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特記事項

新型コロナウイルスの影響を受けている企業様への特別割引

現在、新型コロナウィルスの流⾏により営業活動に影響を受けている企業様が多くおられるかと思い
ます。弊社は企業様の営業⽀援を第⼀に考えた結果、リモートワークの増加によりインバウンドの重
要性が⾼まっている今だからこそ、多くの企業様にSEO診断を受けていただきたく、本サービスの特
別プライスダウンを実施しております。

また、新型コロナウイルスの感染拡⼤に配慮して、本サービスの詳細のご説明については、WEB会
議・ご訪問のいずれでもご対応させていただいております。

未曾有の危機を乗り越えるため、弊社としては企業様に最⼤限の⽀援をさせていただきたく考えてお
りますので、何かご要望がございましたらお気軽にご相談くださいませ。

2020年4⽉
株式会社アダムテクノロジーズ
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会社概要

会社名

所在地

代表取締役

執⾏役員／
SEOコンサルタント

創業

設⽴

事業内容

取引先企業

株式会社アダムテクノロジーズ

東京都中央区⽇本橋３丁⽬６２ ⽇本橋フロント 1F

野⼝ 浩孝

⽥中 雄太

2006年8⽉

2020年1⽉

SEO診断、 SEOコンサルティング、WEBサイト⾼速化、⼤規模サイ
トリニューアルSEO、コンテンツマーケティング、運⽤広告代⾏

ミッション ⾃然⾔語処理技術で新規顧客との接点を創造し、⽇本のGDPを上げる
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SEOサービス⼀覧

当社では、お客様のSEOに関するお悩みに対応するため、特にセカンドオピニオンとしてご利
⽤しやすい「スポットサービス」を多く取り揃えております。

SEOコンサルティング ／ リニューアルSEO ／ 成果報酬型の⾼速化
LPの⾼速化 ／ 画像・動画の軽量化 ／ コアウェブバイタル対策 ／ SEOコーディング

EC専⾨のSEO診断 ／ 薬機法診断 ／ 薬機法・医療の監修 ／ SEOライティング（スポット）
Google画像対策 ／ Googleニュース掲載 ／ Googleマイビジネス最適化（MEO）

オウンドメディア制作 ／ 構造化データ ／ 被リンク最適化 ／ HTTPS化（SSL） など
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弊社が選ばれる理由

アダムテクノロジーズは、⼤⼿企業様および⼤規模サイトの⾃然検索KPIの達成に向け、発展的
かつ持続的な上位表⽰を実現できるようSEOコンサルティングを⾏っております。

1-『⾃然⾔語処理技術を⽤いたSEO』

2-『SEOに特化した専⾨会社』

3-『⾃然検索KPIにコミットしたご提案』

4-『グループカンパニーでワンストップ運⽤』

弊社のSEOとは、検索順位を操作するための
サービスではなく、検索ユーザーに対して有益
な情報を届けるための技術的なサポートです。

弊社は業界トップクラスの技術者を揃えた、
SEO専⾨の会社です。対策歴13年以上、1社1
社にコミットした施策をご提案しております。

キーワードの上位表⽰対策に限らず、売上に影
響を与えるUIの改善やアトリビューション分析
までしっかりサポートします。

グループカンパニーの広告運⽤やWordPress開
発の専⾨会社と連携ができるので、ナレッジを
シェアした円滑なWEB運⽤が可能です。
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⾃然検索KPI達成までの流れ

対策キーワードの上位表⽰化、⾃然検索流⼊の増加を達成したら、続いてグロースハックやEFOなど
のコンバージョン最適化を⾏うという流れが最も効率的なSEOソリューションになります。

「SEO診断サービス」は、４つのフェーズの内の「PHASE１」「PHASE２」にあたるサービスで
す。

PHASE 01 PHASE 02 PHASE 03 PHASE 04

オプション オプション

SEO対策
フェーズ

詳細

ご提供
サービス
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実績紹介

【SEO診断サービス】
⽔道事業者のサービスサイト

「トイレつまり」「トイレトラブル」等のキーワー
ドの上位表⽰化に向けて、SEO診断を⾏い、
タスクを実⾏いただいて順位が向上しました。

【⼤規模サイト リニューアルSEO】
エンターテイメント系の学校サイト

「声優 専⾨学校」「ゲーム 専⾨学校」等のキー
ワードの上位表⽰化に向けて、リニューアル時にディ
レクトリ構成やh構成等のSEOのアドバイスを⾏い、
アクセス数が増加しました。

【コンテンツマーケティングSEO監修】
マンション売却のメディアサイト

「マンション売却」の上位表⽰に向けて、公開済み記
事のSEO監修、およびディレクトリ構成の改善をご提
案し、短期間で上位表⽰化を達成しました。

【SEOコンサルティングサービス】
医療福祉系の学校サイト

「理学療法⼠」「介護福祉⼠」等のSEO対策やコン
テンツマーケティング、その他CVR向上のための
ページ改善のコンサルティングを⾏い、上位表⽰化
および⽣徒募集の増加を達成しました。

結果︓13,00PV/⽉→110,000PV/⽉

結果︓75,00PV/⽉→370,000PV/⽉

結果︓55,000PV/⽉→230,000PV/⽉

結果︓2,500PV/⽉→53,000PV/⽉
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SEO診断サービス
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アダムテクノロジーズのSEO診断サービスとは

SEO診断サービスは、14年間Googleアルゴリズムを研究し培った弊社独⾃のSEO技術と、世界中の
SEO対策会社が分析したアルゴリズムデータを基に、⾮常に細かいチェックを⾏って施策のアドバイ
スを⾏います。

「検索クエリ」「E-A-T」「クローラビリティ」「ソーシャルシグナル」など、70項⽬の診断項⽬を
調査し、約100ページにわたる診断書を作成して、現在のWEBサイトにおける上位表⽰を阻害する課
題を発⾒します。
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SEO診断をおすすめするケース

⾃然検索数が売上に直結している

最近⾃然検索の流⼊が減っている

WEB担当者／制作会社がSEOを熟知していない

競合サイトのSEOが⾃社サイトと⽐べて好調

対策キーワードの順位変動が激しい、安定しない

対策キーワードで⾒慣れないサイトが上がっている

3年以上リニューアルやSEO施策を⾏なっていない

サイトを公開後、順位・⾃然検索流⼊の伸びが悪い

Googleのアルゴリズムは継続的に変更になっており、年間で約3回のコアアップデートと、毎⽇細か
な更新が⾏われています。数年前のSEOナレッジでは今のアルゴリズムにフィットしない事が多くあ
るため、最新の情報を踏まえたSEO運⽤が必要です。

上記8項⽬のいずれかに該当する場合、特に今後のアップデートで⾃然検索リスクが⾼いと判断され
るため、⼀度SEO診断を試されることをおすすめします。

（単位︓位）
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サイトの種類別対策事例

サイトの種類やジャンルによって異なるSEOリスクを考慮した運⽤が重要になります。

1.コーポレートサイト
会社概要、関係各社・協会の被リンク、サー
ビス・商品の紹介等の公式情報・信⽤情報が
SEOで重要です。

2.サービスサイト・ブランドサイト
コーポレートサイトとのリンク、サービス・
商品のエビデンスに基づく紹介コンテンツ等
の公式情報がSEOで重要です。

3.ランディングページ（LP）
ビジュアル中⼼でSEOには不向きですが、
サービスサイト・ブランドサイトと同様に、
サービス・商品のエビデンスに基づく紹介コ
ンテンツ等の公式情報がSEOで重要です。

4.ECサイト・ネットショップ
アイテム数、検索システム、各商品ページの
コンテンツ等、煩雑になりがちな⼤規模な情
報をSEO最適化することが重要です。

5.採⽤サイト
求⼈掲載数、検索システム、各求⼈ページの
コンテンツ、就職お役⽴ち情報等、カスタ
マージャーニーを意識した豊富な情報と多様
な検索⽅法がSEOで重要です。

6.ポータルサイト・オウンドメディア
コンテンツの独⾃性・最新性、監修者情報、
エビデンス、ディレクトリ構成、AMP化等、
カスタマージャーニーを意識した豊富な情報
とその情報の信頼性がSEOで重要です。
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メリット-1︓ツールで分からない「異常」を発⾒

SEO診断サービスの受診サイトの９割に、何らかのSEOの「異常」が発⾒されています。
SEOツールでは検知できない問題、あるいは検知できても解決⽅法がわからない問題を、SEO技術者
の豊富な経験と専⾨的な知⾒から⽬視による診断を⾏い、明確な解決⽅法をご提供します。
ここに他のSEO会社やSEOツールではできない、当社ならではのクオリティが発揮されます。

【よく発⾒される異常リスト】
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診断によって「今」は問題がなくても「将来」は順位に影響するペナルティリスクを発⾒できます。
⻑年Google検索に携わってきた弊社だからこそ分かる未来予測で、⾃然検索の減少を未然に防ぎま
す。

メリット-2︓診断でペナルティリスクを早期発⾒

CASE１︓システム開発会社A
SEO診断を受けず、他社にて被リンク
対策を中⼼にSEOを⾏なったサイト

CASE2︓システム開発会社B
SEO診断を受け、内部対策を中⼼に
適切なSEO対策を⾏なったサイト
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メリット-3︓SEO運⽤を⼀社完結

アダムテクノロジーズならSEOを熟知した技術者が揃っているので、SEO診断後のタスクの実施や、そ
の後アルゴリズム変動にも対応する継続的なSEOコンサルティングまでワンストップで完結します。担
当者様へ最新情報のご提供やSEO勉強会の実施も可能ですので、SEOナレッジの蓄積にもつながりま
す。

お客様

ご担当者様

制作会社

WEBディレクター

HTMLコーダー
デザイナー
エンジニア

アダムテクノロジーズ

SEOディレクター

SEO HTMLコーダー
SEOデザイナー
SEOエンジニア
SEOライター

広告代理店

SEOのご報告・確認 連携

制作関連

ご報告・確認
連携連携
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診断の流れ



種別 説明 単位 ⾦額（税別） 契約期間

SEO最適化作業 SEO診断で検出した問題に対する最適化作業を⾏います。
修正内容から作業⼯数を算出し、御⾒積をします。 1⼈⽇ ¥50,000 スポット

競合分析レポート
競合サイトの「上位表⽰キーワード」「ドメインオーソ
リティ」、特筆すべきSEO施策や今後の⾃然検索の成⻑
曲線など、SEOの現況をレポーティングします。

1回 ¥500,000 スポット

SEOコンサルティング
⾃然検索KPIの達成に向けて、中⻑期にわたり継続的な
SEO⽀援を⾏います。修正指⽰書・⽉次レポートのご提
出、オプションで修正作業やコンテンツ制作も対応しま
す。

1ヶ⽉ ¥300,000 12ヶ⽉

⼤規模サイト リニューアルSEO
SEOリスクの軽減、およびアクセス増加のための施策を
ご提案をします。ディレクトリマップの設計、SEOコー
ディングルールの共有、テキスト内容のアドバイスまで
⾏います。

1ヶ⽉ ¥300,000 3ヶ⽉

コンテンツマーケティング SEO監修
オウンドメディアのアトリビューションの向上へ、記事
の構成作成や既存記事の精査、コーディングのアドバイ
スまで⾏います。オプションで専⾨家監修やライティン
グも対応します。

1ヶ⽉ ¥300,000 12ヶ⽉

種別 説明 単位 ⾦額（税別） 契約期間

SEO診断サービス
「検索クエリ」「E-A-T」「クローラビリティ」「ソー
シャルシグナル」など、70項⽬の診断項⽬を調査し、約
110ページにわたる診断書を作成します。

1回 ¥500,000 スポット
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プラン料⾦

記載の料⾦は弊社の定価になります。

SEO診断サービスの他、弊社では次のようなサービスもご⽤意しております。

¥300,000

¥300,000

※新型コロナウイルスの営業対策として特別プライスダウン中



SEO TECHNOLOGY ACCELERATES EVERY BUSINESS
⾃然⾔語処理技術で全てのビジネスを加速させる

本提案書に関するご質問・お問い合わせ先は下記までお願い致します。

TEL︓03-6262-5382 FAX︓020-4664-2245
HP︓https://adam-technologies.jp

担当︓⽥中
MAIL︓y-tanaka@adam-technologies.jp


