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１. 会社概要

会社名

所在地

代表取締役

執⾏役員／事業部⻑

創業

設⽴

事業内容

株式会社アダムテクノロジーズ

東京都千代⽥区⼤⼿町１丁⽬６１ ⼤⼿町ビル ３階

野⼝ 浩孝

⽥中 雄太

2006年8⽉

2020年1⽉

SEO診断、薬機法・医師監修、コンテンツマーケティング、
SEOコンサルティング、WEBサイト⾼速化、サイトリニューアルSEO、
ツール開発、コーディング代⾏、運⽤広告、メディア運営

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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取引先企業
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2.事業内容

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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ウェブサイトのリニューアルに伴う
SEOコンサルティングについて
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3. 本サービスについて

■本サービスの３つの特⻑

サイトのリニューアル時は、コンテンツ内容の修正やディレクトリ・ドメインの変更、システムの
変更やUIの⼀新など、今までのSEO評価から下がるリスクが多数あります。

当社では、 SEO評価の低下リスクを最⼩限に抑えるため、リニューアルサイトの設計段階からSEO
⽀援をさせて頂き、ワイヤー・デザインのチェック、SEOに適した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。

サイトリニューアルに伴うSEOコンサルティングサービスは、
制作会社様や代理店様、WEB担当者様と連携し、
リニューアル後のSEO順位下落のリスクの軽減、

およびさらなるアクセス増加のための
最適なSEO施策のご提案を⾏うサービスです。

①70項目以上のSEO診断で
問題点を事前に洗い出し

②SEO技術者が
テクニカルSEOをサポート

③表示速度やレイアウトの

UI/UXもチェック
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4. 本サービス導⼊の３つのメリット

被リンクによる効果の
引き継ぎや

コンテンツの低評価化を
防ぎます

今後のSEO運用を見越した
サイト設計をご提案！

リニューアルによる
SEO順位の下落を防止！

公開後のSEO運用を
まるっとお任せ！

順位下落を防ぐだけでなく
新規キーワードで

上位表⽰化できるよう
戦略設計をします

当社はSEOライターや
エンジニアが揃っているため

公開後のSEO集客まで
⼀環した対策を⾏います
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５. 特⻑①︓70項⽬以上のSEO診断で問題点を洗い出し

リニューアルを開始する前に、既存サイトのどこにSEOの問題点があるかを調査することで、
リニューアル時に上位表⽰化を阻害する原因を徹底的にクリアにします。

当社では、Google検索品質評価ガイドラインと、15年のSEO対策歴による独⾃の知⾒を合わせた
70項⽬・100ページ以上のSEO診断書を作成し、問題点を全て洗い出します。

■SEO診断書のイメージ

■診断項⽬の例
構造化データ／E-A-T／クローラビリティ／ソーシャルシグナル／ページエクスペリエンス 等
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6. 特⻑②︓SEO技術者がテクニカルSEOをサポート

HTMLやCSS、Java ScriptやPHPの他、WordPress等の技術的な知識を兼ねそろえたコンサルタン
トが担当するため、直接リニューアル担当のエンジニアと会話が可能です。

当社のSEOに適したコーディングガイドラインをご提供し、
⾼速化に適したコードやプラグイン等、当社のテクニカルSEOの知⾒でサイトを構築します。

■コーディングガイドラインのイメージ
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7. 特⻑③︓表⽰速度やレイアウトのUI/UXをチェック

最新のGoogleアルゴリズムでは「ページエクスペリエンス」と呼ばれるユーザー体験（UI/UX）を
重視する傾向にあります。

具体的には、表⽰速度の速さの他、モバイル表⽰に適した画像の配置、視認性の⾼い⽂字⾊のコン
トラストや⽂字フォントの⼤きさ等、細かい基準があります。Googleの基準値を全てクリアし、
ユーザーライク、かつSEOに最適なUIのサイトを実現します。

■ページエクスペリエンス（UI/UX）の主な指標
①表⽰速度
・Page Speed Insightsのスコアで最低50点以上（100点中） ＊当社基準
・とくにLCP／FID／CLSという３つの指標をクリア
②モバイルユーザビリティ
・テキストの⼤きさ
・クリック要素同⼠の距離
・ビューポートの設定
・コンテンツサイズがビューポートに対応
③HTTPS

■その他、LighthouseというChrome拡張機能を使ってユーザビリティの悪い箇所を解消します

https://chrome.google.com/webstore/detail/lighthouse/blipmdconlkpinefehnmjammfjpmpbjk?hl=ja

https://chrome.google.com/webstore/detail/lighthouse/blipmdconlkpinefehnmjammfjpmpbjk?hl=ja
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8. リニューアルの体制について

リニューアル時の体制としては、主に次のような役割分担で進めております。
お客様との間に代理店様が⼊るケースや、制作会社様とのやり取りのみなど、ご要望に合わせて臨
機応変に対応します。

お客様

SEOのご要望

施策のご提案

制作のご要望

サイト設計

SEOチェック・技術⽀援の依頼

SEOのナレッジ提供

当社 制作会社

■当社の主な担当者
・営業窓⼝
・SEOコンサルタント（ディレクター）
・エンジニア
・SEOライター
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9. 当社のSEOコンサルタントについて

主に次のSEOコンサルタントがお客様のリニューアルSEOをサポートします。
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リニューアルSEOの実績について
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10. 実績①︓⽇本教育クリエイト 様

三幸福祉カレッジ

https://www.sanko-fukushi.com/

リニューアルによる順位低下を防ぎたい

⽇本教育クリエイト様から直接お問い合わせをいただき、保守運⽤を担当している
制作会社様と共にリニューアルSEOに取り組みました。ディレクトリマップの設計
から携わり、公開後のSEOコンサルティングも継続して上位表⽰化が進んでおりま
す。

順位は落とさず、昨年対⽐で+9万セッション増加

サイト名

URL

リニューアルの
目的

対策の結果

詳細

※計測︓Google Analytics
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11. 実績②︓サムシング 様

サムシング コーポレートサイト

https://www.s-thing.co.jp/

リニューアルで少なくとも減少したSEOアクセスを元に戻したい

サムシング様から直接お問い合わせをいただき、SEOを軸に制作会社様を選定いた
だき、リニューアルに着⼿しました。SEO順位が下落している要因分析からテクニ
カルSEOのご提案、またディレクトリマップの設計も携わり、リニューアルの公開
までサポートしました。

リニューアル公開後にSEO上位表⽰化が進み、昨年並みにアクセスが戻った

サイト名

URL

リニューアルの
目的

対策の結果

詳細

※計測︓Google Analytics
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12. 実績③︓ゆかしウェルスメディア様

ゆかしメディア

https://media.yucasee.jp/

別URLのPCサイトとSPサイトを統合し、
リニューアル後もGoogleニュースの掲載を維持したい

リニューアルの制作の依頼で当社の制作チームへお問い合わせをいただき、その後
Googleニュース掲載の維持のためにSEO⽀援を⾏いました。当社の制作チームと
連携し、Googleニュース掲載のポリシーに適したテクニカルSEOを⾏い、リ
ニューアルの公開までサポートしました。

リニューアル公開後も同じ頻度でGoogleニュースの掲載ができた

サイト名

URL

リニューアルの
目的

対策の結果

詳細

※計測︓Search Console ＞Googleニュース



18

サービスの流れ・料⾦プラン
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13. リニューアルSEOの進め⽅

SEO対策の進め⽅としては主に下記になります。②のリニューアルSEOのみでも対応可能です。

リニューアル前のSEO診断で
既存サイトの問題点を洗い出します

①SEO診断 ②リニューアル
SEOコンサル

制作会社様へSEO⽀援を
⾏います

③公開後の
SEOコンサル

公開後、継続的に
SEO⽀援を⾏います。

ご提供
サービス
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14. サービスの料⾦

①②SEO診断・リニューアルSEOコンサル
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15. サービスの料⾦

③公開後のSEOコンサル
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16. サービスの流れ



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


