


01. 100項目以上の内部SEO対策
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100以上の項目を8つのグループに
分けて総合的に強化します。 ヘッダー・フッターの最適化

見出しの最適化

画像・アンカーの最適化

コンテンツの最適化

バックリンク調査

関連キーワード強化

ガイドライン違反改善

検索エンジンロボットの最適化
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5ヘッダー・フッターの最適化
文字コードの記述やタイトルタグ、メタタグ、ロボット用の記述、その他のSEO要因について最適化を行います。
特に、タイトルやメタタグ内のテキストは、SEOに重要な要素というだけでななく、検索結果に表示されるため、と
ても大切な項目になります。

バックリンク調査
外部からのバックリンク調査を行います。調査の結果、競合サイトと比べて少ない場合は、その他の要素を強化
したり、安全なカテゴリ登録などをお勧めします。

見出しの最適化
ページ内の見出しタグ(Hタグ)の数や位置、文字数、キーワードの配置などについて最適化します。

関連キーワード強化
SEOキーワードに付随した複数の関連キーワードを一緒に最適化します。このようなチューニングを行うことで、
SEOキーワードに釣られるように関連キーワードでも上位表示され、集客効果が高まります。

画像・アンカーの最適化
画像を説明するAlt属性や、リンク先の説明文として設置するtitle属性などの文字数やキーワード分布などを最適
化します。また、画像やアンカーのリンク切れがある場合は修正します。

ガイドライン違反改善
検索エンジンがウェブマスターに禁止している行為をチェックして、違反しているものに関しては修正を行います。
※場合によって別途料金が発生することがあります。

コンテンツの最適化
文中で使用されている文字数や語彙数、キーワードの分布などを対象キーワードに合わせて最適化します。また、
検索ロボットのクローラビリティー(巡回性)をアップさせるためのHTML,CSSの最適化も合わせて行います。

検索エンジンロボットの最適化
検索エンジンロボットに迅速にクロール(収集)してもらうために、Yahoo!とGoogleにおいてサイトマップ登録を
行います。



02. 成果報酬プラン
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成果報酬プラン

初期費用 16,200円 月次費用 プラン/キーワードごとに変動/１キーワードあたり

１日あたりの 
キーワード料金

上位に表示
された日数×※キーワード料金は、難易度によって異なります。

　詳しくは、弊社までお問い合わせください。
キ

キーワードの見直し

※キーワードに見直し対象となった場合、契約時のキーワードでの継続はできません。
※キーワード見直しの適用キーワードをご解約する場合、それまでにかかった費用（初 期チューニング費用など）は返金されません。あらかじめご了承ください。
※お客様による上位表示の妨げになるような行為があった場合には、キーワードの見直しは適用されませんのでご注意ください。

成果報酬プラン

キーワードの見直し

キーワード見直し例

契約日から60日後(初回見直し)CH
ANGE!

CH
ANGE!

期間中、ご契約キーワードが３日以上成果順位(１０位以内、または２０位以内) に入らない場合、
アクセス解析の結果などから効果の高いキーワードをご提案いたします。

前回の見直しから60日後(2回目の見直し)
期間中、ご契約キーワードが３日以上成果順位(１０位以内、または２０位以内) に入らない場合、
アクセス解析の結果などから効果の高いキーワードをご提案いたします。

管理画面

管理画面

お客様専用の管理画面をご用意いたします。管理画面
では、毎日のYahoo!,Googleの順位やキーワードの
追加、お問い合わせなどができます。
ご契約後に専用のIDとパスワードをお送りします。

キーワードの見直しができるSEOプラン

成果課金の対象とする検索エンジンごとに｢Yahoo!＆Googleプラン｣、｢Yahoo!JAPAN限定プラン｣、｢Google限定プラン｣の３プランをご用意しています。
また、各プランは目標とする成果順位を１０位以内と２０位以内からお選びいただけます。

※初期費用には、ページ内部の最適化やサイト全体のリンク調整、サイトマップ登録などが含まれます。 ※課金対象順位や各プランごとにキーワード料金は定められています。
※お申込みされるキーワードにより保証金が発生する場合がございます。

万一、ご契約いただいたキーワードが契約日から６０日間を経過しても成果課金対象順位内に３
日以上表示されない場合は、アクセス解析の結果などからキーワードの見直しを行い、無料でチ
ューニングをさせていただくことでお客様サイトへの集客を積極的に支援します。(以下同様)

詳しくは、７ページをご覧ください。



03. 低額固定料金プラン
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低額固定料金プラン

3 キーワード

5 キーワード

7 キーワード

10 キーワード

成果報酬プラン

予算を組みやすく分かりやすい料金設定

管理画面キーワード変更

月額 27,000 円 (1キーワードあたり 9,000円)

月額 40,500 円 (1キーワードあたり 8,100円)

月額 50,400 円 (1キーワードあたり 7,200円)

月額 63,000 円 (1キーワードあたり 6,300円)
※ご契約時に初回分の料金をお支払いいただきます。表示価格は税込価格です。
※上記キーワード数以外でもお見積もり可能です。お問い合わせください。

10％OFF

20％OFF

30％OFF

キーワード変更 管理画面

Yahoo!とGoogle両方の検索エンジンに合わせた対策を行います。また、設定キーワードに関しては別途チューニング費用をいただくことで変更することも可能です。
低額固定料金プランには、ページ内部の最適化やサイト全体のリンク調整、サイトマップ登録などが含まれます。

設定したキーワードは有料で変更することができます。
上位表示されたキーワードがすべて売り上げに貢献するとは
限りません。効果検証の結果、お客様がキーワードを変更した
いと希望される場合は、いつでもキーワードの変更が可能で
す。

キーワード変更費用 16,200円 /１キーワードあたり
※キーワード変更費用は、初回のみです。
※キーワード変更費用には、変更後のキーワードに合わせたページ内部のチューニング
とサイト全体のリンク調整などが含まれます。
※対象ページが変更になる場合も同様の料金がかかります。
※表示価格は税込料金です。

お客様専用の管理画面をご
用意いたします。管理画面で
は、毎日のYahoo!,Google
の順位やキーワードの追加、
お問い合わせなどができ

ます。ご契約後に専用のIDとパスワードをお
送りします。

詳しくは、７ページをご覧ください。



04. SEO導入までの流れ
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Step.3

初めてご利用になる
　　　　　お客様の流れ

ＳＥＯ
ヒヤリング
客様との打

初期チューニング
作業開始

初期チューニング
作業完了

初期費用の
お支払い

ＷＥＢ・ＦＡＸ
お申込み

メンテナンス開始
順位取得開始

順位取得初日

入金
確認

お申込み方法は、Axisウェブサ
イト、FAXでのお申込みの２通
りからお選び頂けます。

営業日以内

ＳＥＯサービス
契約日

Axisでアップロード作業
または、お客様自身による
アップロード作業

Step.1 Step.2 Step.3

お客様へメールにて「初期チューニング完了」の
お知らせを致します。
このメールには順位取得・メンテナンス開始の
ご案内とお客様コントロールパネルの IDとパス
ワードが記載されていますので、大切に保管し
て下さい。

重要メール作業に必要なお客様情報
以下の情報はチューニング作業、及びメンテナンス作業に必要となる
情報ですので、ヒヤリング時までにご用意下さい。

■FTP情報について
FTP情報の開示が可能であるサイトの場合

■作業用データの受取・返却について
FTP情報が開示できず、お客様からデータを頂いて作業する場合

■CMSログイン情報について
管理画面・編集画面からの更新を必要とするサイトの場合

■FTP納品について
作業後にAxisでアップロードを行う納品方法

■データ納品について
お客様から頂いたデータにチューニング作業を行い、
そのデータをご返却する納品方法

■仕様書納品について
上記以外でお客様自身に更新を行って頂く際に、施工する
内容を記載した「チューニング仕様書」による納品方法

納品方法について

※お客様のサイトの状況やご都合により７営業日を越える場合がございます。

Step.4 Step.5

Step.6 Step.7

Start Step.1 Step.2 Step.4 Step.5 Step.6 Step.7
お申込み後に送信されるメー
ルに記載している銀行口座に、
指定の金額をご入金下さい。
ご入金確認がとれた後、SEO
作業を開始させて頂きます。

お客様とヒヤリングをしなが
ら、キーワード設置ページの確
認や作業スケジュールなどを
決めさせて頂きます。

お客様のサイト内を調査して、
検索エンジンに合わせたコン
テンツの調整やHTMLソース
の最適化を行います。

チューニング作業に伴う変更
箇所の確認をお客様に行って
頂いておりますので、メールに
て変更内容をご案内致します。

初期チューニングが完了し、メ
ンテナンスと順位取得を開始
する際にお客様へ「初期チュー
ニング完了」メールをご案内致
します。

順位取得初日を契約日とし、こ
の日の順位を基準に課金をを
行っていきます。(成果報酬の
場合)



05.
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ウェブ上で毎日の順位が確認できるマイページ(管理画面)をご用意します。

マイページ

毎日の検索順位と課金
状況を確認できます。

Ｃｍａｐで確認

Yahoo! JAPAN
Googleの順位が

検索エンジンで１ ０位に入
った場合、自動的にメールが届き
ます。

ランキングアラートメール

管理画面の内容

日々の課金状況



06. 会社概要
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SEO Startup Guide

株式会社Ａｘｉ ウェブサイトのご紹介【社　　名】

２００５年９月【設　　立】

SEO 事業
インターネットメディア事業
ウェブコンサルティング事業

【業務内容】

〒０６ ０５２
北海道札幌市中央区南２条東２丁目９ ７階

１ ０ ５７７（代表）
１ ０ ６０２

【事 業 所】

0120-74-3577
info@seoaxis.com

お電話でのお問い合わせ
（フリーダイヤル）

メールでのお問い合わせ

受付時間　１０：００～１９：０ ・日・

【公式サイト】

Ａｘｉｓの公式ウェブサイト
http: / /www.seoaxis.com/

Ａｉｘｓのサービス内容・実績などがご覧になれます。




