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はじめに 

現在の検索エンジン集客における課題 

 
「SEO」・・・この言葉は誰もが知っている言葉だと思います。 

自社サイトのコンテンツを検索エンジンから高く評価してもらい、できるだけ良い順位に表示されるようにするなど、 

これらの取り組みを総省してSEO（Search Engine Optimization）と呼ばれています。 

 

数年前までは、検索エンジン側のアルゴリズムの特性を理解し、被リンクやテクニック的な施策を施すことで検索順位をあげるという取り組みが広く行われました。 

 

ところが、最近そんな従来のSEOが通用しなくなったと言われるようになりました。 

一つは、検索エンジンアルゴリズムの進化です。 

技術的なテクニックだけを評価するのではなく、コンテンツ内容の理解をし、本当にユーザーに役立つコンテンツであるか？を検索エンジンが評価できるようになっ
てきたことがポイントです。 

 

Googleの理念は、完璧な検索エンジンの実現 です。 

Googleの本サイトには、こう書いてありました。 

完璧な検索エンジンとは、「ユーザーの意図を正確に把握し、ユーザーのニーズにぴったり一致するものを返すエンジンである。」と定義していました。 

 

このように、時代は激震的に進んでおり、技術的テクニック（SEO）だけでなく、「役立つ自分たちのオンリーワンコンテンツ」も作り上げないと、検索順位を伸
ばすことが難しい時代となりました。 

 

そこで当社は、「コンテンツマーケティング」というWebマーケティング手法をお勧めしております。広告と違って即効性の点では確かに劣りますが、やり続ければ
必ず集客のベースになります。当社でも、貴社のお手伝いができれば幸いです。 
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１．ゴール（目標）のイメージ 

できるだけ、広告費を抑え、自ら集客できるようになる。 

 
「広告」は、即効性もあり集客としては大変強いツールだと思います。 

ただ、予算は有限であり、ずっと広告を打ち続けるのは企業としても難しいところです。 

 

そこで、「できるだけ広告費を抑え、メディア（媒体）に依存せず自ら集客できるようになる。」 

 

これが、ゴールのイメージと共有できれば幸いです。 

貴社のお手伝いをする中で、目標認識が両社でズレてしまうといけないため、一番最初にお話ししております。 

 

 

Webマーケティングは、現在「毎年20％以上の成長率」を記録しており、今後も伸びていくと思われます。 

この成長市場で最高の効果が得られるとしたら・・・。期待は膨らむばかりです！ 
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２．失敗しやすいWebマーケティングの問題点 

お金をかけたが・・・期待したほど上手くいかなかった？ 

 
企業様は、いろいろなWebマーケティングを行ったり、業者依頼したりなどの取り組みをされたかと思いますが、例えば以下のような経験はありませんでし
たか？ 

 

１．SEO業者に頼んで順位は上がったが、売り上げなどの成果が生れなかった。 
 

２．サイトを作ったが、お問合せは、ほとんど来なかった。 
 

３．せっかく作ったぺージに、そもそも人がこない。 
 

４．高い費用を掛けて、会員を手に入れたがその後反応がない。 
 

これらには理由があります。 

それは、「適切な手順で進められておらず、部分最適になっている」ということです。 

料理などもそうですが、材料や調味料を入れる順番を間違えるとおいしい料理は出来上がりません。 

物事には必ず必要な手順があり、先ほど上げた例などはその典型的です。 

 

大事なのは「適切な手順を知る事」「誰を相手にしているか」を明らかにすることです。 

 

あなたのサイトは誰を相手にしていますか？ 
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３．ほとんどの企業が途中で諦めてしまう。。 

結局リスティング広告に頼りきりという声を多く聞きます。 
 

Webマーケティングをする上での理想形は、 

 

１、検索（オーガニック） 

２、検索（PPC） 

３、ソーシャル 

４、リファラル 

 

これらを使いバランス良く集客する事です。 

ではなぜ実を結ばず、偏りがでるのでしょうか？ 

それは、指標をCPA中心として費用対効果のみを指標にしてしまうことが原因です。 

 

Webマーケティングに取り組む上で、数値化すること、費用対効果を見ることは当然必須になります。 

ただ、施策によっては腰を据えてじっくり取り組まなければならないものがあります。 

 

PPC広告が好まれる最大の理由は、効果の高さと即効性です。 

その理由は顕在層を相手にしているからであり、効果が高いのは当然です。 

ですが、顕在層のみではサイトの成長は望めません。 

なぜなら、マーケット全体に見たときに一部の人たちを相手にしているに過ぎないからです。 

つまり、顕在層を相手にし続けている限りサイトの成長はその数が限界値となるわけです。 

 

図の一番濃い青色の部分が顕在層として上に上がっていくと、目的は曖昧になりますが市場は大きくなります。 

しかし、顕在層のみを相手にしていては成長は望めないわけですから、狙う枠組みを変える必要があります。 

検索一辺倒からソーシャルへの展開、他のサイトから紹介してもらうなど幅広いサイト集客を行うことです。 

そして、それらを諦めずに続けることです。 
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いつか 

潜在 

顕在 

数は少ないがレートは高い 

数は多いがレートは低い 



４．対象ユーザー 

Webマーケティングコンサルサービスは、こんな企業様を対象にしております。 

 
Webマーケティングコンサルサービスは、当社だけでは実現できないため、下記企業様を対象にしております。 

 

◆対象企業様 

 Web担当者が、0.5人以上いること 

 サイト規模 PV 500万（月間）程度を目指す 

 

◆基本の５要素 

1. 施策の計画 計画を立てて、ターゲットを明確にする。（ゴール、ターゲット、ペルソナ） 

2. サイト施策 サイトを効果の出る形に作り上げる。 

3. 集客  効果の高い集客施策のみに集中（手順と手法） 

4. 最適化  集まったユーザーとの関係を構築 

5. 測定と改善 見るべきポイント（KPI、最小限のポイント） 

 

上記内容は、奇抜なことではないですが、正しい手順で進めていけば必ずサイトは成長していきます。 

計画を立て、適切な手順で進め、本業に専念する、つまり、適当に取り組まず集中することが大事かと思います。 
 

 

基本の5要素をどうしたら進められるか？ 

などお悩みの企業様向けのサービスとなります。 

P-05 



５．基本の５要素 
基本の５要素は、こんなことをやります。 

 
◆施策の計画：最初が肝心！“計画を立てること”が効果をあげる道。 

他のマーケティングと比べてWebマーケティングが優れていることの一つに数値化できる点が挙げられます。 

しかし、一方で、ただ闇雲に取り組んでいることで、効果を半減させている会社は多くいらっしゃいます。 

まずは、計画を立てることが重要です。KPIを一つのゴールとして決めるだけで結構です。まずはそこから始めます。 

 

◆サイト施策：プレゼントをあげるイメージで“誰を相手にしているか”を明確に。 

まずは「誰を相手にしているか」を明らかにする事です。 

商売する相手を明らかにしないまま、いい加減に設定してしまうと全てを無駄なものになってしまいます。 

 誰の  誰を相手にしているか 

 何を  その人は何を困っていますか？ 

 どのように その問題はどのようなサービスで解決できるでしょうか？ 

相手がはっきり見えてくると、これからの一つ一つの施策が具体化されてきます。 

 

◆集客施策：いいとこ取りして、集客効果が見込める所のみに集中。 

比較的オーソドックスに感じられますが、効果は大きいです。基本的な施策で効果が最大化する方が、全体の効率も費用対効果も高くなります。【コンテンツ
マーケティング／検索エンジン対策（SEO）／検索エンジン広告（PPC）／ディスプレイ広告（SNS広告含む）／ソーシャルメディア（Twitter、
Facebook）】 

 

◆最適化施策：集めた人をもっと効果的に転換させる。 

SEO／LPO／EFO／顧客育成／メール／LINE など、作って終わりではなく、最適化を進めていくことが重要です。 

 

◆改善施策：期待とすり合わせて、効率的に手を打つ。 

改善するためには、数値を設定することです。最初に立てた計画とのギャップを見つけ改善していきます。 

数値（ギャップ）が大きなところから改善していくことが重要です。 P-06 



運営支援サービス 概要 
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 １．運営支援 ※1 ※2 

 トップページ更新  

 商品ページ更新 

 カテゴリページ更新 

 商品登録 

 カテゴリ登録 

 SNS運営(楽天S4、店長の部屋Plus+含む)※3 

 メルマガ（前説150文字以内 1ヶ月に2回配信） 

 
※1 運営に必要な文面や写真等の情報は、ヒアリングし貴社よりご入稿いただきます。
（商品情報・写真など） 

※2 パソコン、スマホページを対象とします。 

※3メルマガ、SNSの文言や写真等のベース情報は、貴社入稿でお願い申し上げます。 

 ２．制作支援 ※1 ※2 

 トップページデザイン制作 

 バナーデザイン制作 

 商品ページデザイン制作 

 HTML/JavaScript コーディング 

 その他、店舗運営に必要な制作・修正作業（LP制作、ラ
イティングなど） 

 
※1 運営に必要な文面や写真等の情報は、ヒアリングし貴社よりご入稿いただきます。
（商品情報・写真など） 

※2 パソコン、スマホページを対象とします。 

４．お客様 作業範囲 
- 受注・発送業務 

- 在庫管理 

- お問合せ・クレーム対応 

- 店舗運営必要情報 ご入稿（商品情報・写真・文言等） 

- その他、当社作業範囲外の業務 

 ３．コンサルティング ※1 

 レポート類作成 
 作業進捗報告 

 現状の店舗状態チェック（アクセス解析／レビュー解析など） 

 企画・提案（お見積提案・承認／不承認決議も含む）※１ 

 

※1 必要に応じ打合せを行います。（不定期） 

  東京近郊：面談・電話・メール・チャットワーク・Skype 

  東京遠郊：電話・メール・チャットワーク・Skype 



運営の流れ Flow of Operation 
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 １．まずは、現状分析 
 まずは、現状の店舗状態（売上や店舗状況）を把握します。 

 ２．土台（受け皿）を構築 
 現状の店舗状態を把握した後は、土台（受け皿）をシッカリ構築します。土台構築とは、店舗構成・デザインを見直し、取扱商品にあっ

た店舗を構築することです。土台構築をシッカリ行わないと、正しい店舗状態を把握できなくなるため行います。 

 ３．運営 (運営/制作/コンサルティング 支援） 
 土台を構築後、運営を行います。運営を行うにあたり、基本的な流れは①～⑤を繰り返す形となります。 

 

 ①企画・ご提案 （別途、お見積が発生する内容もございます。 ※1 ※2 ） 

 ②承認・決議 （別途お見積が発生する内容の場合、打合せにより承認・決議を頂きます。） 

 ③実行  ※3 

 ④店舗状況確認 

 ⑤報告 

 
※１ 運営支援費用とは別に、広告費や店舗運営に係る経費・罰則金等の費用は別途、貴社ご負担でお願い申し上げます。 

     （例：楽天市場オプションサービス、広告費、楽天市場罰則制度、各種サービスなど） 

※２ 企画・ご提案で別途お見積が発生する場合は、お客様承認が取れない限り、実行いたしません。 

※３ 必要な範囲内で作業の一部を外部事業者と提携を取る場合がございます。   



サービス 価格 Service Price 

 

１．価格※1 ※2 ※3 ※4 ※5 

 初期費用 100,000円（税別） 

 費用 

 【月の売上金額】 
 【0円～50万円未満】  成果報酬 月々の総売上 20%（税別） 

 【50万円～300万円まで】  成果報酬 月々の総売上 10%（税別） 

 【300万円～600万円まで】 成果報酬 月々の総売上 8%（税別） 

 【600万円～1000万円まで】 成果報酬 月々の総売上 6%（税別） 

 【1000万円以上】  成果報酬 月々の総売上 5%（税別） 

 

※１ 各種システム権限は、フル権限（店舗売上が確認できる権限）の情報開示をお願い申し上げます。 

※２ 対策サポート費用とは別に、広告費や店舗運営に係る経費等の費用は別途、貴社ご負担でお願い申し上げます。 

     （例：リターゲティング広告、ディスプレイ広告など、各種外部サービスなど） 

※３ ページ制作等の制作サービスは、別途お見積をお願い申し上げます。 

※４ 企画・ご提案する内容は、別途お見積が発生する内容もございます。 

※５ 毎月末締め翌月頭にご請求書を発行いたします。 

 

 

２．最低契約期間 
 3ヶ月間※1 ※2 ※3 

 
※１ 解約の手続きを行わない場合、自動更新となります。 

※２ 当社都合により、対策サービスを解約（辞退）することもございます。（運営規模が当社想定以上だった場合などお引き受けできない場合等） 

※３ 解約時は、業務委託契約解約書をご記載いただき解約となります。途中解約の場合は、残りの契約月を消化後、解約となります。 

※４ 機密保持契約（NDA）と業務委託契約をお願い申し上げます。 
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最初に初期費用をいただき、対策サポート開始時にトップページやカテゴ
リ構成など現状調査のイニシャルコストとして初期費用を頂戴します。そ
の後の対策サポートの部分は、成果報酬型になります。（成果報酬型
は月々の総売上に対してパーセンテージが変動する形となります。） 



有難うございます！ 

株式会社エレクアライズ  
 190-0023 東京都立川市柴崎町6丁目17-7谷口第九ビル2F 

 TEL:042-595-6981 

 FAX:042-595-6982 

 URL:https://www.elecalize.co.jp 

 E-Mail:info@elecalize.co.jp 

 サポート時間:月～金（土日祝日除く）10:00～17:00 

 

 

 

COPYRIGHT Elecalize Company  仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。 


