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1. 薬機法コンテンツマーケティングとは

弊社の薬機法コンテンツマーケティングは、

薬機法・医療ライター

薬機法・医療監修者

にアクセスできるのが強みです。

お客様が訴求したい商品・サービスに対して、

検索ユーザーに届くように最適なコンテンツ設計をし、

記事作成から公開作業までワンストップで⾏います。

薬機法コンテンツマーケティングとは、

通販事業・美容・健康のサービスを⾏っている⽅向けの

コンバージョンを獲得するためのWEBプロモーション施策です。

1,000名以上

500名以上
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2. 実績①︓YMYLで1位表⽰「サプリのブランドサイト」

⽉５本
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3. 実績①︓「サプリのブランドサイト」の運⽤費の内訳

▼医療系ライター執筆／医師監修あり／薬機法監修あり

⽉2本

▼通常ライター執筆／医師監修なし／薬機法監修あり

⽉3本

▼施策

・キーワード選定
・コンテンツ構成作成
・ライティング
・画像選択、購⼊
・コーディング（記事設置、画像挿⼊込み）
・SEO分析
・レポート
・定例会

合計︓⽉４０万円（税別）
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4. 実績②︓13万PV達成「医療系の学校サイト」

⽉５本
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5. 実績②︓「医療系の学校サイト」の運⽤費の内訳

▼通常ライター執筆／医師監修あり／薬機法監修なし

⽉５本

▼施策

・キーワード選定
・コンテンツ構成作成
・ライティング
・画像選択、購⼊
・コーディング（記事設置、画像挿⼊込み）
・SEO分析
・レポート
・定例会

合計︓⽉４０万円（税別）
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最速かつ⾼成功率のSEO上位表⽰化を実現

薬機法に準拠した

ライティング

SEOに強い

HTMLコーディング

専⾨性・権威性・信頼性

（E-A-T）の⾼いサイト

6. 弊社のコンテンツマーケティングの３つの特⻑



9

7. 特⻑１︓薬機法に準拠したライティング①

当サービスでは、薬剤師の資格を持ち、薬機法（旧薬事法）分野のライ
ティングの指導・セミナー等を⾏っている B&H Promoterʻsの江良 公宏⽒
を顧問に迎え、全ての記事を納品前にチェックしています。

【主要取引先】
株式会社 博報堂
株式会社 宣伝会議
⼀般社団法⼈ ⽇本化粧品検定協会 等

▼薬機法監修

▼医療監修

美容外科・⽪膚科・⻭科・薬剤師・理学療法⼠など、各分野の提携医師・
が監修するので、医学的根拠に基づいた品質の⾼いコンテンツの作成を作
成します。プロフィールの掲載、医師の顔画像の掲載、SNSリンクの設置
なども可能ですので、コンテンツの信頼性はしっかりアピールできます。

【活動実績】
マイナビウーマン WEB記事監修
dヘルスケア アプリ内コンテンツ監修
サプリメントの販売促進⽀援
「バイキング」」「とくダネ」へのTV出演 など



10

8. 特⻑１︓薬機法に準拠したライティング②

様々な分野の専⾨家が500名以上在籍
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9. 特⻑２︓E-A-Tの⾼いサイト
E-A-Tとは、Expertise（専⾨性）、Authoritativeness（権威性）、Trustworthiness（信頼
性）の3つの概念の略で、近年Googleが検索順位を決める際に最も重視している指標の１つです。
コンテンツSEOを実施するには、まずE-A-Tが⾼いWEBサイトでないと、上位表⽰はできません。

※E-A-Tの⾼いWEBサイトとは、例えば、既に多くのアクセス数を集めているサイトや、社会的信⽤度の⾼い企業・公的なサイト等に
なります。

新規ドメインを取得して、コンテンツ対策で検索上位表⽰化するには・・・

１ー専⾨性・オリジナル性の⾼いコンテンツページを量産する
２ー他サイトからの被リンクを獲得する
３ーユーザーにとって役⽴つ機能・UI・サービスを開発し続ける

これらを少なくとも1年以上は続け、Googleの評価を獲得する必要があります。

弊社のコンテンツSEOでは、事前にお客様がお持ちのドメインのE-A-Tを調査し、
最も成功率が⾼いドメインでコンテンツSEOを実施するので、
成功率は８５％以上、最速で３ヶ⽉程度で上位表⽰ができます︕
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10. 特⻑３︓SEOに強いHTMLコーディング
上位表⽰化するには、Googleが理解しやすいセマンティックなHTMLコーディングを⾏う必要があり
ます。弊社のコンテンツマーケティングは、お客様のドメイン内に、数々のサイトの上位表⽰を成功
してきた弊社独⾃の「SPIDER」というCMSを導⼊して対策を⾏います。

※セマンティックなコーディングとは、「div/table/li」タグのようなブラウザに表⽰させるためのHTMLタグだけではなく、サイトや
コンテンツ等を意味付けする「p/h/alt」タグ等を使うことで、Googleのクローラーに対してそのサイトの⽬的や説明を理解しやすく
するためのコーディング⽅法のことです。

サイト・ページの主題を表す
「title」「description」
「keywords」タグを明記

SNS投稿⽤にOGPタグを記述

リッチスニペット表⽰のために、
構造化データを記述
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11. 薬機法コンテンツマーケティングとマッチする商材

通販・美容・健康系の商材・サービスは相性がよいです。

美容

健康

⾷品・飲⾷店

⽣活⽤品

アパレル

化粧品、スキンケア、ネイル、美容クリニック、デリケートゾーンケア など

サプリメント、健康グッズ、ダイエット商品、フィットネス など

オーガニック食品、健康食品、調味料、アルコール、飲食店 など

ヘアケア用品、バスグッズ、寝具、雑貨、洗剤、柔軟剤 など

補正下着、服、帽子、靴、バッグ、アクセサリー など
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12.コンテンツマーケティングの到達⽬標

Attention Interest Search Action Share

AISASモデル

アイサス（AISAS）とは、 インターネット上で消費者がある商品を認知してから購買に⾄るプロセス
で、Attention（注意）→ Interest（関⼼）→ Search（検索）→ Action（購買）→ Share（情報共
有） の頭⽂字を取ったもの。

コンテンツマーケティングは、特に「Search（検索）」の施策であり、サーチユーザーに広くリー
チするための⽅法として、SEO対策があります。

本サービスは、お客様のHPへのアクセスを増やし、商品・サービスとの接触の機会を増やし、最終的
に売上UPにつなげることを⽬的としたWEB施策です。

SNSや広告で認知 関⼼・問題意識を持つ 調べる 購⼊する 共有する
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13. コンテンツマーケティング の効果検証
コンテンツマーケティング施策は、主にアトリビューションにより効果測定を⾏います。

アトリビューションとは、メディアごとのコンバージョンへの貢献度を測ること。消費者がコンバー
ジョンまでにどんな広告を⾒てきたかなど、購⼊に⾄るまでに何がどんな影響を及ぼしたかを分析す
る効果測定の⽅法です。

コンバージョン
リタゲ広告や

LINE

コンテンツ
マーケティング

SNSや広告

従来の効果測定

コンバージョン直前の
広告のみ評価

コンバージョン
リタゲ広告や

LINE

コンテンツ
マーケティング

SNSや広告

アトリビューションによる効果測定

コンバージョン直前の広告だけではなく
間接的に関わった広告も評価
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14. 料⾦プラン

※当社のコンテンツマーケティング は、独⾃CMSでの運⽤を前提としておりますが、
記事のみの個別発注も承りますので、お気軽にご相談くださいませ。

※また、医師・薬機法監修のみのご発注も可能です。
※⼀部を薬機法・医師監修なし（⼀般系の記事）や、⽉間本数の調整等は柔軟に対応します。
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15. サービスの流れ

※薬機法
※医師監修



18

16.他社事例︓エクオール①「商品名」

エクオールで検索すると、PPC広告で販売ページがでる⼀⽅、SEO上位に「更年期ラボ」という⼤塚
製薬が運営しているページがあります。

更年期ラボでは効能効果を書けるため、そこを⾒た⼈がエクオールで再度検索して購⼊する。

そういう流れになっています。

ちなみに、更年期ラボは⼤塚製薬⾃体が運営していますが、商品名の「エクエル」については⼀切触
れられていません。
また、通販サイトへの導線も全くなく、あくまで「エクオール」という成分について解説しているだ
けになります。

※備考

「エクオール」＝⼤塚製薬がつけた成分名

「エクエル」 ＝⼤塚製薬の商品名
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17.他社事例︓エクオール②「検索対策」
「エクオール」の検索結果

https://ko-
nenkilab.jp/equol/about01.html

https://www.otsuka.co.jp/e
ql/tab/equol/about.html

https://www.otsuka-
plus1.com/shop/pages/eq
uelle_lp_nb_top.aspx?utm
_source=google&utm_me
dium=cpc&utm_campaign
=notvisit_op1_equol&utm
_term=e_%E3%82%A8%
E3%82%AF%E3%82%AA
%E3%83%BC%E3%83%A
B&waad=rL1UTcRg&ugad
=rL1UTcRg&gclid=CjwKCA
jwmv-DBhAMEiwA7xYrd--
Wr5A4ILFT

公式（EC）

公式（サービス）

コンテンツ
マーケティング

リスティングで
1位表⽰

SEOで
オウンドメディアを
1・２位表⽰

SEOで
サービスサイトを
３位表⽰

https://ko-nenkilab.jp/equol/about01.html
https://www.otsuka.co.jp/eql/tab/equol/about.html
https://www.otsuka-plus1.com/shop/pages/equelle_lp_nb_top.aspx%3Futm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=notvisit_op1_equol&utm_term=e_%25E3%2582%25A8%25E3%2582%25AF%25E3%2582%25AA%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25AB&waad=rL1UTcRg&ugad=rL1UTcRg&gclid=CjwKCAjwmv-DBhAMEiwA7xYrd--Wr5A4ILFTZyvY5j4dNyeDAMQBfngwW13KF27cXLWZGhDbnKBs6xoCqPcQAvD_BwE
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18.他社事例︓エクオール③ 「オウンドメディア」

キーワード例︓

オウンドメディア「更年期ラボ」のSEO概要
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19.他社事例︓エクオール④「SEOキーワード」

サイト名に「更年期」と⼊っているように、コンテンツのほとんどは更年期に関する記事です。
SEOのメインキーワードは「更年期」関連のビッグワード系になります。

「更年期」関連のキーワードは「エクオール」を認知させたいターゲット向けに制作されています。
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20.他社事例︓エクオール⑤「薬機法対策」

公式サイトでは薬機法上、商品と紐づけて「エクオール」の効果・成分について解説することはで
きません。
実際、公式サイトでは「エクオール」が⽣成される仕組みしか書かれていません。

更年期ラボでは、公式サイトで不可な効果・成分についてのコンンテンツを展開しています。
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2１. 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



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


