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対策ページ　　：www.masteraxis.com/2905.html

対策キーワード：SEO 内部施策

修正仕様書

公開されているページのHTMLとSEOチューニングを行ったHTMLを比較表示
しております。以下のHTMLソースをご参考ください。

-変更があった内容です -削除された内容です -新規に追加された内容です -レイアウト調整用の空欄です

変更前 変更後

1 1
?<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

?<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

2 2
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja"
lang="ja">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja"
lang="ja">

3 3<head> <head>

4 4
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=UTF-8" />

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=UTF-8" />

5 5<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" /> <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />

6 6
<meta http-equiv="Content-Script-Type"
content="text/javascript" />

<meta http-equiv="Content-Script-Type"
content="text/javascript" />

7 7

<link rel='stylesheet' id='contact-form-7-css' 
href='http://www.masteraxis.com/help/wp-content/plugins/conta
ct-form-7/styles.css?ver=2.4.6' type='text/css' media='all'
/>

<link rel='stylesheet' id='contact-form-7-css' 
href='http://www.masteraxis.com/help/wp-content/plugins/conta
ct-form-7/styles.css?ver=2.4.6' type='text/css' media='all'
/>

8 8

<link rel='stylesheet' id='wp-pagenavi-css' 
href='http://www.masteraxis.com/help/wp-content/plugins/wp-pa
genavi/pagenavi-css.css?ver=2.70' type='text/css' media='all'
/>

<link rel='stylesheet' id='wp-pagenavi-css' 
href='http://www.masteraxis.com/help/wp-content/plugins/wp-pa
genavi/pagenavi-css.css?ver=2.70' type='text/css' media='all'
/>

9
<script type='text/javascript'
src='http://www.masteraxis.com/help/wp-includes/js/l10n.js?ve
r=20101110'></script>

10
<script type='text/javascript'
src='http://www.masteraxis.com/help/wp-includes/js/jquery/jqu
ery.js?ver=1.4.4'></script>

11

<script type='text/javascript'
src='http://www.masteraxis.com/help/wp-content/plugins/luname
trics_socialengagement/js/ga_social_tracking.js?ver=3.1.3'></
script>

12

<script type='text/javascript'
src='http://www.masteraxis.com/help/wp-content/plugins/luname
trics_socialengagement/js/head_twitter_linkedin.js?ver=3.1.3'
></script>

13
<script type='text/javascript'
src='http://www.masteraxis.com/help/wp-content/plugins/standa
rd-widget-extensions/js/jquery.cookie.js?ver=3.1.3'></script>

14 <script type='text/javascript'>
15 /* <![CDATA[ */
16 var swe_params = {

17
buttonplusurl:
"url(http://www.masteraxis.com/help/wp-content/plugins/standa
rd-widget-extensions/images/plus.gif)",

18
buttonminusurl:
"url(http://www.masteraxis.com/help/wp-content/plugins/standa
rd-widget-extensions/images/minus.gif)",

19 maincol_id: "main",
20 sidebar_id: "workshp",
21 widget_class: "widget",
22 heading_marker: "1",
23 scroll_stop: "1",
24 accordion_widget: "1",
25 disable_iflt: "1000",
26 accordion_widget_areas: "Array"
27 };
28 /* ]]> */
29 </script>



30

<script type='text/javascript'
src='http://www.masteraxis.com/help/wp-content/plugins/standa
rd-widget-extensions/js/standard-widget-extensions.js?ver=3.1
.3'></script>

31 9
<link rel="EditURI" type="application/rsd+xml" title="RSD"
href="http://www.masteraxis.com/help/xmlrpc.php?rsd" />

<link rel="EditURI" type="application/rsd+xml" title="RSD"
href="http://www.masteraxis.com/help/xmlrpc.php?rsd" />

32 10
<link rel="wlwmanifest" type="application/wlwmanifest+xml"
href="http://www.masteraxis.com/help/wp-includes/wlwmanifest.
xml" />

<link rel="wlwmanifest" type="application/wlwmanifest+xml"
href="http://www.masteraxis.com/help/wp-includes/wlwmanifest.
xml" />

33 11
<link rel='index' title='seoマスター！内部seo対策、競合サイト
比較など' href='http://www.masteraxis.com' />

<link rel='index' title='seoマスター！内部seo対策、競合サイト
比較など' href='http://www.masteraxis.com' />

34 12
<link rel='start' title='インストールできるパソコンの数は何台
までですか？' href='http://www.masteraxis.com/379.html' />

<link rel='start' title='インストールできるパソコンの数は何台
までですか？' href='http://www.masteraxis.com/379.html' />

35 13
<link rel='prev' title='seoマスターで表示される検索順位と目視
した順位が違う場合'
href='http://www.masteraxis.com/2895.html' />

<link rel='prev' title='seoマスターで表示される検索順位と目視
した順位が違う場合'
href='http://www.masteraxis.com/2895.html' />

36 14
<link rel='next' title='ロスト＆ニューキーワード'
href='http://www.masteraxis.com/help/lostnew.html' />

<link rel='next' title='ロスト＆ニューキーワード'
href='http://www.masteraxis.com/help/lostnew.html' />

37 15<meta name="generator" content="WordPress 3.1.3" /> <meta name="generator" content="WordPress 3.1.3" />

38 16
<link rel='canonical'
href='http://www.masteraxis.com/2905.html' />

<link rel='canonical'
href='http://www.masteraxis.com/2905.html' />

39 17
<link rel='shortlink'
href='http://www.masteraxis.com/?p=2905' />

<link rel='shortlink'
href='http://www.masteraxis.com/?p=2905' />

40 18
<!-- HeadSpace SEO 3.6.37 by John Godley - urbangiraffe.com
-->

<!-- HeadSpace SEO 3.6.37 by John Godley - urbangiraffe.com
-->

41 19
<meta name="description" content="Googleパンダアップデートの
特長と対応するためのseo内部対策方法について解説。また、ペナル
ティーを受けているかどうかのチェックポイントも。" />

<meta name="description" content=seo内部対策と"Googleパンダア
ップデートの特長について解説。また、ペナルティーを受けている
かどうかのチェックポイントも。" />

42 20
<meta name="keywords" content="seo,ツール,ソフト,対策,内部
,html,seoマスター,Google,Yahoo!" />

<meta name="keywords" content="seo内部対策,seo,ツール,ソフト,
対策,内部,html,seoマスター,Google,Yahoo!" />

43 21<!-- HeadSpace --> <!-- HeadSpace -->
44 <style type="text/css">
45 #workshp .widget h3
46 {
47 zoom: 1; /* for IE7 to display background-image */
48 padding-left: 20px;
49 margin-left: -20px;
50 }
51 22
52 #workshp
53 {
54 overflow: visible;
55 }
56 </style>

57 23
<meta id="syntaxhighlighteranchor"
name="syntaxhighlighter-version" content="3.1.3" />

<meta id="syntaxhighlighteranchor"
name="syntaxhighlighter-version" content="3.1.3" />

58 24
<title>seo内部対策で最新のパンダアップデートに対応する方法
</title>

<title>seo内部施策で最新のパンダアップデートに対応する方法
</title>

59 25
<!--link rel="stylesheet"
href="http://www.masteraxis.com/help/wp-content/themes/axis2/
style.css" type="text/css" media="all" /-->

<!--link rel="stylesheet"
href="http://www.masteraxis.com/help/wp-content/themes/axis2/
style.css" type="text/css" media="all" /-->

60 26
<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
href="http://www.masteraxis.com/feed" title="RSS 2.0" />

<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
href="http://www.masteraxis.com/feed" title="RSS 2.0" />

61 27
<link rel="alternate" type="application/atom+xml"
href="http://www.masteraxis.com/feed/atom" title="Atom cite
contents" />

<link rel="alternate" type="application/atom+xml"
href="http://www.masteraxis.com/feed/atom" title="Atom cite
contents" />

62 28

63 29
<link rel="stylesheet" href="/css/style.css" type="text/css"
media="all" />

<link rel="stylesheet" href="/css/style.css" type="text/css"
media="all" />

64 30
<link rel="stylesheet" href="/css/sub_style.css"
type="text/css" media="all" />

<link rel="stylesheet" href="/css/sub_style.css"
type="text/css" media="all" />

65
<script
src="/help/wp-content/themes/axis2/js/jquery.dropdownPlain.js
" type="text/javascript"></script>

66 <script type="text/javascript">
67 31
68 var _gaq = _gaq ¦¦ [];
69 _gaq.push(['_setAccount', 'UA-1902570-3']);
70 _gaq.push(['_trackPageview']);
71 32
72 (function() {

73
var ga = document.createElement('script'); ga.type =
'text/javascript'; ga.async = true;

74
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ?
'https://ssl' : 'http://www') +
'.google-analytics.com/ga.js';



75
var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
s.parentNode.insertBefore(ga, s);

76 })();
77 33
78 </script>
79 34
80 35
81 <script type="text/javascript">

82
if (document.referrer.match(/google¥.(com¦co¥.jp)/gi) &&
document.referrer.match(/cd/gi)) {

83 var myString = document.referrer;
84 var r        = myString.match(/cd=(.*?)&/);
85 var rank     = parseInt(r[1]);
86 var kw       = myString.match(/q=(.*?)&/);
87 36
88 if (kw[1].length > 0) {
89 var keyWord  = decodeURI(kw[1]);
90 } else {
91 keyWord = "(not provided)";
92 }
93 37
94 var p        = document.location.pathname;

95
_gaq.push(['_trackEvent', 'RankTracker', keyWord, p, rank,
true]);

96 }
97 </script>
98 38
99 39</head> </head>
100 40<body> <body>
101 41<div id="fb-root"></div> <div id="fb-root"></div>
102 42<script>(function(d, s, id) { <script>(function(d, s, id) {
103 43var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
104 44if (d.getElementById(id)) return; if (d.getElementById(id)) return;
105 45js = d.createElement(s); js.id = id; js = d.createElement(s); js.id = id;
106 46js.src = "//connect.facebook.net/ja_JP/all.js#xfbml=1"; js.src = "//connect.facebook.net/ja_JP/all.js#xfbml=1";
107 47fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

108 48
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script><div
id="wrapper">

}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script><div
id="wrapper">

109 49
110 50<!-- ▽▽ START header ▽▽ --> <!-- ▽▽ START header ▽▽ -->
111 51<div id="headerWrap"> <div id="headerWrap">
112 52<div id="mstHedWrap"> <div id="mstHedWrap">

113 53
<div id="mstLft"><a href="/"><img
src="/images/tmp/mst_hd_icn.png" width="53" height="85"
alt="" /></a></div>

<div id="mstLft"><a href="/"><img
src="/images/tmp/mst_hd_icn.png" width="53" height="85"
alt="" /></a></div>

114 54<div id="mstCnt"> <div id="mstCnt">

115 55
<a href="/"><img src="/images/tmp/mst_hd_ttl.png" width="282"
height="47" alt="" /></a><br />

<a href="/"><img src="/images/tmp/mst_hd_ttl.png" width="282"
height="47" alt="" /></a><br />

116 56
<div class="dH1">シリーズ累計1万ユーザー突破！ 「答え」が出て
くるSEOソフト</div>

<div class="dH1">シリーズ累計1万ユーザー突破！ 「答え」が出て
くるSEOソフト</div>

117 57</div> </div>
118 58<div id="mstRht"> <div id="mstRht">
119 59<ul> <ul>
120 60<li><a href="/category/news/">お知らせ</a></li> <li><a href="/category/news/">お知らせ</a></li>
121 61<li><a href="/inquiry.html">お問い合わせ</a></li> <li><a href="/inquiry.html">お問い合わせ</a></li>

122 62
<!--li class="lst"><a href="/doc_request.html">資料請求
</a></li-->

<!--li class="lst"><a href="/doc_request.html">資料請求
</a></li-->

123 63</ul> </ul>

124 64
<form role="search" method="get" id="searchform" action="/"
class="header-form">

<form role="search" method="get" id="searchform" action="/"
class="header-form">

125 65
<input type="hidden" value="-33,-34,-32,-36,-40,-41"
name="cat" />

<input type="hidden" value="-33,-34,-32,-36,-40,-41"
name="cat" />

126 66<div> <div>

127 67
<!-- label class="screen-reader-text" for="s">Search
for:</label -->

<!-- label class="screen-reader-text" for="s">Search
for:</label -->

128 68
<input type="text" value="検索..." name="s" id="s"
class="header-keyword" />

<input type="text" value="検索..." name="s" id="s"
class="header-keyword" />

129 69
<input type="image" id="searchsubmit" value="Search"
src="/images/tmp/search_button.gif" class="header-button" />

<input type="image" id="searchsubmit" value="Search"
src="/images/tmp/search_button.gif" class="header-button" />

130 70</div> </div>
131 71</form> </form>

132 72
<img src="/images/tmp/mst_hd_tel.png" width="377" height="40"
alt="" /><br />

<img src="/images/tmp/mst_hd_tel.png" width="377" height="40"
alt="" /><br />

133 73</div> </div>
134 74</div> </div>
135 75</div> </div>



136 76<!-- ▲▲ END header ▲▲ --> <!-- ▲▲ END header ▲▲ -->
137 77
138 78<!-- ▽▽ START mainmenu ▽▽ --> <!-- ▽▽ START mainmenu ▽▽ -->
139 79<div id="mainmenu"> <div id="mainmenu">
140 80<ul class="dropdown"> <ul class="dropdown">
141 81<li> <li>

142 82
<a href="/features.html"><img src="/images/tmp/nav_01.png"
alt="機能と特徴" /></a>

<a href="/features.html"><img src="/images/tmp/nav_01.png"
alt="機能と特徴" /></a>

143 83<ul> <ul>
144 84<li><a href="/tuning.html">チューニング</a></li> <li><a href="/tuning.html">チューニング</a></li>
145 85<li><a href="/dashboard.html">ダッシュボード</a></li> <li><a href="/dashboard.html">ダッシュボード</a></li>
146 86<li><a href="/comparison.html">競合サイト比較</a></li> <li><a href="/comparison.html">競合サイト比較</a></li>
147 87<li><a href="/keyword_analysis.html">キーワード分析</a></li> <li><a href="/keyword_analysis.html">キーワード分析</a></li>
148 88<li><a href="/ranking.html">順位取得</a></li> <li><a href="/ranking.html">順位取得</a></li>
149 89</ul> </ul>
150 90</li> </li>
151 91<li> <li>
152 92<img src="/images/tmp/nav_use.png" alt="使い方ガイド" /> <img src="/images/tmp/nav_use.png" alt="使い方ガイド" />
153 93<ul style="width:380px !important;"> <ul style="width:380px !important;">

154 94

<li><a
href="/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A7
%E3%83%B3%E3%81%AB%E7%B5%90%E3%81%B3%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%
A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%8
3%89%E3%81%A7seo">コンバージョンに結びついているキーワードで
SEOする</a></li>

<li><a
href="/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A7
%E3%83%B3%E3%81%AB%E7%B5%90%E3%81%B3%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%
A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%8
3%89%E3%81%A7seo">コンバージョンに結びついているキーワードで
SEOする</a></li>

155 95

<li><a
href="/%E9%9B%86%E5%AE%A2%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%A6%E3%81%84
%E3%81%AA%E3%81%84%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%
89%E3%81%A7seo%E3%81%99%E3%82%8B">集客できていないキーワード
でSEOする</a></li>

<li><a
href="/%E9%9B%86%E5%AE%A2%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%A6%E3%81%84
%E3%81%AA%E3%81%84%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%
89%E3%81%A7seo%E3%81%99%E3%82%8B">集客できていないキーワード
でSEOする</a></li>

156 96

<li><a
href="/%E5%AE%8C%E7%92%A7%E3%81%AA%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC
%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%86%E3%81%
9F%E3%82%81%E3%81%AE3%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%83%E3%83%97">完
璧なチューニングを行うための3ステップ</a></li>

<li><a
href="/%E5%AE%8C%E7%92%A7%E3%81%AA%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC
%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%86%E3%81%
9F%E3%82%81%E3%81%AE3%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%83%E3%83%97">完
璧なチューニングを行うための3ステップ</a></li>

157 97
<!--li><a href="/keyword_analysis.html">外部の会社や社内の別
部署と連携してSEOする</a></li-->

<!--li><a href="/keyword_analysis.html">外部の会社や社内の別
部署と連携してSEOする</a></li-->

158 98</ul> </ul>
159 99</li> </li>

160 100
<li><a href="/priceplan.html"><img
src="/images/tmp/nav_price.png" alt="料金" /></a></li>

<li><a href="/priceplan.html"><img
src="/images/tmp/nav_price.png" alt="料金" /></a></li>

161 101
<!--li><a href="/prize.html"><img
src="/images/tmp/nav_03.png" alt="受賞歴" /></a></li-->

<!--li><a href="/prize.html"><img
src="/images/tmp/nav_03.png" alt="受賞歴" /></a></li-->

162 102

<li><a
href="/seo%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83
%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97"><i
mg src="/images/tmp/nav_support.png" alt="サポート"
/></a></li>

<li><a
href="/seo%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83
%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97"><i
mg src="/images/tmp/nav_support.png" alt="サポート"
/></a></li>

163 103
<li><a href="/seminar.html"><img src="/images/tmp/nav_06.png"
alt="セミナー" /></a></li>

<li><a href="/seminar.html"><img src="/images/tmp/nav_06.png"
alt="セミナー" /></a></li>

164 104
<li><a href="/help/index.html"><img
src="/images/tmp/nav_faq.png" alt="FAQ" /></a></li>

<li><a href="/help/index.html"><img
src="/images/tmp/nav_faq.png" alt="FAQ" /></a></li>

165 105
<li><a href="/inquiry.html"><img
src="/images/tmp/nav_inquly.png" alt="お問い合わせ"
/></a></li>

<li><a href="/inquiry.html"><img
src="/images/tmp/nav_inquly.png" alt="お問い合わせ"
/></a></li>

166 106
<li><a href="/apply.html"><img
src="/images/tmp/nav_apply.png" alt="お申し込み" /></a></li>

<li><a href="/apply.html"><img
src="/images/tmp/nav_apply.png" alt="お申し込み" /></a></li>

167 107</ul> </ul>
168 108</div> </div>
169 109<!-- ▲▲ END mainmenu ▲▲ --> <!-- ▲▲ END mainmenu ▲▲ -->
170 110<!-- ▽▽ START main ▽▽ --> <!-- ▽▽ START main ▽▽ -->
171 111<div id="main"  class="tips"> <div id="main"  class="tips">

172 112

<div class="bread-list"><a
href="http://www.masteraxis.com/">seoマスター</a> &gt; <a
href="http://www.masteraxis.com/category/news" title="ニュー
ス&amp;TIPs の投稿をすべて表示" rel="category tag">ニュース
&amp;TIPs</a> &gt; <h1>パンダアップデートに対する効果的なseo
内部対策について</h1>

<div class="bread-list"><a
href="http://www.masteraxis.com/">seoマスター</a> &gt; <a
href="http://www.masteraxis.com/category/news" title="ニュー
ス&amp;TIPs の投稿をすべて表示" rel="category tag">ニュース
&amp;TIPs</a> &gt; <h1>seo内部施策が大切なパンダアップデート
</h1>

173 113</div> </div>
174 114
175 115<!-- ▽▽ START main/alpha ▽▽ --> <!-- ▽▽ START main/alpha ▽▽ -->
176 116<div class="alpha" id="help"> <div class="alpha" id="help">
177 117<!-- ▽▽ START main/alpha/searchform ▽▽ --> <!-- ▽▽ START main/alpha/searchform ▽▽ -->

178 118
<form role="search" method="get" id="searchform"
action="http://www.masteraxis.com/">

<form role="search" method="get" id="searchform"
action="http://www.masteraxis.com/">

179 119<input type="hidden" value="33,34,32,36,40,41" name="cat" /> <input type="hidden" value="33,34,32,36,40,41" name="cat" />



180 120
<div><label class="screen-reader-text" for="s">Search
for:</label>

<div><label class="screen-reader-text" for="s">Search
for:</label>

181 121<input type="text" value="" name="s" id="s" /> <input type="text" value="" name="s" id="s" />
182 122<input type="submit" id="searchsubmit" value="検索" /> <input type="submit" id="searchsubmit" value="検索" />
183 123</div> </div>
184 124</form> </form>

185 125
<!-- ▲▲ END main/alpha/searchform ▲▲  --><div
class="boxType01">

<!-- ▲▲ END main/alpha/searchform ▲▲  --><div
class="boxType01">

186 126<div class="title"> <div class="title">

187 127
<h2>パンダアップデートに対する効果的なseo内部対策について
</h2>

<h2>内部SEOでパンダアップデートに対策する</h2>

188 128</div> </div>
189 129<div class="body"> <div class="body">
190 130
191 131<div id="sbm"> <div id="sbm">
192 132<div id="sbm_in"> <div id="sbm_in">
193 133<div class="sbm_h"> <div class="sbm_h">

194 134

<a href="http://b.hatena.ne.jp/entry/"
class="hatena-bookmark-button" data-hatena-bookmark-title="パ
ンダアップデートに対する効果的なseo内部対策について"
data-hatena-bookmark-layout="simple-balloon" title="このエン
トリーをはてなブックマークに追加"><img
src="http://b.st-hatena.com/images/entry-button/button-only.g
if" alt="このエントリーをはてなブックマークに追加" width="20"
height="20" style="border: none;" /></a><script
type="text/javascript"
src="http://b.st-hatena.com/js/bookmark_button.js"
charset="utf-8" async="async"></script>

<a href="http://b.hatena.ne.jp/entry/"
class="hatena-bookmark-button" data-hatena-bookmark-title="パ
ンダアップデートに対する効果的なseo内部対策について"
data-hatena-bookmark-layout="simple-balloon" title="このエン
トリーをはてなブックマークに追加"><img
src="http://b.st-hatena.com/images/entry-button/button-only.g
if" alt="このエントリーをはてなブックマークに追加" width="20"
height="20" style="border: none;" /></a><script
type="text/javascript"
src="http://b.st-hatena.com/js/bookmark_button.js"
charset="utf-8" async="async"></script>

195 135</div> </div>
196 136<div class="sbm_f"> <div class="sbm_f">

197 137
<div class="fb-like" data-send="false"
data-layout="button_count" data-width="450"
data-show-faces="false"></div>

<div class="fb-like" data-send="false"
data-layout="button_count" data-width="450"
data-show-faces="false"></div>

198 138</div> </div>
199 139<div class="sbm_g"> <div class="sbm_g">

200 140
<!-- +1 ボタン を表示したい位置に次のタグを貼り付けてください
。 -->

<!-- +1 ボタン を表示したい位置に次のタグを貼り付けてください
。 -->

201 141<div class="g-plusone" data-size="medium"></div> </div>

202 142
<!-- 最後の +1 ボタン タグの後に次のタグを貼り付けてください
。 -->

<!-- 最後の +1 ボタン タグの後に次のタグを貼り付けてください
。 -->

203 143<script type="text/javascript"> <script type="text/javascript">
204 144window.___gcfg = {lang: 'ja'}; window.___gcfg = {lang: 'ja'};
205 145
206 146(function() { (function() {

207 147
var po = document.createElement('script'); po.type =
'text/javascript'; po.async = true;

var po = document.createElement('script'); po.type =
'text/javascript'; po.async = true;

208 148po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';

209 149
var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
s.parentNode.insertBefore(po, s);

var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
s.parentNode.insertBefore(po, s);

210 150})(); })();
211 151</script> </script>
212 152</div> </div>
213 153<div class="sbm_t"> <div class="sbm_t">

214 154
<a href="https://twitter.com/share"
class="twitter-share-button" data-lang="ja">ツイート</a>

<a href="https://twitter.com/share"
class="twitter-share-button" data-lang="ja">ツイート</a>

215 155

<script>!function(d,s,id){var
js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id))
{js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.co
m/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document
,"script","twitter-wjs");</script>

<script>!function(d,s,id){var
js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id))
{js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.co
m/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document
,"script","twitter-wjs");</script>

216 156</div> </div>
217 157</div> </div>
218 158</div> </div>
219 159
220 160<div style="font-size:92%;line-height:165%;"> <div style="font-size:92%;line-height:165%;">

221 161

<img class="aligncenter size-full wp-image-2914"
title="pandaUpdate"
src="http://www.masteraxis.com/help/wp-content/uploads/2012/0
8/pandaUpdate.gif" alt="" width="710" height="165" /></p>

<img class="aligncenter size-full wp-image-2914"
title="pandaUpdate"
src="http://www.masteraxis.com/help/wp-content/uploads/2012/0
8/pandaUpdate.gif" alt="" width="710" height="165" /></p>



222 162

<p>7月18日にGoogleのウェブマスター向けオフィシャルブログでも
発表されたとおり、Googleは今回より良質なコンテンツ内容を持つ
サイトを高く評価するアルゴリズムへ更新(通称：<a
href="https://www.google.co.jp/webhp?q=%E3%83%91%E3%83%B3%E3%
83%80%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%88"
target="_blank">パンダアップデート</a>)したことを発表いたしま
した。更新から2週間近く経過した現在でも、日々(キーワードによ
っては数時間単位で)検索結果の変動が起こっており、ECサイトの運
営をしていて、検索エンジンからのユーザー流入が重要な役割を占
めているサイトなどの場合、大きな順位変動で対応に追われている
方も多いと思います。</p>

<p>7月18日にGoogleのウェブマスター向けオフィシャルブログでも
発表されたとおり、Googleは今回より良質なコンテンツ内容を持つ
サイトを高く評価するアルゴリズムへ更新(通称：<a
href="https://www.google.co.jp/webhp?q=%E3%83%91%E3%83%B3%E3%
83%80%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%88"
target="_blank">パンダアップデート</a>)したことを発表いたしま
した。更新から2週間近く経過した現在でも、日々(キーワードによ
っては数時間単位で)検索結果の変動が起こっており、ECサイトの運
営をしていて、検索エンジンからのユーザー流入が重要な役割を占
めているサイトなどの場合、大きな順位変動で対応に追われている
方も多いと思います。</p>

223 163
<p>「Google検索が、高品質なサイトをよりよく評価するようになり
ました」<br />

<p>「Google検索が、高品質なサイトをよりよく評価するようになり
ました」<br />

224 164

<a
href="http://googlewebmastercentral-ja.blogspot.jp/2012/07/go
ogle.html"
target="_blank">http://googlewebmastercentral-ja.blogspot.jp/
2012/07/google.html</a></p>

<a
href="http://googlewebmastercentral-ja.blogspot.jp/2012/07/go
ogle.html"
target="_blank">http://googlewebmastercentral-ja.blogspot.jp/
2012/07/google.html</a></p>

225 165

<p>検索エンジンからのユーザー流入は、順位の変動が起こらない限
りある一定量のユーザー流入を獲得することができ、ソーシャルメ
ディアや広告などに比べて長期的な資産として活用することができ
ます。</p>

<p>検索エンジンからのユーザー流入は、順位の変動が起こらない限
りある一定量のユーザー流入を獲得することができ、ソーシャルメ
ディアや広告などに比べて長期的な資産として活用することができ
ます。</p>

226 166<h3 style="margin-bottom:15px;">パンダアップデートとは？</h3> <h3 style="margin-bottom:15px;">パンダアップデートとは？</h3>

227 167

<p>パンダアップデートとは、ひと言でまとめると「<strong>価値の
高いページを評価するアルゴリズム更新</strong>」になります。今
回のアルゴリズム更新では、更新対象となる日本語・韓国語のサイ
トにおいて約4%の検索結果に影響があるとアナウンスされています
。下記に傾向と対策を記載していきますが、基本的にパンダアップ
デートはページの内容を重視するためのアルゴリズム改変になりま
すので、seoマスターをご利用の方で、順位の変動がみられた方は、
コンテンツ内容が同じキーワードで検索される他の競合サイトと比
べて独自性やユーザーにとって価値がある内容を提供できているか(
アクセス解析で滞在時間やPV数などは充分にあるか)、ページ内の文
章が他のサイトと同じ文章を利用していないか(コピーコンテンツで
ないか)など、これまでよりさらにユーザーにとって価値のある内容
を提供することに重きを置いていただければと考えております。
</p>

<p>パンダアップデートとは、ひと言でまとめると「価値の高いペー
ジを評価するアルゴリズム更新価値の高いページを評価するアルゴ
リズム更新</strong>」になります。今回のアルゴリズム更新では、
更新対象となる日本語・韓国語のサイトにおいて約4%の検索結果に
影響があるとアナウンスされています。下記に傾向と対策を記載し
ていきますが、基本的にパンダアップデートはページの内容を重視
するためのアルゴリズム改変になりますので、seoマスターをご利用
の方で、順位の変動がみられた方は、コンテンツ内容が同じキーワ
ードで検索される他の競合サイトと比べて独自性やユーザーにとっ
て価値がある内容を提供できているか(アクセス解析で滞在時間やPV
数などは充分にあるか)、ページ内の文章が他のサイトと同じ文章を
利用していないか(コピーコンテンツでないか)など、これまでより
さらにユーザーにとって価値のある内容を提供することに重きを置
いていただければと考えております。</p>

228 168

<p>さて、今回ユーザーに価値のある内容をGoogleがさらに強化した
こともあり、ページを作成する上でページの価値を高めるというこ
とは、実際にはどのような対策を行っていけばよいでしょうか？簡
単ではありますがまとめてみます。</p>

<p>さて、今回ユーザーに価値のある内容をGoogleがさらに強化した
こともあり、ページを作成する上でページの価値を高めるというこ
とは、実際にはどのような対策を行っていけばよいでしょうか？簡
単ではありますがまとめてみます。</p>

229 169<h3 style="margin-bottom:15px;">パンダアップデートの特長</h3> <h3 style="margin-bottom:15px;">パンダアップデートの特長</h3>
230 170<p>まずパンダアップデートの特長を挙げてみますと、</p> <p>まずパンダアップデートの特長を挙げてみますと、</p>
231 171<ul> <ul>
232 172<li>パンダアップデートは「価値」の高いページを評価する</li> <li>パンダアップデートは「価値」の高いページを評価する</li>
233 173<li>独自性の高い内容が掲載されているページを評価する</li> <li>独自性の高い内容が掲載されているページを評価する</li>

234 174
<li>内容に沿った適切なリンクを紹介しているページを評価する
</li>

<li>内容に沿った適切なリンクを紹介しているページを評価する
</li>

235 175</ul> </ul>

236 176
<p>まだまだありますが、主に重要となる特徴は上記の3つになるか
と思われます。</p>

<p>まだまだありますが、主に重要となる特徴は上記の3つになるか
と思われます。</p>

237 177
<h3 style="margin-bottom:15px;">「価値の高いページ」とは？
</h3>

<h3 style="margin-bottom:15px;">「価値の高いページ」とは？
</h3>

238 178

<p>ここで言う価値とは何でしょうか？従来ではGoogleはページラン
クシステムを用いることでページの価値判断を行っていました。ペ
ージランクとは、学術論文の評価基準のひとつである、<strong>論
文引用数が多い論文は価値の高い論文</strong>という仕組みです。
これを検索結果に導入していましたが、恣意的にページランクの高
いサイトからリンクを張ったり、大量にサイトを作成して目的のペ
ージにリンクを張るなどの悪質な行為が増大するなどの理由から、
Googleとこれらの行為をする人たちのいたちごっこが続いていると
いうのが現状です。</p>

<p>ここで言う価値とは何でしょうか？従来ではGoogleはページラン
クシステムを用いることでページの価値判断を行っていました。ペ
ージランクとは、学術論文の評価基準のひとつである、<strong>論
文引用数が多い論文は価値の高い論文</strong>という仕組みです。
これを検索結果に導入していましたが、恣意的にページランクの高
いサイトからリンクを張ったり、大量にサイトを作成して目的のペ
ージにリンクを張るなどの悪質な行為が増大するなどの理由から、
Googleとこれらの行為をする人たちのいたちごっこが続いていると
いうのが現状です。</p>

239 179

<p>特に<strong>恣意的な外部リンクに対するペナルティは2月以降
強化されており</strong>、過去に相互リンクサイトや外部リンクサ
ービスなどを利用している場合は、良いページを作っていたとして
も、ペナルティの対象となってしまう可能性が非常に高いので注意
が必要です。外部リンクのペナルティについては、<a
href="https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=ja"
target="_blank">ウェブマスターツール</a>を導入することで、ペ
ナルティを受けているかどうか確認することができますので、少し
でも懸念がある方は今すぐ導入をお勧めします。</p>

<p>特に<strong>恣意的な外部リンクに対するペナルティは2月以降
強化されており</strong>、過去に相互リンクサイトや外部リンクサ
ービスなどを利用している場合は、良いページを作っていたとして
も、ペナルティの対象となってしまう可能性が非常に高いので注意
が必要です。外部リンクのペナルティについては、<a
href="https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=ja"
target="_blank">ウェブマスターツール</a>を導入することで、ペ
ナルティを受けているかどうか確認することができますので、少し
でも懸念がある方は今すぐ導入をお勧めします。</p>

240

<p>そのような中で、価値の高いページを判断する基準もこれまでの
ページランクシステムのような単純な仕組みから、Googleが宣言し
ている検索結果のセマンティック化(ページの意味理解)が進み、多
様化されてきています。</p>



241 180
<p>例えばユーザーが入力するキーワードについて、セマンティック
化を考えると、</p>

<p>例えばユーザーが入力するキーワードについて、セマンティック
化を考えると、</p>

242 181
<p><strong>検索キーワードからユーザーが求めること
</strong></p>

<p><strong>検索キーワードからユーザーが求めること
</strong></p>

243 182<ul> <ul>

244 183
<li>知識を得たいキーワードなのか？(歴史上の人物について調べる
、調理方法を調べるなど)</li>

<li>知識を得たいキーワードなのか？(歴史上の人物について調べる
、調理方法を調べるなど)</li>

245 184
<li>商品を購入したいキーワードなのか？(製品を安く購入する、お
取り寄せをするなど)</li>

<li>商品を購入したいキーワードなのか？(製品を安く購入する、お
取り寄せをするなど)</li>

246 185
<li>情報を知りたいキーワードなのか？(ニュース、お店の開店状況
などを知るなど)</li>

<li>情報を知りたいキーワードなのか？(ニュース、お店の開店状況
などを知るなど)</li>

247 186</ul> </ul>

248 187

<p>などの入力されたキーワードから上記のユーザーのニーズを検索
エンジンが分析し、それに適した情報を提示するようになっていま
す。また検索時に入力されるキーワード数も年々増加の傾向をたど
り、よりユーザーが求めている情報を提示しやすくなっています。
ですので、実際にECサイトなどで成果を出しているデータなどでは1
キーワードのビッグキーワードよりも複合キーワードでのコンバー
ジョンが高くなっているかと思われます。</p>

<p>などの入力されたキーワードから上記のユーザーのニーズを検索
エンジンが分析し、それに適した情報を提示するようになっていま
す。また検索時に入力されるキーワード数も年々増加の傾向をたど
り、よりユーザーが求めている情報を提示しやすくなっています。
ですので、実際にECサイトなどで成果を出しているデータなどでは1
キーワードのビッグキーワードよりも複合キーワードでのコンバー
ジョンが高くなっているかと思われます。</p>

249 188<ul> <ul>

250 189
<li>例)旅行会社：「バリ」のビッグワードで対策するよりも、「バ
リ　格安ツアー」や「バリ　貸し別荘」、「バリ　サーフィン」な
どのニーズの高い複合キーワードで対策</li>

<li>例)旅行会社：「バリ」のビッグワードで対策するよりも、「バ
リ　格安ツアー」や「バリ　貸し別荘」、「バリ　サーフィン」な
どのニーズの高い複合キーワードで対策</li>

251 190</ul> </ul>

252 191

<p>ですので、ひと言で「価値の高い」といっても、ユーザーニーズ
により作成するコンテンツの内容が変わってくるので、確実に長期
的にサイトの集客およびそこでのコンバージョンを目指すのであれ
ば、Google Analyticsなどのアクセス解析を導入してページに対し
て自分が伝えたいことと、ユーザーの検索キーワードがマッチして
いるかを確認しましょう。マッチしている場合(コンバージョン数や
滞在率が高く、直帰率が低いなど)は、それをベースにページを定期
的に更新して、新鮮な情報を掲載していきましょう。逆にマッチし
ていない場合(コンバージョン、直帰率が低いなど)は、コンテンツ
内容を見直した上で、対策を行うようにしましょう。</p>

<p>ですので、ひと言で「価値の高い」といっても、ユーザーニーズ
により作成するコンテンツの内容が変わってくるので、確実に長期
的にサイトの集客およびそこでのコンバージョンを目指すのであれ
ば、Google Analyticsなどのアクセス解析を導入してページに対し
て自分が伝えたいことと、ユーザーの検索キーワードがマッチして
いるかを確認しましょう。マッチしている場合(コンバージョン数や
滞在率が高く、直帰率が低いなど)は、それをベースにページを定期
的に更新して、新鮮な情報を掲載していきましょう。逆にマッチし
ていない場合(コンバージョン、直帰率が低いなど)は、コンテンツ
内容を見直した上で、対策を行うようにしましょう。</p>

253 192
<h3 style="margin-bottom:15px;">パンダアップデートに対する対
策</h3>

<h3 style="margin-bottom:15px;">パンダアップデートに対する対
策</h3>

254 193

<p>検索エンジンの基本的な目的は「<strong>ユーザーが入力したキ
ーワードで求めている結果を適切に表示する</strong>」です。です
ので、これを基本にしてコンテンツの作成を考えていくうえで、簡
単にチェックできる項目としては下記になると思います。</p>

<p>検索エンジンの基本的な目的は「<strong>ユーザーが入力したキ
ーワードで求めている結果を適切に表示する</strong>」です。です
ので、これを基本にしてコンテンツの作成を考えていくうえで、簡
単にチェックできる項目としては下記になると思います。</p>

255 194
<p><strong>評価されるページを目指す為のチェック項目
</strong></p>

<p><strong>評価されるページを目指す為のチェック項目
</strong></p>

256 195<ul> <ul>

257 196
<li>検索キーワードに沿った内容を、適切な文字量でしっかりと説
明する</li>

<li>検索キーワードに沿った内容を、適切な文字量でしっかりと説
明する</li>

258 197
<li>広告の数が多い場合(アフィリエイト目的など)、できる限り関
係ない広告は抑える</li>

<li>広告の数が多い場合(アフィリエイト目的など)、できる限り関
係ない広告は抑える</li>

259 198<li>内容に沿った適切なリンクを紹介する</li> <li>内容に沿った適切なリンクを紹介する</li>
260 199</ul> </ul>

261 200

<p>基本としては上記の3つが満たされているかどうかをチェックす
ることが望ましいです。また、これまで色々な集客対策やSEO対策を
行ってきた方で、今回順位が大きく下がったという方は、下記の点
を再度確認してみてください。</p>

<p>基本としては上記の3つが満たされているかどうかをチェックす
ることが望ましいです。また、これまで色々な集客対策やSEO対策を
行ってきた方で、今回順位が大きく下がったという方は、下記の点
を再度確認してみてください。</p>

262 201
<p><strong>ペナルティを受けているかどうかのチェック項目
</strong></p>

<p><strong>ペナルティを受けているかどうかのチェック項目
</strong></p>

263 202<ul> <ul>
264 203<li>相互リンク登録サイトに登録したことがある</li> <li>相互リンク登録サイトに登録したことがある</li>
265 204<li>外部リンクサービスを受けたことがある</li> <li>外部リンクサービスを受けたことがある</li>
266 205<li>似た内容のサイトを違うドメインでたくさん持っている</li> <li>似た内容のサイトを違うドメインでたくさん持っている</li>
267 206</ul> </ul>

268 207

<p>評価される項目を満たしていても、上記の3つが懸念される場合
、評価がされずペナルティを受けてしまう可能性が非常に高いので
、すぐ対策をしていただく必要があります。また、外部リンクなど
は上記でも記述していますが、<a
href="https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=ja"
target="_blank">ウェブマスターツール</a>で確認することができ
るので、懸念要素をできるだけ早期に除く必要があります。</p>

<p>評価される項目を満たしていても、上記の3つが懸念される場合
、評価がされずペナルティを受けてしまう可能性が非常に高いので
、すぐ対策をしていただく必要があります。また、外部リンクなど
は上記でも記述していますが、<a
href="https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=ja"
target="_blank">ウェブマスターツール</a>で確認することができ
るので、懸念要素をできるだけ早期に除く必要があります。</p>

269 208<h3 style="margin-bottom:15px;">まとめ</h3> <h3 style="margin-bottom:15px;">まとめ</h3>

270 209

<p>パンダアップデートなどのアルゴリズム更新により、ますます検
索エンジンが人に近づき、より良い検索結果になることで、ページ
を作る側も技術的なテクニックなどに縛られず、コンテンツの作成
に取り組むことができるようになってくると思います。ページに対
してどのような目的を持ってみてもらいたいかを考えた上で、SEO、
SEM、LPOなどの対策を行っていく必要があります。</p>

<p>パンダアップデートなどのアルゴリズム更新により、ますます検
索エンジンが人に近づき、より良い検索結果になることで、ページ
を作る側も技術的なテクニックなどに縛られず、コンテンツの作成
に取り組むことができるようになってくると思います。ページに対
してどのような目的を持ってみてもらいたいかを考えた上で、SEO、
SEM、LPOなどの対策を行っていく必要があります。</p>

271 210</div> </div>
272 211



273 212

<div  style="color:#55CC00; font-weight:bold;
margin-top:85px;">この記事はお役に立ちましたか？この記事が誰
かの役に立ちそうだと感じて頂けたら、下のボタンから共有をお願
いします。</div>

<div  style="color:#55CC00; font-weight:bold;
margin-top:85px;">この記事はお役に立ちましたか？この記事が誰
かの役に立ちそうだと感じて頂けたら、下のボタンから共有をお願
いします。</div>

274 213<div id="sbm"> <div id="sbm">
275 214<div id="sbm_in"> <div id="sbm_in">
276 215<div class="sbm_h"> <div class="sbm_h">

277 216

<a href="http://b.hatena.ne.jp/entry/"
class="hatena-bookmark-button" data-hatena-bookmark-title="パ
ンダアップデートに対する効果的なseo内部対策について"
data-hatena-bookmark-layout="simple-balloon" title="このエン
トリーをはてなブックマークに追加"><img
src="http://b.st-hatena.com/images/entry-button/button-only.g
if" alt="このエントリーをはてなブックマークに追加" width="20"
height="20" style="border: none;" /></a><script
type="text/javascript"
src="http://b.st-hatena.com/js/bookmark_button.js"
charset="utf-8" async="async"></script>

<a href="http://b.hatena.ne.jp/entry/"
class="hatena-bookmark-button" data-hatena-bookmark-title="パ
ンダアップデートに対する効果的なseo内部対策について"
data-hatena-bookmark-layout="simple-balloon" title="このエン
トリーをはてなブックマークに追加"><img
src="http://b.st-hatena.com/images/entry-button/button-only.g
if" alt="このエントリーをはてなブックマークに追加" width="20"
height="20" style="border: none;" /></a><script
type="text/javascript"
src="http://b.st-hatena.com/js/bookmark_button.js"
charset="utf-8" async="async"></script>

278 217</div> </div>
279 218<div class="sbm_f"> <div class="sbm_f">

280 219
<div class="fb-like" data-send="false"
data-layout="button_count" data-width="450"
data-show-faces="false"></div>

<div class="fb-like" data-send="false"
data-layout="button_count" data-width="450"
data-show-faces="false"></div>

281 220</div> </div>
282 221<div class="sbm_g"> <div class="sbm_g">

283 222
<!-- +1 ボタン を表示したい位置に次のタグを貼り付けてください
。 -->

<!-- +1 ボタン を表示したい位置に次のタグを貼り付けてください
。 -->

284 223<div class="g-plusone" data-size="medium"></div> <div class="g-plusone" data-size="medium"></div>

285 224
<!-- 最後の +1 ボタン タグの後に次のタグを貼り付けてください
。 -->

<!-- 最後の +1 ボタン タグの後に次のタグを貼り付けてください
。 -->

286 225<script type="text/javascript"> <script type="text/javascript">
287 226window.___gcfg = {lang: 'ja'}; window.___gcfg = {lang: 'ja'};
288 227
289 228(function() { (function() {

290 229
var po = document.createElement('script'); po.type =
'text/javascript'; po.async = true;

var po = document.createElement('script'); po.type =
'text/javascript'; po.async = true;

291 230po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';

292 231
var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
s.parentNode.insertBefore(po, s);

var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
s.parentNode.insertBefore(po, s);

293 232})(); })();
294 233</script> </script>
295 234</div> </div>
296 235<div class="sbm_t"> <div class="sbm_t">

297 236
<a href="https://twitter.com/share"
class="twitter-share-button" data-lang="ja">ツイート</a>

<a href="https://twitter.com/share"
class="twitter-share-button" data-lang="ja">ツイート</a>

298 237

<script>!function(d,s,id){var
js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id))
{js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.co
m/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document
,"script","twitter-wjs");</script>

<script>!function(d,s,id){var
js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id))
{js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.co
m/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document
,"script","twitter-wjs");</script>

299 238</div> </div>
300 239</div> </div>
301 240</div> </div>
302 241
303 242<div style="margin-top:20px;"> <div style="margin-top:20px;">

304 243
<a href="http://www.facebook.com/seomaster3577"><img
src="/images/uploads/fb.jpg" alt="facebook" /></a>

<a href="http://www.facebook.com/seomaster3577"><img
src="/images/uploads/fb.jpg" alt="facebook" /></a>

305 244

<a
href="http://www.facebook.com/seomaster3577">&nbsp;facebook上
にもseoマスターのファンページ</a>がありますので、「いいね!」
してください。

<a
href="http://www.facebook.com/seomaster3577">&nbsp;facebook上
にもseoマスターのファンページ</a>がありますので、「いいね!」
してください。

306 245</div> </div>
307 246
308 247<hr /> <hr />

309 248
<div style="margin-bottom:20px; text-align:center;
font-size:30px; ">オンライン体験</div>

<div style="margin-bottom:20px; text-align:center;
font-size:30px; ">オンライン体験</div>

310 249<div style=" line-height: 150%; "> <div style=" line-height: 150%; ">

311 250
seoマスターProfessionalをご検討の方にお勧めなオンライン体験で
す。</br>

seoマスターProfessionalをご検討の方にお勧めなオンライン体験で
す。</br>

312 251

<span style="color:#55CC00; font-weight:bold;">面倒な設定不要
で</span>seoマスターがインストールされたPCを<span
style="color:#55CC00; font-weight:bold;">あなたのPC画面にオン
ラインで表示させます。体験は無料、3コースからお選びいただけま
す。</span>SEO経験の豊富なスタッフが対応いたしますので、わか
らないことは何でも聞いてください！

<span style="color:#55CC00; font-weight:bold;">面倒な設定不要
で</span>seoマスターがインストールされたPCを<span
style="color:#55CC00; font-weight:bold;">あなたのPC画面にオン
ラインで表示させます。体験は無料、3コースからお選びいただけま
す。</span>SEO経験の豊富なスタッフが対応いたしますので、わか
らないことは何でも聞いてください！

313 252</div> </div>



314 253
<div style="margin-top:20px; margin-bottom:50px;
text-align:center;">

<div style="margin-top:20px; margin-bottom:50px;
text-align:center;">

315 254
<img
src="http://www.masteraxis.com/help/wp-content/uploads/2013/1
2/online_course.png" alt="オンライン体験の３コース" />

<img
src="http://www.masteraxis.com/help/wp-content/uploads/2013/1
2/online_course.png" alt="オンライン体験の３コース" />

316 255
<img align="left"
src="http://www.masteraxis.com/help/wp-content/uploads/2013/1
2/online_course_tel.png" alt="オンライン体験予約電話" />

<img align="left"
src="http://www.masteraxis.com/help/wp-content/uploads/2013/1
2/online_course_tel.png" alt="オンライン体験予約電話" />

317 256

<a href="http://www.seoaxis.com/form/online_trial/"><img
align="right"
src="http://www.masteraxis.com/help/wp-content/uploads/2013/1
2/online_course_form.png" alt="オンライン体験予約フォーム"
/></a>

<a href="http://www.seoaxis.com/form/online_trial/"><img
align="right"
src="http://www.masteraxis.com/help/wp-content/uploads/2013/1
2/online_course_form.png" alt="オンライン体験予約フォーム"
/></a>

318 257<br clear="both"> <br clear="both">
319 258</div> </div>
320 259
321 260<hr /> <hr />

322 261

<a href="http://www.masteraxis.com/seo_guidebook.html"><img
src="http://www.masteraxis.com/help/wp-content/uploads/2013/1
2/manual2014.png" alt="内部SEO実践マニュアル2014年度版"
/></a>

<a href="http://www.masteraxis.com/seo_guidebook.html"><img
src="http://www.masteraxis.com/help/wp-content/uploads/2013/1
2/manual2014.png" alt="内部SEO実践マニュアル2014年度版"
/></a>

323 262
324 263</div> </div>
325 264</div> </div>
326 265
327 266<!-- ▽▽ START main/alpha/related ▽▽ --> <!-- ▽▽ START main/alpha/related ▽▽ -->
328 267<div class="boxType01"> <div class="boxType01">
329 268<div class="sub-title"> <div class="sub-title">
330 269<h2>このページを読んだ人はこちらも読んでいます</h2> <h2>このページを読んだ人はこちらも読んでいます</h2>
331 270</div> </div>
332 271<div class="body"> <div class="body">

333 272
<ul><li><a href="/5800.html">2013年12月2日　seoマスター
Professionalアップデート</a></li>

<ul><li><a href="/5800.html">2013年12月2日　seoマスター
Professionalアップデート</a></li>

334 273

335 274
<li><a href="/help/seokw.html">SEOに効果的なキーワード
</a></li>

<li><a href="/help/seokw.html">SEOに効果的なキーワード
</a></li>

336 275

337 276
<li><a href="/5663.html">2013年10月9日　seoマスター
Professionalアップデート</a></li>

<li><a href="/5663.html">2013年10月9日　seoマスター
Professionalアップデート</a></li>

338 277

339 278
<li><a href="/help/2749.html">サイト内部のリンク構造を最適化
する</a></li>

<li><a href="/help/2749.html">サイト内部のリンク構造を最適化
する</a></li>

340 279

341 280
<li><a href="/help/517.html">魅力的なページタイトルでクリック
率をアップ</a></li>

<li><a href="/help/517.html">魅力的なページタイトルでクリック
率をアップ</a></li>

342 281

343 282
<li><a href="/help/1293.html">キーワードタブ
(Professional)</a></li>

<li><a href="/help/1293.html">キーワードタブ
(Professional)</a></li>

344 283

345 284
<li><a href="/update20130410.html">seoマスターアップデートの
お知らせ（2013年4月10日）</a></li>

<li><a href="/update20130410.html">seoマスターアップデートの
お知らせ（2013年4月10日）</a></li>

346 285

347 286
<li><a href="/update20121115.html">seoマスターアップデートの
お知らせ（2012年11月15日）</a></li>

<li><a href="/update20121115.html">seoマスターアップデートの
お知らせ（2012年11月15日）</a></li>

348 287</ul><!-- Similar Posts took 38.290 ms --></div> </ul><!-- Similar Posts took 38.290 ms --></div>
349 288</div> </div>
350 289<!-- ▲▲ END main/alpha/related ▲▲ --> <!-- ▲▲ END main/alpha/related ▲▲ -->
351 290
352 291<!-- ▽▽ START main/alpha/support ▽▽ --> <!-- ▽▽ START main/alpha/support ▽▽ -->
353 292<div class="support"> <div class="support">

354 293
<p style="margin-bottom:40px;"><span style="font-size:16px;
font-weight:bold;">個別の手助けが必要ですか？</span><br />

<p style="margin-bottom:40px;"><span style="font-size:16px;
font-weight:bold;">個別の手助けが必要ですか？</span><br />

355 294
サポートデスクは、お使いの製品によって連絡先が異なります。
</p>

サポートデスクは、お使いの製品によって連絡先が異なります。
</p>

356 295<div class="pro"> <div class="pro">
357 296<h3>seoマスターProfessional</h3> <h3>seoマスターProfessional</h3>
358 297<p>【サポートに関して】<br /> <p>【サポートに関して】<br />
359 298すでにseoマスターProfessionalをご利用の方は、<br /> すでにseoマスターProfessionalをご利用の方は、<br />

360 299
ご契約された代理店様か<a
href="http://www.masteraxis.com/inquiry.html">弊社サポートデ
スク</a><br />

ご契約された代理店様か<a
href="http://www.masteraxis.com/inquiry.html">弊社サポートデ
スク</a><br />

361 300までご連絡ください。 までご連絡ください。
362 301</p> </p>
363 302</div> </div>
364 303
365 304<div class="ex"> <div class="ex">



366 305<h3>seoマスターEXPRESS</h3> <h3>seoマスターEXPRESS</h3>
367 306<p>【サポートに関して】<br /> <p>【サポートに関して】<br />
368 307株式会社アレグロマーケティング<br /> 株式会社アレグロマーケティング<br />
369 308東京都台東区雷門2-19-17<br /> 東京都台東区雷門2-19-17<br />

370 309
※サポートご利用の際には、ユーザー登録が必要です。下記URLより
ユーザー登録いただくと、サポート取り合わせ先の情報をメールで
お知らせいたします。<br />

※サポートご利用の際には、ユーザー登録が必要です。下記URLより
ユーザー登録いただくと、サポート取り合わせ先の情報をメールで
お知らせいたします。<br />

371 310
<a href="http://www.allegro-inc.com/user_data/support.php"
target="_blank">http://www.allegro-inc.com/user_data/support.
php</a></p>

<a href="http://www.allegro-inc.com/user_data/support.php"
target="_blank">http://www.allegro-inc.com/user_data/support.
php</a></p>

372 311</div> </div>
373 312
374 313</div> </div>
375 314<!-- ▲▲ END main/alpha/support ▲▲  --> <!-- ▲▲ END main/alpha/support ▲▲  -->
376 315</div> </div>
377 316<!-- ▲▲ END main/alpha ▲▲ --> <!-- ▲▲ END main/alpha ▲▲ -->
378 317
379 318<!-- ▽▽ START main/beta ▽▽ --> <!-- ▽▽ START main/beta ▽▽ -->
380 319<div id="sideBox" class="beta"> <div id="sideBox" class="beta">
381 320<!--div class="trialMini"> <!--div class="trialMini">

382 321
<img src="/images/tmp/trial_mini.png" alt="30日間無料トライア
ル" />

<img src="/images/tmp/trial_mini.png" alt="30日間無料トライア
ル" />

383 322</div--> </div-->
384 323
385 324<div class="trialMini"> <div class="trialMini">

386 325
<a href="http://www.masteraxis.com/form/handbook.html"><img
src="http://www.masteraxis.com/help/wp-content/uploads/2013/0
9/handbook_dl.png" alt="ハンドブックダウンロード" /></a>

<a href="http://www.masteraxis.com/form/handbook.html"><img
src="http://www.masteraxis.com/help/wp-content/uploads/2013/0
9/handbook_dl.png" alt="ハンドブックダウンロード" /></a>

387 326</div> </div>
388 327
389 328<div class="prize"> <div class="prize">
390 329<div class="innerTop"> <div class="innerTop">
391 330<div class="innerBottom"> <div class="innerBottom">

392 331
<h3 style="font-size:15px; padding-top: 10px; height:
50px;">seoマスター受賞歴</h3>

<h3 style="font-size:15px; padding-top: 10px; height:
50px;">seoマスター受賞歴</h3>

393 332<div class="sidePost"> <div class="sidePost">

394 333
<h4><img src="/images/tmp/g_mark.png" alt="GOOD DESIGN AWARD
2012" /></h4>

<h4><img src="/images/tmp/g_mark.png" alt="GOOD DESIGN AWARD
2012" /></h4>

395 334
<p>seoマスターが、2012年度のグッドデザインアワードで受賞しま
した！</p>

<p>seoマスターが、2012年度のグッドデザインアワードで受賞しま
した！</p>

396 335
<p><a href="http://www.masteraxis.com/prize.html">詳細をみる
</a></p>

<p><a href="http://www.masteraxis.com/prize.html">詳細をみる
</a></p>

397 336</div> </div>
398 337<div class="sidePost last"> <div class="sidePost last">

399 338
<h4><img src="/images/tmp/adobe.png" alt="Adobe AIR
Contest2011" /></h4>

<h4><img src="/images/tmp/adobe.png" alt="Adobe AIR
Contest2011" /></h4>

400 339
<p>Adobe(アドビ)が年1回行うAIRコンテスト「
Adobe&nbsp;AIR&nbsp;Contest2011」において、seoマスターが『エ
ンタープライズ賞』を受賞しました！</p>

<p>Adobe(アドビ)が年1回行うAIRコンテスト「
Adobe&nbsp;AIR&nbsp;Contest2011」において、seoマスターが『エ
ンタープライズ賞』を受賞しました！</p>

401 340
<p><a href="http://www.masteraxis.com/prize.html">詳細をみる
</a></p>

<p><a href="http://www.masteraxis.com/prize.html">詳細をみる
</a></p>

402 341</div> </div>
403 342</div> </div>
404 343</div> </div>
405 344</div> </div>
406 345
407 346<!-- ▽▽ 最新記事 ▽▽ --> <!-- ▽▽ 最新記事 ▽▽ -->

408 347
<div class="recentpost"
style="display:block;margin-top:20px;">

<div class="recentpost"
style="display:block;margin-top:20px;">

409 348<div class="innerTop"> <div class="innerTop">
410 349<div class="innerBottom"> <div class="innerBottom">

411 350
<h3 style="font-size:15px; padding-top: 10px; height: 50px;">
最新の記事</h3>

<h3 style="font-size:15px; padding-top: 10px; height: 50px;">
最新の記事</h3>

412 351
<p><a href="/5914.html">Googleが重要視するSEO項目をピンポイン
トで対策</a></p>

<p><a href="/5914.html">Googleが重要視するSEO項目をピンポイン
トで対策</a></p>

413 352
<p><a href="/5859.html">内部SEOでもっとも重要な「ページ文章の
最適化」</a></p>

<p><a href="/5859.html">内部SEOでもっとも重要な「ページ文章の
最適化」</a></p>

414 353
<p><a href="/5800.html">2013年12月2日　seoマスター
Professionalアップデート</a></p>

<p><a href="/5800.html">2013年12月2日　seoマスター
Professionalアップデート</a></p>

415 354
<p><a href="/5772.html">ダッシュボードでローディングから先に
進めない場合の対応方法</a></p>

<p><a href="/5772.html">ダッシュボードでローディングから先に
進めない場合の対応方法</a></p>

416 355<p><a href="/5735.html">シリアルナンバーの解除方法</a></p> <p><a href="/5735.html">シリアルナンバーの解除方法</a></p>
417 356</div> </div>
418 357</div> </div>
419 358</div> </div>
420 359<!-- ▲▲ 最新記事▲▲ --> <!-- ▲▲ 最新記事▲▲ -->



421 360
422 361<div id="workshp"> <div id="workshp">
423 362<!-- ▽▽ workshpバナー ▽▽ --> <!-- ▽▽ workshpバナー ▽▽ -->

424 363
<div id="workshpbanner"
style="display:block;margin-top:20px;">

<div id="workshpbanner"
style="display:block;margin-top:20px;">

425 364
<a href="http://www.masteraxis.com/seminar.html"><img
src="http://www.masteraxis.com/help/wp-content/uploads/2013/1
1/ws_banner.gif" alt="ワークショップ" /></a>

<a href="http://www.masteraxis.com/seminar.html"><img
src="http://www.masteraxis.com/help/wp-content/uploads/2013/1
1/ws_banner.gif" alt="ワークショップ" /></a>

426 365</div> </div>
427 366<!-- ▲▲ END workshpバナー▲▲ --> <!-- ▲▲ END workshpバナー▲▲ -->
428 367
429 368<!-- ▽▽ START facebook ▽▽ --> <!-- ▽▽ START facebook ▽▽ -->

430 369

<div class="fb-like-box"
style="display:block;margin-top:20px;"
data-href="https://www.facebook.com/seomaster3577"
data-height="360" data-width="250" data-show-faces="true"
data-border-color="#cccccc" data-stream="false"
data-header="true"></div>

<div class="fb-like-box"
style="display:block;margin-top:20px;"
data-href="https://www.facebook.com/seomaster3577"
data-height="360" data-width="250" data-show-faces="true"
data-border-color="#cccccc" data-stream="false"
data-header="true"></div>

431 370<!-- ▲▲ END facebook ▲▲ --> <!-- ▲▲ END facebook ▲▲ -->
432 371</div> </div>
433 372
434 373<!--div class="sub_info"> <!--div class="sub_info">
435 374<div class="innerTop"> <div class="innerTop">
436 375<div class="innerBottom"> <div class="innerBottom">
437 376<div class="sidePost last"> <div class="sidePost last">

438 377

<p class="book"><a
href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4048862235/ref=as_li
_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&tag=axisfujii-22&linkCode=as2&camp=247
&creative=1211&creativeASIN=4048862235">｢Google上位表示 64の
法則｣</a><img
src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=axisfujii-22&l=as2&o=9
&a=4048862235" width="1" height="1" border="0" alt=""
style="border:none !important; margin:0px !important;" /></p>

<p class="book"><a
href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4048862235/ref=as_li
_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&tag=axisfujii-22&linkCode=as2&camp=247
&creative=1211&creativeASIN=4048862235">｢Google上位表示 64の
法則｣</a><img
src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=axisfujii-22&l=as2&o=9
&a=4048862235" width="1" height="1" border="0" alt=""
style="border:none !important; margin:0px !important;" /></p>

439 378

440 379

<div align="center"><p><a
href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4048862235/ref=as_li
_qf_sp_asin_il?ie=UTF8&tag=axisfujii-22&linkCode=as2&camp=247
&creative=1211&creativeASIN=4048862235"><img border="0"
src="http://ws.assoc-amazon.jp/widgets/q?_encoding=UTF8&Forma
t=_SL160_&ASIN=4048862235&MarketPlace=JP&ID=AsinImage&WS=1&ta
g=axisfujii-22&ServiceVersion=20070822" ></a><img
src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=axisfujii-22&l=as2&o=9
&a=4048862235" width="1" height="1" border="0" alt=""
style="border:none !important; margin:0px !important;"
/></p></div>

<div align="center"><p><a
href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4048862235/ref=as_li
_qf_sp_asin_il?ie=UTF8&tag=axisfujii-22&linkCode=as2&camp=247
&creative=1211&creativeASIN=4048862235"><img border="0"
src="http://ws.assoc-amazon.jp/widgets/q?_encoding=UTF8&Forma
t=_SL160_&ASIN=4048862235&MarketPlace=JP&ID=AsinImage&WS=1&ta
g=axisfujii-22&ServiceVersion=20070822" ></a><img
src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=axisfujii-22&l=as2&o=9
&a=4048862235" width="1" height="1" border="0" alt=""
style="border:none !important; margin:0px !important;"
/></p></div>

441 380

<p class="txt">seoマスターの設計者が著者。「&lt;ｈ1&gt;に検索
語を入れる」「ページ内の検索語の頻度が重要」といった「都市伝
説」を統計的に分析。<br />テクニック論に陥ることなく、検索結
果の事実とSEO要素の相関から、Googleの「核心」にせまります。
</p>

<p class="txt">seoマスターの設計者が著者。「&lt;ｈ1&gt;に検索
語を入れる」「ページ内の検索語の頻度が重要」といった「都市伝
説」を統計的に分析。<br />テクニック論に陥ることなく、検索結
果の事実とSEO要素の相関から、Googleの「核心」にせまります。
</p>

442 381
<p class="txt">価格：￥2,499<br />出版社：アスキー・メディア
ワークス<br />著者：藤井慎二郎</p>

<p class="txt">価格：￥2,499<br />出版社：アスキー・メディア
ワークス<br />著者：藤井慎二郎</p>

443 382

444 383

<p class="txt"><a
href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4048862235/ref=as_li
_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&tag=axisfujii-22&linkCode=as2&camp=247
&creative=1211&creativeASIN=4048862235">Amazonで購入する
</a><img
src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=axisfujii-22&l=as2&o=9
&a=4048862235" width="1" height="1" border="0" alt=""
style="border:none !important; margin:0px !important;" /></p>

<p class="txt"><a
href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4048862235/ref=as_li
_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&tag=axisfujii-22&linkCode=as2&camp=247
&creative=1211&creativeASIN=4048862235">Amazonで購入する
</a><img
src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=axisfujii-22&l=as2&o=9
&a=4048862235" width="1" height="1" border="0" alt=""
style="border:none !important; margin:0px !important;" /></p>

445 384</div> </div>
446 385</div> </div>
447 386</div> </div>
448 387</div--> </div-->
449 388
450 389
451 390</div> </div>
452 391<!-- ▲▲ END main/beta ▲▲ --> <!-- ▲▲ END main/beta ▲▲ -->
453 392</div> </div>
454 393<!-- ▲▲ END main ▲▲ --> <!-- ▲▲ END main ▲▲ -->
455 394
456 395<!-- ▽▽ START footer ▽▽ --> <!-- ▽▽ START footer ▽▽ -->
457 396<div id="footer"> <div id="footer">
458 397<div id="footer-infoWrap"> <div id="footer-infoWrap">
459 398<div class="footer-info"> <div class="footer-info">



460 399
<p class="point" style="text-align:left;">ご契約・ご相談は<a
href="/inquiry.html">お問い合せ</a>からご連絡ください。</p>

<p class="point" style="text-align:left;">ご契約・ご相談は<a
href="/inquiry.html">お問い合せ</a>からご連絡ください。</p>

461 400</div> </div>
462 401</div> </div>
463 402<ul class="footer-menu"> <ul class="footer-menu">
464 403<li><a href="/">トップページ</a></li> <li><a href="/">トップページ</a></li>
465 404<li><a href="/prize.html">受賞歴</a></li> <li><a href="/prize.html">受賞歴</a></li>
466 405<li><a href="/about.html">会社概要</a></li> <li><a href="/about.html">会社概要</a></li>

467 406
<li class="last"><a href="/privacy.html">プライバシーポリシー
</a></li>

<li class="last"><a href="/privacy.html">プライバシーポリシー
</a></li>

468 407</ul> </ul>
469 408<p class="copy">&copy;2011 seoMaster All Right Reserved.</p> <p class="copy">&copy;2011 seoMaster All Right Reserved.</p>
470 409</div> </div>
471 410<!-- ▲▲ END footer ▲▲ --> <!-- ▲▲ END footer ▲▲ -->
472 411
473 412</div> </div>
474 413</body> </body>
475 414</html> </html>


