
横浜IoT協同組合

自社ホームページは、
なぜアクセスが集まらない︖

その原因と５つの解決策を伝授︕
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持ち時間30分なので、
上記１セッション各５分です(><)
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０）自己紹介



株式会社ベルカの紹介

私たちは「SEO探求カンパニー」です

▼事業内容

• Webマーケティング事業
• 検索エンジン最適化(SEO) 事業
• Webコンサルティング事業
• コンテンツマーケティング事業
• システム構築事業
• コンテンツマーケティング

▼代表取締役 篠原 匠 略歴

• 宣伝/販売促進歴︓35年
• Webマーケティング歴︓20年
• SEOコンサル歴︓10年

•横浜IoT協同組合 副理事
• 中小企業庁ミラサポ専門家派遣 登録専門家
• 公益財団法⼈神奈川産業振興センター専門家アドバイザー



株式会社ベルカの紹介

• 自社Webサイトアクセス︓⽉間10万PV

• 「ホームページ集客」で１位をキープ

• ビッグワード「集客」で5位をキープ

• 累計1,500社、5,000KWの施策実績

• 業界No.1キーワード上位表示5年間キープ

• 2,000万PV教育業界No.1サイトのコンサル

• 結婚相談所業界No.1サイトのSEOコンサル

• 大手メディア会社、人気媒体SEO設計担当

• 年間10サイト以上10万PV級サイトを構築

• 大手「SEO会社のSEOコンサル」従事

• コンサル実施サイトの売上爆発で上場達成

私たちは「SEO探求カンパニー」です



横浜IoT協同組合のWebサイトについて

篠原が担当した
組合Webサイトが、
わずか６か月で、

2,554%の

アクセス激増を、

達成しました!!!



横浜IoT協同組合のWebサイトについて
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• 昨年の今頃2020年2月から、アクセス数アップのための施策をスタート。
• ２月時点でアクセスがゼロに近くでしたが、半年後の７月には「１日200を超え
るユーザーが来訪」。

• 約半年で、Webサイトが「24時間365日働いてくれる営業マン」に早変わり︕

■2⽉と7⽉の⽉間アクセス数の比
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１）あなたのHPにアクセスが
集まらない原因はなに︖



あなたのHPにアクセスが集まらない原因はなに︖

前提︓HPにアクセスが集まるのは
、ほぼ「検索エンジンから」が大半
です。

結論︓今の検索エンジン(Google)
は、ユーザーが「あっ、このサイト
いいな︕便利でためになるなー」と
思った順に順位を付けています。
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あなたのHPにアクセスが集まらない原因はなに︖

つまり「ユーザーにとって」、

・役に⽴つサイトは順位が上がり、
・内容が薄いサイトは順位を下げる。

そーゆー仕組みで、それぞれのサイト
のアクセスが多い／少ないが決まって
きます。
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あなたのHPにアクセスが集まらない原因はなに︖

悩み︓私の会社のHPにアクセスが
集まらない原因はなんでしょう︖

答え︓競合サイトのほうが、ユー
ザーにとって「いいサイト」だか
らです。
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あなたのHPにアクセスが集まらない原因はなに︖

Q︓検索エンジンに、サイトのいい
／悪いが、分かるわけないじゃん︖

A︓Googleは、検索ユーザーの「⾏
動値」を読み取って順位をつけてい
ます。
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あなたのHPにアクセスが集まらない原因はなに︖

⾏動値って︖

・例えば「どれだけ⻑く滞在したか︖」
・例えば「どれだけ下まで読んだか︖」
・例えば「サイト内で何ページ読んだ︖」
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あなたのHPにアクセスが集まらない原因はなに︖

・じっくり読まれていればページの滞在
時間は⻑く、

• 同じく、ページの一番下まで読まれて
もいるはず。

• で、このサイト「役⽴ちそうだな」と
思えば、サイト内の他のページも読み
たくなる。というのが根拠。いいサイ
トっぽいですよね。
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あなたのHPにアクセスが集まらない原因はなに︖

つまり自社HPにアクセスが集まらないの
は、競合サイトのほうが、あなたのサイト
より、
・⻑くユーザーが滞在していて、
・ページの最後まで、よく読まれていて、
・サイト内の別ページまで読まれてる。

という実態があるからです。
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あなたのHPにアクセスが集まらない原因はなに︖

例えば「プレス加⼯」で検索
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上の方（1-4位）の
サイトは「お役⽴ち
ページ」が占めてい
る。

←企業HPは5位以降



あなたのHPにアクセスが集まらない原因はなに︖

お役⽴ちサイトは、ユーザーの疑問
や悩みやを解決するためのサイト。
企業サイトは、一方的に自社のPR
をするサイト。
上位表示を狙うなら、ユーザーのほ
うを向いて、押し付けでない「お悩
み解決記事」を自社HP内で書く。
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あなたのHPにアクセスが集まらない原因はなに︖

このセクションの解決策︕

検索エンジンからアクセスを集める
には、押し付け情報ではない、ユー
ザー視点を持った「お役⽴ち情報」
を、自社サイトに置くようにしてみ
よう︕
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２）必須チェック︕
アクセス解析ってみてますか︖



必須チェック︕アクセス解析ってみてますか︖

必須アクセス解析ツールはこの２つ

•Googleアナリティクス
•サーチコンソール

どちらもGoogleの無料アクセス解
析ツールです。
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必須チェック︕アクセス解析ってみてますか︖

Googleアナリティクス

先ほどの「ユーザー⾏動値」を調べ
ることが可能なアクセス解析ツール
です。
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必須チェック︕アクセス解析ってみてますか︖
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Googleアナリティクス
⻑いほうがいい 低いほうがいい



必須チェック︕アクセス解析ってみてますか︖

サーチコンソール

ユーザーが検索した「キーワード」
の検索結果から、あなたのサイトに
来訪したした人=検索したキーワー
ドでのサイト流⼊数を調べることが
可能です。
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必須チェック︕アクセス解析ってみてますか︖

サーチコンソール
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必須チェック︕アクセス解析ってみてますか︖

このセクションのゴール︕

この２つのアクセス解析ツールは、
HPにアクセスを集める場合、欠か
せない必須ツールなので、まだ設置
していない方は、絶対に導⼊をお勧
めします︕
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３）売れるキーワードと
売れないキーワードがある︖



売れるキーワードと売れないキーワードがある︖

例えば、横浜IoT協同組合のサイト
に、この２つのキーワードを検索し
た人のうち、どちらが顧客になる可
能性が⾼いでしょうか︖

•「⼯場 IoT 課題」
•「渋沢栄一」
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売れるキーワードと売れないキーワードがある︖

答え︓「⼯場 IoT 課題」
↓
ワーク︓自社の⾒込み顧客になりそ
うなユーザーが検索しそうなキーワ
ードを、イメージしてみましょう。
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売れるキーワードと売れないキーワードがある︖

例えば、組合HPに来たユーザーが
検索した主なキーワードはコレ。
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売れるキーワードと売れないキーワードがある︖

ワークの確認︓
あなたのサイトにサーチコンソール
が設定されている場合「自社製品/
サービスが売れそうなキーワードで
、来訪者が来ているか︖」を確認し
てみてください。
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売れるキーワードと売れないキーワードがある︖

このセクションの解決策︕

先ほどの「サーチコンソール」で、
「売れそうなキーワード（=⾒込み
顧客）」で、自社HPに、たくさん
アクセスがあるかを、確認してみよ
う︕
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４）マイクロキーワードで
将来ファンになる潜在層を獲得



マイクロキーワードで将来ファンになる潜在層を獲得
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組合HPには、非常に多くのキーワード種（=マイクロキーワード）で流⼊がある。



マイクロキーワードで将来ファンになる潜在層を獲得
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• 「IT化」では、Google１位独占枠（強調スニペット）の位置をキープ︕
• つまり「IT化」について日本でNo.1のオーソリティサイトとして認知。



マイクロキーワードで将来ファンになる潜在層を獲得
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質問︓「IT化」と「⼯場 IoT 課題」
を検索した人のどちらが「今すぐユ
ーザー（今すぐ、顧客になる）」か
︖

答え︓「⼯場 IoT 課題」。



マイクロキーワードで将来ファンになる潜在層を獲得
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「IT化」って、
そもそもなんなの︖

「IT化」って、
それ美味しいの︖

つまり「IT化」を検索する人
は、その単語の「意味」を知
りたいビギナーユーザー。

「IT化」を検索する人は、



マイクロキーワードで将来ファンになる潜在層を獲得
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なんか「IT化」について、
分かり易く教えてくれてる
サイトを⾒つけたぞ︕
役に⽴つサイトだな〜︕



マイクロキーワードで将来ファンになる潜在層を獲得

疑問︓はたして「IT化」を検索した
人は、⾒込み顧客ではないのか︖

答え︓⾒込み顧客です。今は「この
サイトのおかげで、勉強になったな
︕」という、まだファン層ですが、
将来顧客になる可能性がある潜在⾒
込み客です。
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マイクロキーワードで将来ファンになる潜在層を獲得
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https://yokohama-iot.org/entry-860/ の記事例

• 組合HPは、お役⽴ち記事をたくさん投稿する「コン
テンツマーケティング」というファン層の獲得を目
的とした集客で構築。

• サイトに多くの「お役⽴ち記事」を投稿し、その記
事ページ（組合サイトは60記事前後）が、検索エン
ジンンの検索結果に表⽰され、そこからユーザーが
来訪する流れを構築できました。

• 投稿する記事は「IoTやITに興味がありそうなユーザ
ー が読んで役に⽴つ記事」をテーマに作成し投稿し
ています。



マイクロキーワードで将来ファンになる潜在層を獲得
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組合HPには、顧客になる可能性が⾼いユーザーで多くの流⼊
がある。



マイクロキーワードで将来ファンになる潜在層を獲得

41

わずか６か月で、

2,554%
アクセス激増

ITやIoTという今すぐ客＋潜在層を獲得できる
サイト構築が⼤切。
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TOP

商品紹介ページ

お役⽴ち記事を増やすと
検索ユーザーの⼊り⼝が増える

お役⽴ち記事でファン層を増やす︕

マイクロキーワードで将来ファンになる潜在層を獲得



売れるキーワードと売れないキーワードがある︖

このセクションのゴール︕

① お役⽴ち記事は、検索エンジンからの
アクセスが集められる。

② お役⽴ち記事は、ファン層＝潜在⾒込
み客を集められる。

③ お役⽴ち記事を、たくさん増やすと、
検索からの⼊り⼝が増え、来訪者の数
が増える。
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５）売上げが上がる
鉄板TOPページとは︖



売上げが上がる鉄板TOPページとは︖

サイトからの問い合わせや、売り上げを増
やすには２つの要素が必要です。

① アクセスを増やす
② アクセスをしっかり顧客にする
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←お問い合わせ 少
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売上げが上がる鉄板TOPページとは︖

• アクセスを増やしても売上が増えない。これは、流⼊したユーザー
が「なんらかの理由で帰ってしまう」ことが原因です。

• 例えるなら壊れた水道管や、荒い目のザルのように、来訪したユー
ザーが無駄に逃げてしまっている状態です。

アクセス多

せっかく集めたユーザーが途中の⽔漏れで、どんどん逃げてしまっている。



売上げが上がる鉄板TOPページとは︖

「スーパー営業マンに学べ︕」クロージ
ング率が⾼いTOPページを作ろう︕

リアル営業も、Web上の営業も、相手が
人間である事は変わりはない。

「リアル営業で世界一」の営業マン（例
は、セールスレターが題材）をベースに
、自社TOPページを作ってみよう。
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売上げが上がる鉄板TOPページとは︖

実は、この左図の構成、世界
一効果がよかった︕といわれ
るウォール・ストリート・ジ
ャーナルの拡販に使われたセ
ールスレターをベースに、
Webに最適化されるよう改良
をおこなったものです。
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ファーストビュー

①これはどこにもない
すごいサービスだ︕

②あなたの悩みは
コレですよね︖

↓
③私はその悩みを
解決できます︕

↓
④その理由や根拠は
コレになります

↓
⑤私（社⻑）も同じ
悩みを持っていたので
効果は保証します

↓
⑥購⼊してくれた
お客様も絶賛です

↓
⑦実はこの商品、
限られた⼈だけに
提供しています

↓
⑧しかも今なら

この特別オファーも
無料プレゼント

↓
⑨今しか手に⼊らない
この商品をぜひ、
手に⼊れてください

理想的なTOPページ構成とは︖



売上げが上がる鉄板TOPページとは︖

「世界一のセールスレター」を、確認す
るには、

「ウォール・ストリート・ジャーナル
セールスレター」

で検索してみてください。

49



50

売上げが上がる鉄板TOPページとは︖

ファーストビュー

①これはどこにもない
すごいサービスだ︕

②あなたの悩みは
コレですよね︖

↓
③私はその悩みを
解決できます︕

↓
④その理由や根拠は
コレになります

↓
⑤私（社⻑）も同じ
悩みを持っていたので
効果は保証します

↓
⑥購⼊してくれた
お客様も絶賛です

↓
⑦実はこの商品、
限られた⼈だけに
提供しています

↓
⑧しかも今なら

この特別オファーも
無料プレゼント

↓
⑨今しか手に⼊らない
この商品をぜひ、
手に⼊れてください

①
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売上げが上がる鉄板TOPページとは︖

ファーストビュー

①これはどこにもない
すごいサービスだ︕

②あなたの悩みは
コレですよね︖

↓
③私はその悩みを
解決できます︕

↓
④その理由や根拠は
コレになります

↓
⑤私（社⻑）も同じ
悩みを持っていたので
効果は保証します

↓
⑥購⼊してくれた
お客様も絶賛です

↓
⑦実はこの商品、
限られた⼈だけに
提供しています

↓
⑧しかも今なら

この特別オファーも
無料プレゼント

↓
⑨今しか手に⼊らない
この商品をぜひ、
手に⼊れてください

②

③
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売上げが上がる鉄板TOPページとは︖

ファーストビュー

①これはどこにもない
すごいサービスだ︕

②あなたの悩みは
コレですよね︖

↓
③私はその悩みを
解決できます︕

↓
④その理由や根拠は
コレになります

↓
⑤私（社⻑）も同じ
悩みを持っていたので
効果は保証します

↓
⑥購⼊してくれた
お客様も絶賛です

↓
⑦実はこの商品、
限られた⼈だけに
提供しています

↓
⑧しかも今なら

この特別オファーも
無料プレゼント

↓
⑨今しか手に⼊らない
この商品をぜひ、
手に⼊れてください

④
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売上げが上がる鉄板TOPページとは︖

ファーストビュー

①これはどこにもない
すごいサービスだ︕

②あなたの悩みは
コレですよね︖

↓
③私はその悩みを
解決できます︕

↓
④その理由や根拠は
コレになります

↓
⑤私（社⻑）も同じ
悩みを持っていたので
効果は保証します

↓
⑥購⼊してくれた
お客様も絶賛です

↓
⑦実はこの商品、
限られた⼈だけに
提供しています

↓
⑧しかも今なら

この特別オファーも
無料プレゼント

↓
⑨今しか手に⼊らない
この商品をぜひ、
手に⼊れてください

⑥
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ファーストビュー

①これはどこにもない
すごいサービスだ︕

②あなたの悩みは
コレですよね︖

↓
③私はその悩みを
解決できます︕

↓
④その理由や根拠は
コレになります

↓
⑤私（社⻑）も同じ
悩みを持っていたので
効果は保証します

↓
⑥購⼊してくれた
お客様も絶賛です

↓
⑦実はこの商品、
限られた⼈だけに
提供しています

↓
⑧しかも今なら

この特別オファーも
無料プレゼント

↓
⑨今しか手に⼊らない
この商品をぜひ、
手に⼊れてください

売上げが上がる鉄板TOPページとは︖

⑨



売上げが上がる鉄板TOPページとは︖

このセクションのゴール︕

中小企業のサイトで一番アクセスがある
のはTOPページ。
このTOPページにこそ、スーパー営業マ
ンを配置しない手はありません。
クロージング率が⾶躍的にアップする
TOPページのコンテンツを作ろう︕
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売上げが上がる鉄板TOPページとは︖

ご清聴ありがとうございました。

この資料は、横浜IoT協同組合のHP
でダウンロードいただけます。
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横浜IoT協同組合 で検索

https://yokohama-iot.org/


