
SEOタイトルタグ診断
最新の集客ノウハウ

2021年治療院会員限定セミナー



ご注意

2

・途中退席ＯＫ
　後日、動画で公開を予定しています（編集します）
・最後に特典がありますので、出来れば最後まで見ていただければ
・12:00～14:00を予定（多少前後します）
・順番に診断をします／タイトルタグのみを見ていきます
（それ以外のテーマでも今後毎月１回実施→年間で集客力を向上）
・診断内容
　└１院5分x21＝105分
　└質疑応答も交えます
　└ご自身の診断の際には出来ればマイクオンでお願いします
・最後にまとめて質疑応答
・気になった事柄は随時、チャットして頂いてＯＫです
 



順番
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１とくはる鍼灸院
２なごみ整骨院
３からだ工房整体院
４The立川鍼灸院治療室ホスピターレ
５からだとこころを整える整体処
６あすなろ治療院
７ときわ台駅前整骨院
８マザーハーツ指圧治療院
９王子じんかわ整体院
10寺田自然形体研究所
11たか接骨院
12アールカイロプラクティックセンター
13森こう整骨院

14knee pain整体院
15もりた整骨院
16くくる鍼灸整骨院
17おざわ接骨院鍼灸治療院
18横浜ホリスティック治療室
19つるみ治療院
20美骨整体工房 響
21整体＆メンタルケア えがお



自己紹介

北原 義春　治療院事業部　／　上級コンサルタント

所属：あきばれホームページ 

・全国10,000社、治療院800院を運営 

・設立2002年のホームページ作成会社 

・ＳＥＯだけで集客販売している 

経歴 

・2012年入社 

・あきばれホームページの公式サイトＳＥＯ対策も担当 

・上級コンサルタント 



近況：展示会で講演＠健康施術産業展

北原 義春　治療院事業部　／　上級コンサルタント

http://karadacare.net/info/conference2021


近況：オンライン展示会＠からだケアアカデミー

北原 義春　治療院事業部　／　上級コンサルタント

https://academy.karadacare.online/


前提としての
考え方

2021年の治療院SEO
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タイトルタグとは？

SEOで一番重要な箇所
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・基本キーワード＝施術１＋症状１＋地域１＋屋号 
・症状と地域はバーター（肩こり＋駅／オスグッド＋県） 
・全角３０文字 
・一度決めたら、あまり変えない（半年） 
・前方優先／隣接優先 
・複数kwd設定はＮＧ（完全一致だが内包する） 
　屋号由来の重複はＯＫ 
・屋号を入れないのは原則ＮＧ 
・ＣＶ文言は後から　コンバージョン　地域NO1、口コミ件数500名 

新宿で自律神経失　調症専門整体 あきばれ整体院



症状キーワードの考え方

２タイプがあります
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A、ライト　人数多／一見さん／クーポン／低リピート 
　腰痛・肩こり　→　比較的PPC向き（即決） 
 
B、重ため　人数少／真剣／高単価／高リピート 
　椎間板・顎関節症　→　比較的SEO向き（慎重に検討） 

SEOで攻めるならB　＞　Aの傾向



地域キーワードの考え方

施術や症状で商圏を変える
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・前提＝患者さんが口にする商圏の単語が最優先
・都市は狭く／地方は広く
・増やす際には、高校野球の地区大会のように

上越地区の整体（腰痛・椎間板ヘルニア） あきばれ治療院



チェック項目

タイトルタグを分解してチェック

11

・Google　OK／NG
・施術　整体／接骨／整骨／鍼灸／指圧
・症状　
・地域　
・メモ

上越地区の整体（腰痛・椎間板ヘルニア） あきばれ治療院



タイトルタグ診断

2021年の治療院SEO

20



http://www.tokuharusinkyu.jp/

潟上市で鍼灸・マッサージなら追分 とくはる鍼灸院
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・Google　OK
・施術　鍼灸・マッサージ
・症状　なし
・地域　潟上市
・メモ　症状or地域の追加　

潟上市・〇〇市の鍼灸・マッサージ（膝痛） 追分とくはる鍼灸院

http://www.tokuharusinkyu.jp/


http://109668-001.akibare.ne.jp/

座間市・相模原市で外反母趾・へバーデン結節治療 なごみ整骨院
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・Google　OK
・施術　整骨院
・症状　外反母趾・へバーデン結節
・地域　座間市・相模原市
・メモ　大枠OK、将来的に神奈川でも

神奈川県座間市で外反母趾・へバーデン結節治療 なごみ整骨院

http://109668-001.akibare.ne.jp/


https://www.karada-koubou.jp

新潟市の頭痛・腰痛などの痛み専門整体【からだ工房整体院】
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・Google　OK
・施術　整体
・症状　頭痛・腰痛
・地域　新潟市
・メモ　症状について

新潟市で頭痛・〇〇〇・〇〇〇【からだ工房整体院】

https://www.karada-koubou.jp


https://www.hospitale.jp

鍼灸・美容鍼 治療室ホスピターレ（立川・昭島・日野・八王子）
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・Google　OK
・施術　鍼灸
・症状　美容鍼・不妊
・地域　立川・昭島・日野・八王子
・メモ　症状について

鍼灸・美容鍼 治療室ホスピターレ（立川・昭島・日野・八王子）

https://www.hospitale.jp


http://www.karada-kokoro-seitai.jp/

大阪 堺市北区・なかもずで唯一の慢性腰痛専門整体院 からだとこころを整える整体処
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・Google　OK
・施術　整体
・症状　慢性腰痛
・地域　大阪　堺市北区・なかもず
・メモ　やや長い／地域の絞り込み

堺市・なかもずの腰痛専門整体院 からだとこころを整える整体処

40

http://www.karada-kokoro-seitai.jp/


https://asunaro-chiryouin.com/

藤沢市の鍼灸院なら あすなろ治療院（自律神経失調症・冷え性）

18

・Google　OK
・施術　鍼灸院
・症状　自律神経失調症・冷え性
・地域　藤沢市
・メモ　別の原因：トップページのターゲティング

藤沢市の鍼灸院なら あすなろ治療院（自律神経失調症・冷え性）

https://asunaro-chiryouin.com/


https://tokiwadai-seikotsuin.com/

板橋区で産後骨盤矯正・骨盤矯正ならときわ台駅前整骨院
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・Google　OK
・施術　整骨院
・症状　産後骨盤矯正
・地域　板橋区・ときわ台駅
・メモ　重複あり／地域順番はまずときわ台

産後骨盤矯正・〇〇〇なら ときわ台駅前整骨院（板橋区南常盤台）

https://tokiwadai-seikotsuin.com/


http://www.mh-shiatsu.jp

川崎市中原区の指圧専門整体院│マザーハーツ指圧治療院
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・Google　OK
・施術　指圧・整体
・症状　ー
・地域　川崎市・中原区
・メモ　症状なし／地域川崎市中原区で良いか

〇〇〇〇〇の整体院（症状１・症状２）マザーハーツ指圧治療院

http://www.mh-shiatsu.jp


http://109524-001.akibare.ne.jp/

【王子】腰痛改善なら王子じんかわ整体院
東京都北区　王子の整体/腰痛・しびれ・慢性症状専門の王子じんかわ整体院
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・Google　OK
・施術　整体
・症状　腰痛・慢性症状・しびれ・坐骨神経痛・椎間板ヘルニア
・地域　王子
・メモ　商圏を明確に／腰痛より具体化

【王子駅】腰痛専門 王子じんかわ整体院（坐骨神経痛・椎間板ヘルニア）

60

http://109524-001.akibare.ne.jp/
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腰痛
└坐骨神経痛
└ぎっくり腰
└脊柱管狭窄症

【王子駅】腰痛専門 王子じんかわ整体院（坐骨神経痛・椎間板ヘルニア）

60



www.terada-shizen.jp

女性の頭痛・肩こり・慢性痛なら藤枝市の整体 寺田自然形体研究所
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・Google　OK
・施術　整体
・症状　頭痛・肩こり・慢性痛
・地域　藤枝市
・メモ　症状の見直し

女性の頭痛・肩こり・眼精疲労 藤枝市の整体 寺田自然形体研究所

http://www.terada-shizen.jp


https://www.hatinoheyoutsu-takasekkotsuin.com/

八戸市で坐骨神経痛・脊柱管狭窄症治療なら たか接骨院
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・Google　OK
・施術　接骨院
・症状　坐骨神経痛・脊柱管狭窄症
・地域　八戸市
・メモ　症状kwdの検索数が少ない可能性

八戸市で腰痛・坐骨神経痛・脊柱管狭窄症なら たか接骨院

https://www.hatinoheyoutsu-takasekkotsuin.com/


https://r-chiro.com/

【三軒茶屋駅】三茶でカイロならアールカイロプラクティックセンター
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・Google　OK
・施術　カイロ
・症状　ー
・地域　三軒茶屋
・メモ　重複表現／症状でのターゲティング※コンテンツも

【三軒茶屋駅】手足のしびれ・神経痛なら アールカイロプラクティックセンター

https://r-chiro.com/


https://morikou.jp

川崎市川崎区で骨盤矯正なら 森こう整骨院
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・Google　OK
・施術　整骨院
・症状　骨盤矯正
・地域　川崎市川崎区
・メモ　症状でターゲティングを明確に

川崎市川崎区で骨盤矯正・姿勢改善・美容整体なら 森こう整骨院

80

https://morikou.jp


www.knee-comfort.jp

国分寺市で膝痛の改善なら膝関節痛専門整体院 Knee Pain
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・Google　OK
・施術　整体
・症状　膝痛・膝関節痛
・地域　国分寺市
・メモ　良いです

国分寺市で膝痛の改善なら膝関節痛専門整体院 Knee Pain

http://www.knee-comfort.jp


http://www.moritaseikotsuin-tsuruma.jp/

外反母趾・ダイエットでお悩みなら大和市鶴間の【もりた整骨院】

28

・Google　やや注意　※トップップページと下層ページ：整骨か整体か

・施術　整骨院／整体院
・症状　外反母趾・ダイエット
・地域　大和市鶴間
・メモ　症状がやや遠い可能性

外反母趾・足のむくみでお悩みなら大和市鶴間の【もりた整骨院】

http://www.moritaseikotsuin-tsuruma.jp/


https://www.kukuru-sinkyu.jp/

八尾市・東大阪市で不妊鍼灸・不妊治療なら くくる鍼灸整骨院
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・Google　OK
・施術　鍼灸・整骨院
・症状　不妊鍼灸・治療
・地域　八尾市・東大阪市
・メモ　冒頭画像でアイキャッチを

八尾市・東大阪市で不妊鍼灸・不妊治療なら くくる鍼灸整骨院

https://www.kukuru-sinkyu.jp/


ozawa88.com

世田谷区豪徳寺で膝痛治療なら おざわ接骨院・鍼灸治療院
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・Google　OK
・施術　接骨院・鍼灸院
・症状　膝痛
・地域　世田谷区豪徳寺
・メモ　症状将来追加／コンテンツは膝関係

世田谷区豪徳寺で膝痛治療なら おざわ接骨院・鍼灸治療院

100

http://ozawa88.com


www.k-kinesi.com

関内で整体なら横浜ホリスティック治療室へ
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・Google　OK
・施術　整体
・症状　ー
・地域　関内・横浜
・メモ　施術の選択／症状の追加

横浜・関内の整体院（〇〇〇〇・〇〇〇）横浜ホリスティック治療室

http://www.k-kinesi.com


http://tsurumi-shinkyuu.com/

三郷市で足の痛み・外反母趾にお悩みの方は、つるみ治療院にお任せください！
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・Google　OK
・施術　治療院
・症状　足の痛み・外反母趾
・地域　三郷市
・メモ　施術の選択／CV文言

三郷市で足の痛み・外反母趾なら つるみ治療院（鍼灸・マッサージ）

http://tsurumi-shinkyuu.com/


http://www.bikotu-hibiki.jp

大阪市旭区の整体院│外反母趾にお困りなら美骨整体工房 響
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・Google　OK
・施術　整体院
・症状　外反母趾
・地域　大阪市旭区
・メモ　駅名の検討／ややＣＶ文言あり

大阪市旭区・〇〇駅の整体院│外反母趾・〇〇〇〇〇　美骨整体

工房 響

http://www.bikotu-hibiki.jp


http://www.egao-kokokara.com/

整体＆メンタルケア えがお（相模原市中央区相模原駅）
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・Google　OK
・施術　整体・メンタルケア
・症状　ー（メンタルケア）
・地域　相模原
・メモ　施術の検討／地域の重複

相模原の整体院えがお（自律神経失調症・メンタルケア）

http://www.egao-kokokara.com/


質問コーナー

2021年の治療院SEO

125



更新について
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"ホームページの更新の仕方、運用をどのように進めたら
いいのか？
 現在ホームページの更新も時間が空いたらやっているよ
うな状態ですが、どのようなタイミングで更新したらいいの
でしょうか？
 また、何をみて更新をしていくかについてお伺いしたいで
す。"
 



こまめな更新＝順位上昇！

１日１０分、２０分／症状別ページ

37

公開

４０点で公開し、３ヶ月で１２ページ

１ヶ月 ３ヶ月２ヶ月

３ヶ月め
１５ページ
完成公開



キーワード設計について
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"あきばれホームページさま
 お世話になっております。
 
 HPは1ページにつき1テーマとのことですが
 SEOの設定も１ページにつき１つのキーワードがいいの
でしょうか？
 他のページと同じキーワードは避けたほうがいいのでしょ
うか？"



キーワード　親→子→孫くらいの３層で設計
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新宿　腰痛　※親

腰痛　※子
・脊柱管狭窄症　※孫
・椎間板ヘルニア　※孫
・ぎっくり腰　※孫
腰痛のケア
・腰痛に効くストレッチ
・腰痛体操



まとめ

2021年の治療院SEO

135



2021年のSEOトレンド

タイトルタグを絞ると、上位表示しやすい

41

 
ターゲティングが明確な院　＞　総合治療院  

 
・検索結果の多様性に貢献する院の個性を出す 
・例）自律神経失調症／外反母趾／腰痛 



ご案内

2021年の治療院SEO

140



治療院事業部の方針

通常のサービス＋アルファを進めます（料金同）

43

A、会員さん向けのzoomセミナー月一回
　　└SEOノウハウ／成功事例共有

B、見込み客さん向けの情報提供の強化
　　└ノウハウ共有サイトの立ち上げ

　至らぬところもありますが、お願いいたします！



１、本日のセミナーに関する質問

44

・窓口：北原までメール

・北原にメールにてお問合せください
・必ず目を通して、メルマガや次回セミナー内
　などで回答していきます。

・サポートセンターでは回答しておりません
（諸々、情報共有は進めています。ご容赦ください）

　chiryo@webmarketing.co.jp　


