
SEOとは

インターネットユーザのインターネットユーザのインターネットユーザのインターネットユーザの獲得獲得獲得獲得ははははSEOSEOSEOSEOがががが最最最最もももも効果的効果的効果的効果的ですですですです。。。。

SEO（Search Engine Optimization）とは、検索エンジン最適化

と呼ばれ、自社のウェブページを検索結果の上位に表示される

ように施策を行うこと。
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出展：Yahoo! JAPAN 第25回 インターネット利用者アンケート結果

インターネットユーザの
ウェブ認知経路の調査結果



上位表⽰には、強⼒な被リンクが必要
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SEOは外部と内部の対策

が必要です。その中で、上

位表示に影響のある要素
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弊社の弊社のSEOSEOサービスは、サービスは、過去契約した過去契約したSEOSEOはは
効果がなかった効果がなかったという方におすすめです！という方におすすめです！

•効果が上がらなかったその原因は何ですか？

順位は上がったけど、
費用対効果が悪かった

成果が上がる適切な
キーワードじゃなかった

A
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評価の低い被リン
クからのリンク

だった

選任の技術者が御社に最適な成果

が上がるキーワードを３つ厳選します。

A
A

A
エスネッツの被リンクパワーは、国

内トップクラス。適切なワード選定と

相まって、短期間での上位表示を

実現させます。

エスネッツのSEOサービスは、売り

上げに結びつく総合的なSEOサー

ビスを提供いたします。



弊社のSEO対策はドメインの質ドメインの質が違います

• ドメインのページランクページランクページランクページランクは非常に重要です

PR１のドメインがPR３の

水準まで達するには、500以上必要。

⇒PRが高いとドメインパワーも

強くなる！

⇒低いPRでたくさんのリンクを

増やすと、ペナルティとなる
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A社 弊社

保有ドメインのPR 0～2 1111～～～～6666

保有ドメインの平均PR 1.2 3.23.23.23.2

弊社は他社より質の良いドメインでリンク施策を行っています

約約500500倍の倍の
ドメインパワードメインパワー!!!!

• 弊社の保有するドメインは平均平均平均平均PR3.5PR3.5PR3.5PR3.5です

増やすと、ペナルティとなる

可能性が高くなる。

※PR＝ページランク （2012年4月 自社調べ）



外部リンクに自信があります！
エスネッツだからできるエスネッツだからできる1212のことのこと

① 日本の検索市場に適した日本語サイトからの被リンク。

② 同一タイミングで一気にリンクは設置しません。

③ 関連性のあるコンテンツからの対策を実施。

④ SEO効果抜群のオールドドメインでの対策を実施。

⑤ 高いページランクからの被リンク。
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⑥ 十分な数でのドメイン分散を継続。

⑦ クラスC以上のIP分散を徹底し上位表示の継続性を維持。

⑧ トップページからのリンクによる強力な上位表示パワー。

⑨ スパム/ペナルティの無いナチュラルリンク。

⑩ バリエーションのあるアンカーテキストでの設置。

⑪ 被リンクサイトの発リンク数は20以下に抑えています。

⑫ 被リンク同士での貼り合いは行っていません。



御社のサイト商売してますか？
売上アップ売上アップの鍵は複合語複合語です

ビッグワード 複合KW

直帰率 高い× 低い○

平均PV 少ない× 多い○

• なぜ複合語は売上アップにつながるのか？

■ビッグワードと複合ワードの比較

２語
例) バイク 買取

３語
バイク 買取 査定

４語
中古 バイク 買取 査定

成約率 15% 27% 38%

■検索キーワードの組み合わせと成約率
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平均滞在時間 短い× 長い○

コンバージョン率 低い× 高い○

KW･･･キーワード
PV･･･ページビュー
コンバージョン（CV）･･･成約、お申し込み

（2012年5月 自社調べ）

（米国 エージェンシーOneUpweb調査）

順位 検索数 誘導数 成約数

ビッグワード 6 1521 223 1

複合ワード 3 421 105 3

（2012年5月 自社調べ）

• Googleは、ビッグワード単体での検索結果を、

wikipediaなどノウハウ系サイトを上位表示

させる仕組みになっています。そのため企業サイトの

上位表示比率は低。

• 「○○＋通販」などの複合語検索の場合、

検索結果の多くが企業サイトであるため、

上位表示の確率は高。成約率も高。



複合語のメリット複合語のメリットは他にもあります

1.Googleの順位入れ替わり率が低い。

– 最近はGoogleの大規模アルゴリズム変動やアップ

デートにより、単体KWの変動率はより大きくなってき

ています。

– 複合語の場合は入れ替わりも少なく、安定していま

す。

※ビッグワードの順位上昇例
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2.上位表示までの期間が短い。

– 複合語は、ビッグワードに比べ、早く上位表示を達成

でき結果、売上に結びつくスピードも速まります。

– 逆にビッグワードは、Googleのアルゴリズムによって、

順位上昇スピードが制限されており、売上に結びつく

までに時間がかかります。 複合語であれば複合語であれば
２〜３週間ほどで⼀気に２〜３週間ほどで⼀気に
上位表示される可能性上位表示される可能性
大！大！

※複合語の順位上昇例

⼀気に順位上昇！
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弊社のSEOは上位表示上位表示だけでなく、
売上アップ売上アップも同時に実現します

■検索順位比較 ■WEB経由決定件数比較

事例① 古物売買業 【【【【キーワードキーワードキーワードキーワード：：：：ブランドブランドブランドブランド ●●●●●●●●】】】】 ※●●はお客様情報のため、伏字にさせていただいておりま
す
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WEBからのブランド品決定件数はなんと、



■検索順位比較
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弊社のSEOは上位表示上位表示だけでなく、
売上アップ売上アップも同時に実現します

■WEB経由決定件数比較

事例② 厨房機器販売業 【キーワード：厨房機器 ●●】 ※●●はお客様情報のため、伏字にさせていただいております
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弊社のSEOは上位表示上位表示だけでなく、
コスト削減コスト削減も同時に実現します

ごごごご参画参画参画参画プランプランプランプラン 月額金額月額金額月額金額月額金額

変更前 リスティングリスティングリスティングリスティング広告広告広告広告

(Overture)(Overture)(Overture)(Overture)
¥¥¥¥400,000400,000400,000400,000

変更後 弊社弊社弊社弊社
¥¥¥¥150,000150,000150,000150,000

¥¥250,000250,000
コスト削減成功コスト削減成功!!!!

事例① 古物売買業 【【【【キーワードキーワードキーワードキーワード：：：：ブランドブランドブランドブランド ●●●●●●●●】】】】 ※●●はお客様情報のため、伏字にさせていただいております
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事例②厨房機器販売業 【キーワード：厨房機器 ●●】 ※●●はお客様情報のため、伏字にさせていただいておりま
す

変更後
成果報酬成果報酬成果報酬成果報酬SEOSEOSEOSEO

¥¥¥¥150,000150,000150,000150,000

ご参画プラン 月額金額

変更前
リスティング広告

(Overture)
¥268,500

変更後
弊社

成果報酬SEO
¥150,000

¥¥118,500118,500
コスト削減成功コスト削減成功!!!!



安定的な上位表示安定的な上位表示に自信がありますに自信があります

順位が激しく上下動する他

※弊社施策サイト

Googleが頻繁に行うアルゴリズムの変更に負けない、安定した順位キープを実現。売上アップだ

けでなく、アップした御社サイトの売上安定化を実現させます。
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SEO会社に比べ、弊社施策

差異の順位は、非常に安定。

※弊社施策サイト

※他社SEO会社施策サイト



自然検索とリスティング（検索連動広告）は自然検索とリスティング（検索連動広告）は
結局のところ、結局のところ、どっちがクリックされるの？どっちがクリックされるの？

クリック率の違い

順位 自然検索のクリック率 検索連動広告のクリック率

１位 15.08％ 4.54％

２位 10.26％ 1.79％

３位 7.32％ 1.51％
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４位 4.94％ 1.17％

５位 4.95％ 0.93％

検索結果をクリックするユーザーの検索結果をクリックするユーザーの
８割８割は⾃然検索をクリックし、は⾃然検索をクリックし、
２割はリスティングをクリックする！２割はリスティングをクリックする！

自然検索１０位までのクリック率：52.5％
13.0％リスティングリスティングリスティングリスティング１０１０１０１０位位位位までのクリックまでのクリックまでのクリックまでのクリック率率率率：：：：



SEOSEOサービス価格表サービス価格表

施策ワード数 月額料金
初期費用 ¥0
1ワード ¥15,000
4ワード ¥50,000

施策ワード数 月額料金
初期費用 ¥0
1ワード ¥15,000
4ワード ¥50,000

・１） 固定型SEOサービス→

お客様のご要望に合わせた、１）月額固定型SEOサービス、２）成果型SEOサービスのそれぞれを

ご用意しております。
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※ご契約期間は、ご契約規定順位以内に入った月と、その翌月から６ヶ月間となります。

※ご契約は、ご契約終了日の一ヵ月前にお申し出が無い限り、６ヶ月ごとの自動更新となります。

※ご契約期間は、ご契約規定順位以内に入った月と、その翌月から６ヶ月間となります。

※ご契約は、ご契約終了日の一ヵ月前にお申し出が無い限り、６ヶ月ごとの自動更新となります。

※１日あたりの料金を毎月、月初１日～月末までを積算しご請求させていただきます。31日の月は上記の30日間のモデル料金から１日分追加した金額をご請求させていただきます。

4ワード ¥50,000
10ワード ¥100,000
20ワード ¥150,000

4ワード ¥50,000
10ワード ¥100,000
20ワード ¥150,000

施策ワード数 月額料金
初期費用 指定ワード数の１か月分
1ワードあたり ¥45,000

・２） 成果型SEOサービス→



上がったらおしまい、ではありません
契約期間中は二人三脚二人三脚でご対策！

•お申し込みから施策までのスケジュール

外部施策開始 チューニング

６ヶ月間
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お
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し
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外部施策開始

内部施策シート作成

チューニング
※施策の強化、⾒直し

内部施策

１〜２週間

外部施策は最初の４週間に⾏います。
その後は順位状況・内部施策とのバランスを鑑
みてご契約期間はずっと施策いたします！


