
株式会社グローバル・パートナーズ
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SEOはウェブサイトの集客に必須です。

Q.「SEO」とは？

A.
Search Engine Optimization（検索エン
ジン最適化）の略で、あるキーワードでサ
イトを上位化するための工夫・技術または
サービスです。

Q.「SEOのメリットは？」

A.
量・質ともに高い集客効果と訪問者からの
信頼が獲得できます。

ウェブサイトを探す場合に多くの人が検索
エンジンを利用します。キーワードで検索
して訪問した人は高い関心を持っており、
企業にとって非常に「質の高い見込み顧
客」となります。サイトのサービスに関連
するキーワードで検索結果の上位に行くこ
とは、効率的な集客方法です。

マツタケ 検索

■検索エンジン
・Google
・Yahoo
・MSN
etc…

検索結果
１．A社
２．B社
３．C社
・・・
・・・

検索エンジン

「マツタケ」がほしい！
検索エンジンで調べよう！

A社

B社 C社

D社

「マツタケ」で検索結果の上位
に表示されたいからSEO対策
をしています！！

検索エンジンで上位ってことは人気
ありそうだし信用できるな！
A社からマツタケを買いました！

「マツタケ」が欲しい人たち

検索エンジンで上位に表示される技術やサービスをSEOサービスと呼びます。
インターネット人口が増え、多くの人が検索エンジンを使う今日では、ウェブサイトを利用した販売、宣伝においてSEOは必須です。

検索エンジンの表示順
位が低いから、誰も見
てくれない…。

Q.「自社のみでSEOは可能か？」

A.
大企業様・大ブランド様でも、自社単独で
人気のキーワードでの上位化は難しい状況
です。

競争が進みSEO技術は日々変化しており、
SEOに必要な外部リンクの量や質は独自に
獲得するのは難しい状況です。

ＳＥＯの役割
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リスティング広告と比較したSEO

■ リスティング広告の合計CTR

■ 検索結果平均CTR

検索結果で上位表示されることによる企業ブランドイメージのアップ！！

一般的な平均 CTR5%

一般的な平均 CTR2%

一般的な平均 CTR1%

５％×４枠＋２％×８枠＋１％×２枠＋ 0.5％＝37.5％

（１００％－ 37.5％）÷１０枠＝平均CTR ６．２５ ％

SEO対策したキーワード以外のロングテールキーワードも上位表示！！

検索結果で上位表示したサイトの方が訪問率が高い！！

さらに

リスティング広告と比較したＳＥＯ
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内部対策

SEO対策はターゲットとなるキーワードを選定するため、対象サ
イトへキーワードとマッチするテキストの追加は必須です。

サイトの調整点を「チューニング指示書」としてご提案致します。
基本的な、大がかりなデザインの変更などはご提案致しません。
グローバル・パートナーズではサイト変更・調整自体は承っておりません。
※プレミアCMSご利用のお客様はサポートさせて頂きます。

外部対策

独自の「検索エンジンのアルゴリズム解析技術力」を背景に、
良質なリンクを提供致します。

【SEOチューニング指示書（サンプル）】

良質なリンク

最低限のサイトの調整点をご提案 豊富なリソースから外部リンクを提供

最高の費用対効果で上位化を目指します。
初期費用を抑えるため、最低限の内部対策を提案し、上位化するために必要な外部対策を行ないます。
様々なキーワードで上位化してきた実績がございます。

グローバル・パートナーズのSEO対策
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￥０

初期費用は一切ございません。
※料金１ヶ月分の保証金をお預かりしておりま
すが、契約終了後に全額を返金しております。

Top
Yahoo!JAPAN、またはGoogleで１０位以内（検
索順位１ページ目に表示された場合のみ料金
を頂いております。

Q.「保証金はいつ返ってくるのか？」

A. 契約終了時に返金致します。また、お申し込み
から4ヶ月経過しても上位化されなかった場合に、
SEO対策を続けるか、終了するかをご判断頂き、終
了される場合に返金しております。

Q.「順位の確認方法は？」

A. 管理ツールより、キーワードごとの順位と3ヶ
月分の履歴を確認頂けます。

Q.「日割りの計算方法は？」

A. 下記計算式です。
（月額／該当月の日数）× 上位化日数
※1円の位を四捨五入

例えば
・月額 ：15,750円（税込）
・月 ：8月（31日）
・上位化日数 ：12日

（15,750÷31）×１２＝6096.77…
→６,100円
となります。安

月額料金は業界最安レベルの低額で提供して
おります。上位化日数が月25日未満であった
場合は、日割り計算を致します。

Q.「どんなキーワードでも申し込めるのか？」

A. 基本的にキーワード内容に制限はございません
が、弊社の規定数に達している場合や、対象サイト
の内容によってはSEOをお受けできない場合もござ
います。

SEOサービスは１００％の上位化を保証はできません。そのため「初期費用」「定額サービス」はそもそもSEOサービスには馴染みません。
「初期費用無料」「成果報酬」は、技術力と実績があるSEO会社（高い上位化率、満足度）を探す「前提条件」です。

当然の「初期費用無料」「完全１０以内保証」

サービス体系
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高い技術力を背景に「検索エンジン」「くちコミ」「ご
紹介」「代理店販売」よりほぼ１００％の集客で急成
長を遂げております。

サービス価格に跳ね返る「リスティング広告」「無
理なPUSH営業活動」をしておらず、シンプルな料
金体系にて、低価格で提案できる体制をとってお
ります。

豊富なリソースを柔軟に、最適に配分し、検索エ
ンジンアルゴリズムへの迅速な対応も可能です。
そのため他社と比較し高品質、高効率でのSEO対
策の提供が可能です。

「技術力直売」の低価格でサービスをご提案して
おります。

グラソフト
運営サイト
グラソフト
運営サイトグラソフト

運営サイトグラソフト
運営サイト
ＧＰ社

運営サイト

技術者

自社の上位化が可能なのも、技
術者と豊富なリソースを自社で
保有しているからです。

無理に広告宣伝・営業するより
も、技術を高め、価格を安くした
ほうが、お客様に満足を提供で
きる！！

CM

SEO対策自体結果が必ず出るかは
不明確！
「あれもこれもいりませんか？」は無
責任かつお客様にも大きな負担。

低価格、高品質の理由は「無駄のない集中」
「完全自社リソース」「省エネ提案」「シンプルなサービス体系」などグローバル・パートナーズはお客様が求める「低価格」「高品質サービス」を追及
するため、最適な「組織、運用、サービス体系」を構築しております。

特徴
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お客様

お
見
積
り
依
頼

お
見
積
り
送
信

弊社
WEBサイト お

申
込
み

書
類
送
信

いくらか
知りたい。

御社のサイトの現状で
そのキーワードなら●●円です。

サイトの調整は可能ですか？

そのキーワードで申し込
みます。

サイトも調整可能です。

有難うございます。
必要書類を送ります。
・発注書
に記入してFAXをお願いします。
FAX（03-5641-3832）

保証金
案内書

契約書

発注書

要
返

送
信

保証金も
入金しました。

保証金の入金を確認しました。
有難うございます。

SEO施策（外部）を開始します。

チューニング指示書に従って
サイトの変更をお願いします。

管理画面の
ID.・PWをお伝えします。

保証金の入金を
お願いいたします。

発注書

印

FAX

管理画面
・ID
・PW

チューニング
指示書

チューニング指示書
を作成始めます。
（通常７～８営業日）

管
理
ツ
ー
ル
送
信

お見積り

※大規模なサイトの変更が必要な場合は
この時点で申し上げます。

発注書をFAXするだけの簡単申込み
お見積りにご納得頂き、発注書を頂ければすぐにSEOサービスをスタートします。

お客様 お客様

グローバル・パートナーズ グローバル・パートナーズ グローバル・パートナーズ

お申し込みの流れ
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上位化後６ヶ月間の契約期間、以降は毎月自動更新

キーワードの追加について

キーワードは１つのサイトにつき通常３つ程度までです。
（例：「不動産」「不動産 新宿」「賃貸 新宿」）
ご契約はキーワードごととなります。

解約について

ご解約は電話やメールなどで承ります。ご解約のお申し込みから
１ヶ月後ご解約となります。
SEO効果が現れるまで時間がかかるため、ご発注から4ヶ月間はご
解約頂けません。

内部対策 外部対策

発注書

印

上位化した日から
6ヶ月固定契約期間

セット

契約期間の流れ
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順位の確認は専用の管理ツールでらくらく確認

順位の履歴に関して

SEO管理システム内で、実際に検索結果の画像を記録（キャッシュ）しており、３ヶ月間保存されます。
※順位の履歴はCSVファイルで保存可能です。
ご請求は、キャッシュを基にして行われますので、ご確認を宜しくお願い致します。

「SEO管理システム」の機能

※画面・機能はお断りなく変更となる可能性がございます。

キーワードごとの
 当日の順位
 順位の履歴（３ヶ月間）
 契約日
 上位化達成日
 価格

などが確認可能です。
また「お問い合わせ」や「会社情報の変更」も可能です。

順位はAM2時からAM5時の間に自動測定しており、検索エンジンの順位更新により、時間帯によってお客様が確認される順位と異な
る場合がございます。予めご了承下さい。

管理ツール
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グラソフトSEOの強み ②

効果

費用

10位以内保証

WEBコンサルティング会社

20位以内保障型SEO

high

low

highlow

自社対策

リンク登録サービス

スポンサー広告

無保証SEO

SEO対応HP

SEO対策ソフトウェア

１． 完全10位保証型SEO

２． 初期費用 0 円

３． 月額 1万5千円～

費用対効果マップ

確かな費用対効果を実現

グローバル・パートナーズのSEOの強み
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具体的な施策内容

◆ 内部対策

サイトが検索結果で上位表示される為の改善

・こちらからお願いする改善指示
・検索エンジン対策のための明確なコーディング

◆ 外部対策

サイトの被リンク数強化の為の作業
弊社運営サイトからのリンク

この作業にご協力いただくことで、
より上位での表示が見込めます。

研究データに基づいて効果のあるサイト内施策のみを行いますので
サイトの変更で手間やご負担をお掛け致しません。

御社の求めるキーワードに親和性の高い
サイトからリンクを貼っていきます

業界トップクラスの豊富なリンクリソースを保有しておりますのでどのよ
うなカテゴリーでも対策が可能です。

手軽

豊富

具体的な施術内容
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SEO導入事例 ① （難易度：A）

順位

１

20

100

40

■ 契約開始時の順位は１００位以下でサービススタート

60

10

100

0

■ ２ヶ月半でYahooの順位が９位に上昇

■ その後もYahoo、Google共に１０位以内をキープ

Googleの10位以内上位化達成によりアクセス数がＳEO対策前と比較して8倍、
Yahooの上位化により12.5倍に急増 → 成約数が10倍に増加

■ １ヶ月半でGoogleの順位が8位に上昇

SEO導入事例①（難易度：Ａ）
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SEO導入事例 ② （難易度：Ｂ）

順位

１

20

100

40

■ 契約開始時の順位は１０００位以下でサービススタート

60

10

■ ４日でGoogleの順位が５位に上昇

100

0

■ １0日でYahooの順位が6位に上昇

Google、Yahooの10位以内上位化達成によりアクセス数がＳEO対策前と比較し
て3倍に増加 → 成約数の増加・企業ブランドイメージのアップ

■ その後もYahoo、Google共に１０位以内をキープ

SEO導入事例2（難易度：Ｂ）
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キーワード「レーシック」 難易度：AA

難易度：AA

キーワード「インプラント」 難易度：AA

キーワード「転職」 難易度：AAA

キーワード「レンタルオフィス」難易度：AA

キーワード「副業」 難易度：A

キーワード「歯医者」 難易度：AA

キーワード「オール電化」 難易度：AA

キーワード「貸事務所」 難易度：AA

【導入２週間目】
１００位
以下 ４位

【導入３ヶ月目】８１位 3 位

【導入２ヶ月目】
１００位
以下 ３位

【導入３ヶ月目】
１００位
以下 １位

【導入２ヶ月目】
１００位
以下 １位

【導入２ヶ月目】
１００位
以下 １ 位

【導入３ヶ月目】７５位以下 １位

【導入３ヶ月目】６５位以下 １位

SEO導入実績


