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キーワード収集の方法

1、ライバル商品Listingのキーワードをリサーチする

2、アマゾン検索ボックスでの関連キーワード

3、アマゾンページの左側のカテゴリーのナビゲーション、または対応

するカテゴリー名からキーワードを探す

4、キーワードツールでリサーチする

出品する前のキーワード収集？



1.1ライバル商品タイトル分析

ライバル商品のBSR（売れ筋ランキング）
ランキングから、Top20 ~ 30位のライバ
ル商品Listingのタイトルを見つけます

すべてのタイトルを1つのwordにコピー
し、一段落の文字を合成します

1、ライバル商品Listingのキーワード



ワード頻度分析ツールを利用して、頻度の最も高いワー
ドを見つけます
商品のコアキーワード、特性キーワード、使用シーンな
どを取得できます。

例：grater(グレーター)、zester(ゼスター)、
stainless(ステンレス)、
cheese(チーズ)

ワード頻度分析ツール：
https://www.jasondavies.com/wordcloud/

1、ライバル商品Listingのキーワード



1.2 ライバル商品レビュー分析

ライバル商品のレビューから、商品に対する消費者から正確・一般的な呼び方を得ることができます。
たとえば、以下のレビューから、このタイプのグレーターをbox graterと呼んでいます。
同場面使用ワード:slicer
アマゾン検索ボックスでは、セラーの検索習慣に従って自動的にマッチングされ、一定の人気度があ
るキーワードだけが検索ボックスのプルダウンメニューのところに現れます。

1、ライバル商品Listingのキーワード



アマゾン検索ボックスでは、セラーの検索習慣に従って自動的にマッチングされ、一定の人気度があるキーワ
ードだけが検索ボックスのプルダウンメニューのところに現れます。

2.1 .対応する国のお届け先を切り替えて、アマゾン検索ボックスに商品のコアキーワード:graterを入力しま
す

2.2 取得した関連キーワード：
graters for kitchen    grater zester    graters for kitchen handheld    grater box    grater with container    
grater stainless steel    grater plate    grater shredder    graters for kitchen zester

2、アマゾン検索ボックスでの関連キーワード



2.3 取得した関連キーワードをアマゾン検索ボックスに再入力して検索します（これが重要です
よ～）

2.4 検索結果が自社商品と同じか似ている商品であることを確認してから、そのワードを候補ワ
ードに入ります。

2、アマゾン検索ボックスでの関連キーワード



前期にはこれらのカテゴリーのワードを決して無視しないでください。1つの細分化市場は異なるトラ
フィックの入り口に対応し、新商品のトラフィックを高めることができますので、より多くの異なるラ
イバル商品のカテゴリー名をリサーチしましょう。

3、アマゾンページの左側のカテゴリーのナビゲーション、
または対応するカテゴリー名からキーワードを探す



以上がキーワード収集の伝統的な方法ですが、手順が複雑で、収集結果も限界があります。
ここで全面的・便利なキーワードツールをおすすめします！

4.1 セラースプライト - キーワード逆引きリサーチ

もしどのようなキーワードがトラフィックをもたらしたかを知りたいなら、キーワード逆引きリサーチ
機能を利用して、ASINを入力するだけですぐに結果が現れます!

4、キーワードツールでリサーチする



セラースプライトは検索のボリューム順に並び替えっていて、上位ランキング（降順）にしたキーワードは、この
ASINに高い注目度をもたらしたキーワードが示されます。

Tips:このキーワードデータはアマゾン
の実際のユーザーの探索行為に由来し、
更に精確にカスタマーのショッピング
需要を定位することができます。

Listingの最適化をする際には、ライバ
ル商品の注目ワードに基づいて、自分
のListingに適したキーワードを選びま
しょう。

4、キーワードツールでリサーチする



セラースプライト - キーワード静的マイニング

動作原理:

システムは入力したキーワードに基づいて
拡張を行い、いくつかの精度が高いキーワ
ードとロングテールキーワードを取得しま
す。得られたキーワードは検索ワードを含
みます。

月間検索のトレンドや購入率などを考慮し
てスクリーニングを行います。
検索トレンドが穏やかに上昇し、購入率の
高いワードを見つけましょう。

4、キーワードツールでリサーチする



セラースプライト - キーワード動的マイニング

動作原理:

システムは入力されたキーワードに基づいて
アマゾンでの細分化市場に位置づけ、その市
場に関連するすべてのコア注目ワード語を掘
り出します。

思いつかないワードでも探し出せます！

4、キーワードツールでリサーチする
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キーワードを集めましたが、商品Listingにどう運用すればいいのでしょうか?
セラースプライト-キーワードリストで整理しましょう!

セレクトのポイント:
1、キーワードの特性はあなたの商品とマッチする
例:electric cheese grater電動グレーター(×)cheese grater handheld手持ち型チーズグレーター(√)
2、キーワードデータ:一定の検索数があって、全体の傾向は安定しているか上昇傾向で、購入率の高いコア
キーワード；検索数はあまり高くないが、購入率の高いロングテールキーワード

キーワードセレクト-キーワードリスト



選択したキーワードをキーワードリストに追加し、タグを作成して、次のListing編集やワンクリッ
クで運営パートナーに共有できます～

キーワードセレクト-キーワードリスト
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タイトルは、Listing全体の中で最も高い検索重みを占めているので、タイトルの重要性は言うま
でもないです。

タイトル公式:ブランド+コアワード+特性+サイズ/色+利用シーン

1、タイトル-Title   タイトルはカスタマーと商品をつなぐポイント

タイトルの基本的なルール：

     商品名には、メーカー・ブランド名・仕様・型番を含む、正式な名称を記載する

     本来の商品名と関係のない文章や記号を含まない 

     付属品についての記述は、「商品仕様」や「商品説明」に入力する

     セール、OFF率、激安、送料無料、限定予約、入荷日、シーズン等の入力は不可

 

     これらのルールを守らないと、アマゾンでの検索結果の表示を禁止されてしまう

可能性があります



良いタイトルは：

      何の商品かを説明した上で、なるべく商品タイトルを絞って、キーワードを積まないようにしましょう。

      メインキーワードやコアなセールスポイントを含んで、最も上質なワードを前に置きます。

      タイトルは商品そのものに合わせ、関連しないワードを入れないでください。

      キーワードを作らないでください! ! !購買意思決定に関係なく、あるいはセラーが読めないようなキーワードは書

かないことが重要です。

グレータートップセラーのタイトル：

①Spring Chef Box Grater, 4-Sided Stainless Steel Large 10-inch Grater for Parmesan Cheese, Ginger, 
Vegetables
②Professional Box Grater, Stainless Steel with 4 Sides, Best for Parmesan Cheese, Vegetables, Ginger, XL Size
③Utopia Kitchen Cheese Grater for Kitchen Stainless Steel 6-Sides - Easy to Use and Non-Slip Base

1、タイトル-Title  タイトルはカスタマーと商品をつなぐポイント



 

グレータートップセラーの箇条書き：
• Ultra Sharp Stainless Steel Blades with a Non-Slip base to keep grater securely in place
• 4 Graters in 1: 1) Coarse Shred 2) Medium Shred 3) Fine Shred / Zester 4) Slicer
• Comfortable, wide handle is easy-to-grip to let you grate quickly without tiring
• Best to Grate, Slice, and Zest: vegetables, soft and hard cheeses, fruits, chocolate, nuts and more
• LIFETIME Warranty - Satisfaction guaranteed, Amazing Customer Service. Dishwasher Safe

Bullet Point 1：コアなセールスポイントをデータ化
Bullet Point 2：特性・機能
Bullet Point 3：使用・操作事項
Bullet Point 4：使用シーン；適応消費者
Bullet Point 5：セールスポイント、サービス

tips:モバイル端末は3行のBPしか自働的に表示されないので、セールスポイントを前の3行に入れ
るべきです。

2、箇条書き-Bullet Point  カスタマーは、タイトルを見た後、BPを見ます。上質のBPを書きま                    
しょう



文字数制限:インドサイトは200文字数に限定し、他のサイトは250文字に限定されています

セラーは以下のことを注意しましょう：
     入力文字数には制限がある
     類義語や通称、略名は含める
     間違えやすそうな誤字を入力する必要はない
     英語以外を入力する必要はない
     大文字と小文字を両方登録しない
     カンマ、スペース等を多様しない
     キーワードはスペースで区切る
     重複文字を避ける
     検索語にあなたのブランドまたは他のブランド名を含まない
     検索語にASINを含まない
     冠詞、前置詞、接続詞は入力しない
     単数形と複数形は片方のみ入力する
     「新品」や「販促」などの記述はご遠慮ください。
     「最適」「最低価格」「不思議」などの主観的な表現はご遠慮ください
     侮辱的又は攻撃的な言葉はご遠慮ください

3、検索ワード-Search Term   カスタマーはセラーセントラルのキーワードを見る
ことはできないが、アマゾンのアルゴリズムにインデックスされる
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セラースプライトキーワード順位チェッカー機能：

ASINとキーワードを入力すると、そのASINにおける検索結果ページの
ランキング(広告を含む)を即座に取得できます。

すなわち、セラーが「box grater」を検索すると、検索結果ページの1ペ
ージ目1位には商品B011B8M2GOが現れます。

キーワード効果評価-キーワード順位チェッカー



あるASINでのキーワードの現在のラ
ンキングをモニタリングする以外に、
キーワードのランキング傾向からその
キーワードの変動を把握できます。

例えば、セラーがそのキーワードを検
索してあなたの商品を購入すると、キ
ーワードの順位が上がり、キーワード
モニタリング機能を使えば、毎日面倒
な記録をしなくてもキーワードの順位
の変化をはっきりと把握することがで
きます。

キーワード効果評価-キーワードモニタリング
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 ありがとうございました！

Thank  you


