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SEO事例解説
難易度の高いキーワードでの上位表示化はもちろん、

PV数を徐々に増大安定させるSEO、

評価が高い集客拡大のための有効な被リンク施策、

最大113か国に対応した多言語インバウンドSEOなど、

現在のSEOは、その手段が多岐にわたりますが、

ファー・イースト・システム・アンド・ソリューション[FESS]は

2001年からの長年のSEO分野の知見・ノウハウをもとに幅広く対応、

常にお客様の目標達成に挑み続けます
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【検索キーワード】
『腕時計』『輸入時計』『時計 ブランド名』など

合計460種のキーワード
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事例1 SEO内的施策のみ

（業種） ・輸入腕時計大手

（お悩み）・自社サイトのアクセス・集客が頭打ちになった

・お問い合わせが減少した

・新規ユーザーの獲得をどのようにするのかわからない

・外的施策（被リンク施策）は行いたくない

（施策） ・サイトリニューアルでCMS化に伴い、SEO内的施策を実行、

集客促進のための膨大なキーワードの設定をはじめ、

論理タグの徹底やヘッダー記述の各ページごとの調整などを行う

・CMSサイト内の各ページの厳密なフォーマット化及び、ページ内コンテンツの書き方もフォロー

・モバイルファーストフレンドリー・レスポンシヴ化の徹底
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ページ・ビュー数
236,129PVから、現在は405,844PVと

170％UP

お問い合わせ

施策前より320％増加

直帰率
74.35％から43.76％まで改善

自社サイト



自社サイト
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事例2 SEO内的施策と外的施策（専用オウンドメディア・サイト利用）

（業種） ・車検専門会社

（お悩み）・自社サイトのみでの集客が頭打ちになった

・新規ユーザーの獲得をどのようにするのかわからない

（施策） ・既存自社サイトへの徹底した内的施策を実行

・モバイルファーストフレンドリー・レスポンシヴ化の徹底

・複数の専用オウンドメディア・サイトを上位表示させ、

ユーザーを他社サイトに流入させずに自社サイトのみで独占

・自分で車のメンテナンスをしていたユーザーに対して、専門家に依頼するメリットを伝える

1～7位を
自社関連サイトで独占

お問い合わせ
導入前より700％増加
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検索結果1ページ目（1～10位）
専用オウンドメディア・サイト

専用オウンドメディア・サイト

専用オウンドメディア・サイト

専用オウンドメディア・サイト

専用オウンドメディア・サイト

専用オウンドメディア・サイト

専用オウンドメディア・サイト

他社サイト

他社サイト

他社サイト

自社サイト
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事例3 SEO内的施策と外的施策（専用オウンドメディア・サイト利用）

登録者数
前年130％増加

【検索キーワード】
『転職 不安』

『転職 やり方』など

（業種） ・人材派遣事業（業務ドライバー/トラック・タクシーなど）

（お悩み）・ビックワードでは大手転職サイトよりも上位表示が難しい

（施策） ・既存自社サイトへの徹底した内的施策を実行

・モバイルファーストフレンドリー・レスポンシヴ化の徹底

・転職先の業界ごとに、有効な資格や転職にまつわるノウハウを

今回専用のオウンドメディア・サイトを複数立ち上げ、コラム形式で掲載

・転職者が不安に思って検索するような、ミドル～ロングテールキーワードを中心に対策

【掲載コンテンツ】
・転職ノウハウ

・上手く辞めるための辞表の書き方
・転職に役立つ資格 など
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自社サイト

オウンドメディア
サイト

オウンドメディア
サイト

オウンドメディア
サイト



【検索キーワード】
『国家資格 おすすめ』
『転職 資格』など

【掲載コンテンツ】
・資格の分類と取得後の使い方
・業界毎に優遇される資格紹介

・ユーザーの声 など
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事例4 SEO内的施策と外的施策（専用オウンドメディア・サイト利用）

（業種） ・英会話学校

（お悩み）・メディアでブランド名は浸透していたが、資格名などで集客が出来る動線がない

・ブランドイメージが子供向けなので、大人のユーザーの獲得ができていない

（施策） ・既存自社サイトへの徹底した内的施策を実行

・資格をジャンル（国家資格、公的資格、業界毎など）分けし、

それぞれのジャンルに適したコンテンツを、専用のオウンドメディア・サイトで配置

・大人ユーザーを獲得するために、仕事で使える資格や転職などに有利な資格を

専用のオウンドメディア内で紹介
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登録者数
前年140％増加

自社サイト

オウンドメディア
サイト

オウンドメディア
サイト

オウンドメディア
サイト



【検索キーワード】
『お酒買取 評判』

『お酒買取+銘柄』など

【掲載コンテンツ】
・買取業者をランキングで紹介

・高く売れる銘柄紹介
・高く売るコツ など
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事例5 SEO内的施策と外的施策（専用オウンドメディア・サイト利用）

お問い合わせ
導入前より200％増加

（業種） ・お酒の買取販売（高級酒買取専門会社）

（お悩み）・業界内で後発なので、業界大手にユーザーを抱えられている

・サービスは競合他社に負けない自信があるが、ユーザーに認識させる場所がない

（施策） ・既存自社サイトへの徹底した内的施策を実行

・モバイルファーストフレンドリー・レスポンシヴ化の徹底

・自社の強みが見えやすいような業界の比較サイトを専用のオウンドメディア・サイトで作成

・信頼性を増すためにアンケートを行い、ユーザーの声を掲載
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自社サイト

オウンドメディア
サイト

オウンドメディア
サイト

オウンドメディア
サイト



【検索キーワード】
『BBクリーム 比較』

『BBクリーム 効果』など

【掲載コンテンツ】
・BBクリームランキング

・肌に合ったBBクリームの使用方法
・BBクリームの正しい使い方 など
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事例6 SEO内的施策と外的施策（専用オウンドメディア・サイト利用）

売上
導入前より120％増加

（業種） ・化粧品販売（BBクリーム）

（お悩み）・競合商品のBBクリームとの違いを自社サイト上では

企業イメージなどの面からも大々的に伝えられない

（施策） ・既存自社サイトへの徹底した内的施策を実行

・ユーザーが使用した感想を専用のオウンドメディア・サイトに載せることで

比較検討中のユーザー向けコンテンツを制作

・BBクリームの効果に疑問を抱いているユーザーへ、専用のオウンドメディア・サイトを利用し、

第三者的立場からの情報発信・啓蒙
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自社サイト

オウンドメディア
サイト

オウンドメディア
サイト

オウンドメディア
サイト
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SEO内的施策について
【Confidential】

最新の情報に則り、長期安定できるSEOをお客様WEBサイトに実現します

SEO内的施策 改善内容の一例

目的にあったキーワードの選定
検索結果の動向、サイトのアクセスデータ、キーワードツー
ルの傾向などを元に、最善のキーワードを選定します、キー
ワード数は目的達成に必要と思われる数量を用意しますので、
サイトによっては1,000を越える場合もあります
（キーワード数による費用の増減はありません）

<canonical>の追加
正規のURLを検索エンジンに理解させるようにするため追加
します

<title>の見直し
検索結果に表示される部分で、各ページの重要なキーワード
を含ませた、分かりやすいタイトルになっているかの見直し、
改善を全ページに行います

<description>の見直し
検索結果に表示される可能性の高い部分であり、ページの説
明として分かりやすいものになっているかの見直し、改善を
全ページに行います

パンくずを構造化データで設置する
これを行うことで、検索結果にナビゲーションを表示させる
ことができ、ユーザーのページ内遷移促進に繋がります

重要な部分の文言はプレーンテキスト化
プレーンテキストにすることで、Googleへの評価もされや
すくなるため、見出し部分や<strong>タグを使用するよう
な重要な文言はテキストで表示させるように改修します

見出しタグの見直し
ページの構造と見出しタグ（論理タグ）の付け方が合ってい
ない部分について、最適なタグを選定し設置します
昨今はh1タグは幾つ載せても問題ないとGoogleがコメント
を出しておりますが、現状でもh1タグは各ページに一つが評
価が高くなります

重要なキーワードのhtml内での文法の変更
重要なキーワードをCSSを使いまとめます、一般的な
<em><strong>タグは、悪い影響は確認されてはおりませ
んが、すでに現在のGoogleでは高い評価を得られません

ページの表示速度
ページの表示速度も重要な評価材料になっています 例えば
一ページを読み込むのに8秒を越える時間がかかる場合など、
検索結果で評価が著しく下がる場合があります
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SEO外的施策について
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難易度の高いSEOは、外的施策のご利用をお勧めします

SEO外的施策の応用

潜在的ニーズを持つ新規ユーザーの獲得
自社サイトだけではアプローチが難しい自社商品、その自社
商品の必要性に気づいていないユーザーに対し、潜在的ニー
ズを喚起するコンテンツを「専用オウンドメディア・サイ
ト」にて構築し自社サイトへ誘導、ユーザー層の拡大を図り
ます

購買意欲の高いユーザーへのアプローチが可能
購入意欲が高い商品を比較検討しているユーザーは、『○○
＋評判 or ランキング』などの多種多様な複合検索キーワー
ドで検索をします、これらのキーワード全てには自社サイト
では中々対応しきれない場合が多く、第三者的立場の「専用
オウンドメディア・サイト」から商品の特徴を発信し自社サ
イトへ誘導します

複数のサイトを使うことで面での集客
自社サイトと「専用オウンドメディア・サイト」のジャンル
関連性（テーマ性）を高めることにより、ユーザーが特定の
キーワードで検索をした際に検索上位の独占を行えます

※専用オウンドメディア・サイトの一例

専用オウンドメディア・サイト
しっかりとしたボリューム、そして内容のオウンドメディ
ア・サイトを構築し、SEO的に最善の状態にブーストUP、
対象サイトへのリンクなどを掲載することで、被リンク力を
効果的にUPできます、詳しくはお問い合わせください

自社管理ディレクトリ・リンク集掲載施策
しっかりとしたボリューム、そして内容のディレクトリリン
ク集サイトを構築し、SEO的に最善の状態にブーストUP、
対象サイトへのリンクなどを掲載することで、被リンク力を
効果的にUPできます、詳しくはお問い合わせください

※自社管理
ディレクトリ・リンク集
掲載施策の一例

SEO外的施策のバリエーション



　SEO定点観測レポート 　150,000円（税別）～

　初期構築費用（30P) 　320,000円（税別）~

　運用費用（月額） 　20,000円（税別）~

　SEO問題点調査レポート費用 　120,000円（税別）～

　SEOキーワード選定費用 　150,000円（税別）～

　SEO内的施策修正資料作成 　180,000円（税別）～

　SEO内的施策 実作業費用 　200,000円（税別）～
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SEOサービス項目
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SEO関連サービス費用

※上記はサイト1基の費用です、複数サイト構築の場合は、価格はご相談ください
※標準ページ数は30ページになりますが、難易度の高い際などではページ数が多くなる場合があります
詳しくはお問い合わせください

※その他、外的施策には自社管理ディレクトリ・リンク集サイト掲載施策もあります

●SEO内的施策費用

●SEO外的施策 オウンドメディア・サイト費用

※上記は施策対象サイトの規模や構造、目標により変わります、価格はご相談ください
※お客様側でSEO実装作業を行える場合、実装までのアドバイス・ご相談を承ります
その際は修正資料までの提出とし、上記『SEO内的施策実作業費用』は発生しません

※基本的に工数で費用を算出いたします

●SEO定点観測レポート費用

※キーワードランキングレポート、アクセス解析レポート、
その他各店舗・ジャンルごとに分けたレポーティングが可能です

※キーワードランキングレポート、アクセス解析レポートは、
基本的に6ヶ月以上のご契約でお願いしております 詳しくはお問い合わせください

※SEO関連レポートの一例
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FESSのSEO
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2001年から続くFESSのSEO

FESSのSEOは、日本のSEOの黎明期2001年から始まり、現在まで至ります

当社のSEOは、実は日本のSEOの黎明期2001年が始まりでした。

当社社長が当時在籍していた会社にて、アメリカで2000年前後から主にGoogle対策（SEO）を行っていたアメリカ人と共に、

日本国内向けのSEOサービスを立ち上げたことが、今につながるFESSのSEO施策サービスのスタートです。そののち、当時サイ

バーエージェントの子会社だったユミルリンク社にてSEO事業を大きく広げることができ、同時に日本国内で『SEO』というサ

ービスの認知も広げることができました。

そして今日まで、日本向けのSEOはもちろん、2008年からは多言語インバウンドSEO、バズマーケティング、そして2010年か

らはSEO的な効果を強く意識したオウンド・メディア構築などをビジネスとして取り組んできておりますが、常にその根幹にあ

るのは、今でも間違いなく2001年にアメリカ人と一緒に始めた『SEO』です。

ここ最近のGoogleの検索エンジンシェア獲得率は、最新の情報では国内シェア率76％、世界シェアでは『91％』などとも言わ

れており『日本のSEO=Google対策』といっても過言ではない状況です。そのGoogle自体は、ユーザーが真に求める情報を、よ

り簡単便利に、そして、より精度高く表示できるよう、日々改善を繰り返しています。

いずれにせよ日本＆海外のSEOは、これからもしばらくはGoogle注視の傾向が続くとは思われますが、今日までSEOに携わって

22年、その間のSEO導入数1,300件ほどの実績と経験からも、私どもは『揺れ幅』の少ない、そして安定した成果を長期にわた

り持続できるSEOを、そして単にキーワードランキングを上げる裏技のようなものではなく、あくまで『ユーザーサイドに立っ

た検索体験』の最適化をしていく所存です。


