロードしていただき、

ありがとうございます。

早速ですが、人はどんな言葉を入力して検索していると思いますか？

たとえば、
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・都道府県や市区群で検索されているのでしょうか？

・整骨院 or 接骨院 ではどちらの方が検索件数が多いのでしょうか？

・検索件数が一番多いジャンルは何でしょうか？

などなど



想像ではなく

事実をみる
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この資料では、治療院やリラクゼーションサロンの SEO対策において、よく扱われている

言葉の検索件数からみた傾向を考察してきます。

2018年2月 〜 2019年1月までの月の検索件数（平均）から考察

この資料で表現した傾向は、あくまでひとつの側面です。

エリアやジャンルによっては異なる傾向となるかもしれません。

この資料で、ひとつの結果（傾向）をつかみ、ご自身のエリアやジャンルはどうか

ぜひ実際にチェックしてみてください。

想像と事実は違うかもしれませんよ。

それでは検索件数の傾向をみていきましょう。

どんな結果がでるかな
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前提
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・調査ツールは、Googleキーワードプランナーです。

・検索件数は、2019年3月時点からみた過去12ヶ月（2018年2月〜2019年1月）のものです。

・日本において、検索件数の合計はYahooを含め、当資料で記載した検索件数の約2倍になります。

・エリア × ジャンルの検索件数の傾向は、からだケアが調査したエリアにおける傾向です。エリアによっ

て異なる傾向になることは十分に考えられます。ぜひご自分のエリア × ジャンルでも調査してみてくだ

さい。

前提条件

ご自分のエリア×ジャンルでも
調査してみてくださいね。



＃１

都や県で検索されているの？

6

東京都 整骨院 神奈川県 鍼灸 埼玉県 整体
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東京都 整骨院 40

埼玉県 整骨院 50

都や県で検索されているの？

千葉県 整骨院 50

神奈川県 整骨院 20

「都・県 × ジャンル」の検索件数は？

あれ？あまり多くない・・・

はじめに 整骨院 をチェック
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東京都 整体 70 

埼玉県 整体

都や県で検索されているの？

千葉県 整体

神奈川県 整体 

続いて、整体や鍼灸もチェック

うーむ。やっぱりあまり多く
ないんだね。

整体・鍼灸 をチェック （2019年1月の検索件数）

東京都 鍼灸 30

埼玉県 鍼灸 20

千葉県 鍼灸 30 

神奈川県 鍼灸 5070 

70 

70 
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東京都 整骨院 40 

都や県で検索されているの？

新宿 整骨院 720 

それでは、都・県の主要エリアはどうでしょうか？

神奈川県 整骨院 20 

横浜 整骨院 480 

埼玉県 整骨院 50 

浦和 整骨院 260 

千葉県 整骨院 50 

船橋 整骨院 590

おや？エリアの方が圧倒的
に多い！
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東京都 整骨院 40 

荻窪 整骨院 390 

さらに！

主要エリアに限らず、広域 ＜ 狭域の傾向がある

笹塚 整骨院 320 

板橋 整骨院 210

代々木上原 整骨院 110 

神奈川県 整骨院 20

相模原 整骨院 480

戸塚 整骨院 170 

辻堂 整骨院 170

横浜 整骨院 70 

都や県で検索されているの？
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都道府県という広域より エリアの方が検索件数は多い

#１

都や県で検索されているの？

都や県で検索されているの？

検索件数の傾向
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なるほど！そうだったん
だね。



＃２

区や市で検索されているの？

12

新宿区 整骨院 渋谷区 鍼灸 町田市 整体
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新宿区 整骨院 40 

練馬区 整骨院 90 

区や市で検索されているの？

町田市 整骨院 50 

渋谷区 整骨院 30 

「区・市 × ジャンル」の検索件数は？

やっぱり都道府県と同じくら
い。

はじめに 整骨院 をチェック
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新宿区 整体 50

練馬区 整体 110 

都や県で検索されているの？

町田市 整体 140 

渋谷区 整体 70 

続いて「区・市 × 整体・鍼灸」もチェック

あまりたくさんは検索されて
いないね。

整体・鍼灸 をチェック

新宿区 鍼灸 30

練馬区 鍼灸 70

町田市 鍼灸 20 

渋谷区 鍼灸 90 
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新宿区 整骨院 40 

高田馬場 整骨院 480

渋谷区 整骨院 30 

幡ヶ谷 整骨院 110 

練馬区 整骨院 90 

石神井公園 整骨院 170

町田市 整骨院 50 

南町田 整骨院 140 

都や県と同じで、区や市よ
りもエリアの方が多いの
ね。

区や市で検索されているの？

区や市にある主要エリアと比較してみましょう
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都・県と同様に、市区よりも狭域エリアの方が検索件数は多い

#２ 

区や市で検索されているの？

区や市で検索されているの？

検索件数の傾向
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＃３

○○駅で検索されているの？

17

新宿駅 整骨院 下北沢駅 鍼灸 表参道駅 整体
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新宿駅 整骨院 20 

新宿 整骨院 720 

「○○駅」と「駅をつけない」検索件数を比較

渋谷駅 整骨院 50 

渋谷 整骨院 720 

下北沢駅 整骨院 10 

下北沢 整骨院 170 

武蔵小金井駅 整骨院 10 

武蔵小金井 整骨院 320 

駅なしの方が多いですね。

○○駅で検索されているの？
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人形町駅 整体 10

人形町 整体 260 

錦糸町駅 整体 10 

錦糸町 整体 720

表参道駅 整体 30

表参道 整体 480 

国分寺駅 整体 10 

国分寺 整体 880 

○○駅で検索されているの？

その２

「○○駅」と「駅をつけない」検索件数を比較
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「○○駅」より「駅をつけない」方が検索件数は多い

#３

○○駅で検索されているの？

○○駅で検索されているの？

検索件数の傾向
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「駅」と入力するのが手間で
すしね。



＃４

整骨院 or 接骨院 どちらが多いの？

21

エリア 整骨院 エリア 接骨院
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整骨院 

都や県で検索されているの？

まずは、整骨院／接骨院 そのままの検索件数を見てみましょう

整骨院の方が倍近くなんだ
ね。

接骨院 

74,000

49,500
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新宿 整骨院 720 

新宿 接骨院 170 

次に「エリア × 整骨院／接骨院」を比較してみましょう

池袋 整骨院 590 

池袋 接骨院 210

恵比寿 整骨院 390 

恵比寿 接骨院 140 

吉祥寺 整骨院 480

吉祥寺 接骨院 170 

整骨院 or 接骨院 どちらが多いの？
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中野 整骨院 880 

中野 接骨院 480 

ほかのエリアもみてみましょう｜「エリア × 整骨院／接骨院」

恵比寿 整骨院 390 

恵比寿 接骨院 140 

下高井戸 整骨院 110 

下高井戸 接骨院 50

田町 整骨院  140 

田町 接骨院 90 

整骨院 or 接骨院 どちらが多いの？
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どのエリアも整骨院の方が
多いですね。
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整骨院の方が多い

#４

整骨院 or 接骨院 どちらが多いの？

整骨院 or 接骨院 どちらが多いの？

検索件数の傾向
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＃５

「鍼灸」は「はりきゅう」の方が多いの？

26

鍼灸 はりきゅう 針灸
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鍼灸 22,200 

針灸 

鍼灸はひらがなの方が多いの？

はりきゅう 4,400 

まずは 鍼灸、はりきゅう、針灸 の検索件数をみてみましょう

意外にひらがなより、漢字
の鍼灸の方が多い！

1,000 
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新宿 鍼灸 590

新宿　針灸 

鍼灸はひらがなの方が多いの？

新宿 はりきゅう 10 

まずは 鍼灸、はりきゅう、針灸 の検索件数をみてみましょう

0 
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エリアで調べても同じ結果
・・・漢字なのね。
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鍼灸の方が多い

#５

鍼灸はひらがなの方が多いの？

検索件数の傾向

鍼灸はひらがなの方が多いの？
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コラム：なぜひらがなより鍼灸の方が多いのか

鍼灸はひらがなの方が多いの？

予測変換の影響は？

例えば「しんきゅう」や「はりきゅう」と入力しても「鍼灸」と予測変換されます。

このことも影響し、ひらがなよりも鍼灸の検索件数の方が多くなっていると予想しています。

また「書くこと」は難しいですが、「読むこと」や「複数の選択肢から選ぶこと（予測変換）」はできるのが「鍼

灸」という言葉なのかもしれません
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＃６

検索件数が一番多いのはどのジャンル？

31

鍼灸 整骨院 マッサージ

整体 リフレクソロジーカイロプラクティック

ズバリ
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マッサージ 49,500 

整骨院

22,200 

検索件数が一番多いのはどのジャンル？

接骨院 

74,000 

整体 74,000 

ジャンルの検索件数をチェック！

ほー！！

カイロプラクティック301,000 

リフレクソロジー 14,800 

リラクゼーションサロン 5,400 

鍼灸

49,500 
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マッサージが一番多い。次に整体と整骨院

#６

検索件数が一番多いのはどのジャンル？

検索件数の傾向

検索件数が一番多いのはどのジャンル？
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＃７

どんな悩みで検索しているの？

34

肩こり 腰痛 ぎっくり腰
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頭痛 60,500 

ぎっくり腰

60,500 

どんな悩みで検索しているの？

腱鞘炎 

90,500 

腰痛 90,500 

悩みの検索件数をチェック！

なるほど！そうなんだね。

肩こり110,000 

ヘルニア 60,500 

五十肩 33,100 

リウマチ

74,000 
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頭痛、腰痛、ぎっくり腰が多い。

#７

どんな悩みで検索しているの？

検索件数の傾向
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どんな悩みで検索しているの？



お問い合わせ
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お問い合わせ先

からだケアへのお問い合わせ

38

からだケア予約システムのご利用方法や各種サービスについて
ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

または support@caradacare.com までご連絡ください。
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https://form.run/@caradacare


会社概要

スタジオフロッグ

合同会社スタジオフロッグ（StudioFrog, LLC）

会社名

〒103-0027　東京都中央区日本橋3丁目2番14号　

新槇町ビル別館第一2F
Tokyo, Chuo Ward,Nihonbashi 3-2-14 
Aramakicho building annex first 2nd Floor

所在地

CEO 高井 大輔

代表者

・ウェブサイトの企画、設計、開発、運営及び販売

・インターフェイスデザイン、設計、開発

事業内容

・医療機関の検索予約システム開発・デザインDirection
・証券システム開発・デザインDirection
・カーシェアリングシステム開発・運営・デザインDirection
・駐車場シェアリングシステム開発・運営・デザインDirection
・映画レビューサイトの開発・運営・デザイン

実績

お問い合わせ先

https://form.run/@caradacare
または、support@caradacare.com
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