コストを削減して、問い合わせ倍増させる唯一のサービス！

ＴＯＰ ＴＯＯＬ ＳＥＯのご提案
ＳＥＯの効果を上
ＳＥＯの効果を上
げたいがコストは
げたいがコストは
削減したい・・・。
削減したい・・・。

ご存知でしたか？SEO対策は、ご自分でも実施できるものです！
1 検索上位表示のための不要なSEO対策コストを削減し、
2 お客様のお問い合わせ・お申し込みを倍増させる。

ホームページから
ホームページから
の問い合わせを増
の問い合わせを増
やしたい！
やしたい！

そんなご要望にお応えするサービスを開始いたしました。

ホームページを効
ホームページを効
果的に活用したい！
果的に活用したい！

インターネットを使った販売促進のお手伝い

コーデックプランニング株式会社
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新しいＳＥＯサービス
ＴＯＰ ＴＯＯＬ ＳＥＯで、ＳＥＯ対策についてのお悩みを解消出来るのではないか、と思っております。

問い合わせを増やす

強力な効果！

•
•

半年で３００社の提供実績。成功率は８０％以上。
実績１,０００ワード以上！実績は豊富です。

•

※次ページ以降をご参照下さい。
成果が上がらなければ、上がるまで追加施策を半永久
的に実施します。

•

経費を削減する

一桁安い！

•

既存の「数十万円/月」から一桁安い数万円/月で提供。

•

※9,800円、39,800円、59,800円、99,800円の
4メニュー（※消費税は別途）。
初期費用は一切無料。

※追加費用は一切かかりません。
ＳＥＯに成功しても、問い合わせが増えない場合、キー
ワードを別なものに変更可能です。

•

※変更は、何回でも無料対応。同業他社では一年間
変更不可が普通です。

•

※他社は通常３０〜５０万円。
月額定額価格だから、他社に比べて一桁安い「低額」
でご利用が可能。
※他社は通常、成果報酬型で月額３０〜５０万円。
１申し込みで３キーワード３ＵＲＬの設定が可能。

•

※追加費用は発生しません。
キーワードの変更設定も無料で対応。
※追加費用は発生しません。

その代わり、少しだけご自身でも作業をしていただきます。
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御社にお伝えしたい言葉
弊社が伝えたい言葉です。少しでも無駄なコストを削減し、お問い合わせを増やす、そのお手伝いをさせてください。

既に他社からＳＥＯを導入している企業様へ

■まだＳＥＯ会社に頼んでいるのですか？
自分で実施すれば９，８００円（税別） 〜で済みますよ。
■半分自分で作業をすれば、劇的にコストを下げられます。
■月額定額だから数万円のみで済むんです。
上がらなかったら、補填があるんです。
■順位が１０位以内に入るまで、外部施策が自動で追加実施されるんです。
■成功率は８０％以上、安さの割に効果は非常に高いんです。
実績は豊富にあります。

まだ、ＳＥＯを導入していない企業様へ

■まだＳＥＯ施策をしていないのですか？もうそろそろ、やりましょう！
■ ９，８００円（税別）〜で実施できるんです。
これ以下のサービスはなかなか無いと思います。
■無事に成果がでれば、広告を出すより遙かに安く収まります。
■リスティング広告を出すよりも先に、ＳＥＯを試してみる方が、
かなり安く収まります。
■上がらなかったら、上がるまで追加施策を実施します。
（毎月５％おまけとして、自動で増やします） 。
■申込み後すぐに使えます。お電話一本でも登録できますよ。

内部も外部も日々の順位チェックも自動で可能なＳＥＯサービスです。
Copyright(C) CODECPLANNING All rights reserved.
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実績一覧
この効果が、本当にこの値段で達成できています。金額と比べると、その効果の高さに驚かれると思います。
御社に近いキーワードがありましたでしょうか・・・？
※しかも、１申し込みで、３キーワード３ＵＲＬのご利用が可能でお得です。

営業代行：1位
企業サイト制作：1位
パンフレット制作：1位
販売代理店募集：1位
新卒採用支援コンサル：1位
人事評価制度：1位
メールマガジン：1位
クレーム処理：1位
売上向上：1位
性格適性検査：1位
ＦＸ口座比較：1位
人事情報システム：1位
地盤沈下：1位
パソコン教室：1位
おせち：1位
貸し倉庫：1位
家具付賃貸：1位
船橋 一戸建て：1位
新聞折込：1位
高松 バスツアー：1位
徳島 バスツアー：1位
プーアール茶：1位
指導力：1位
事業継承 セミナー：1位
目標設定：1位
SFA：1位
パソコンスクール：1位
あがり症：1位
渋谷 求職：1位
渋谷 転職：1位
川崎 ホームページ作成：1位
あがり症：1位

ビジネスブログ構築：2位
携帯サイト構築：2位
ERPパッケージ：2位
ダイレクトメール作成：2位
ボジョレー：2位
お歳暮：2位
地盤改良：2位
レストランウエディング 表参
道：2位
中古車 情報：2位
火災保険：2位
就職 面接：2位
ママ友：2位
クリスマスツリー：2位
企業理念：2位
貸事務所 東京：2位
割れない鏡：2位
システム開発：3位
法人携帯：3位
コスト削減：3位
ギフト：3位
軟弱地盤：3位
パソコンパーツ：3位
船橋 不動産：3位
女性 研修：3位
人事制度：3位
セルライト：3位
ボジョレーヌーボー：4位
コールセンター：4位
フランチャイズ比較：4位
ヘッドハンティング：4位

探偵会社：4位
メール配信システム：4位
人材採用：4位
レストランウエディング：4位
東京・表参道：4位
パソコンパーツ：4位
キャッシング クチコミ：4位
ロジカルシンキング セミナー：
4位
パソコン教室：4位
ウエディング写真：4位
生命保険：4位
ビジネスセミナー：5位
タクシー 転職：5位
ドライバー 転職：5位
トランクルーム：5位
後継者：5位
目標達成：5位
迷惑メール ASP：5位
話し方：5位
メンタルヘルス：6位
バズマーケティング：6位
滋賀 結婚式場：6位
レストランウエディング 東京：
6位
フォトフェイシャル：6位
サイボウズ：6位
Ebook：6位
Tシャツプリント：6位
フォトウエディング：6位
結婚写真：6位
モバイルサイト制作：6位
セミナー：6位
・・・他1000件

初期費用
追加費用
一切なし

キーワード
変更料
一切なし

将来の
値上げ
一切なし

エンリートプラン 被リンク 500コース

９，８００円/月

６ヵ月契約・５００出稿

スタンダードプラン 被リンク 3000コース

３９，８００円/月

６ヵ月契約・３０００出稿

※事例の90%は、被リンク3000での実績です。
※このプランが断然オススメです！
駆け込みプラン 被リンク 6000コース

５９，８００円/月

３ヵ月契約・６０００出稿

上位プラン 被リンク 15000コース

９９，８００円/月

３ヵ月契約・１５０００出稿
※上記金額はすべて消費税別です。

※実績一覧をご用意しています。ご希望の方はお申し付けください。
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成功事例
大野様からのお礼のお言葉が届きました ──

2009年6月

最近（先週）、ごく近くのお客様がホームページを見たということでいらっしゃって、新規に契
約になりました。
どのように探されたのかはお聞きしませんでしたのでわからないのですが。
ふじみ野市の方ですから、ふじみ野、ふじみ野市、で、探された可能性が高いですね。
ほとんど動きのないようなホームページなのですが、近くの税理士を探してるお客様には、
役に立っているということですね。

4ページ目から、一ヶ月後には１位に。
ふじみ野市で一番目立つ税理士事務所になりました。

他に「埼玉県 税理士」も、１００位以下から１２位へ躍進。
「富士見市 税理士」でも１００位以下から見事、Yahoo!
・Googleとも１０位以内に。
税理士」でも１００位以下から見事、Yahoo!・
Googleとも１０位以内に。
大野税理士事務所には、今後、隣の市からの問い合わせが来るかもしれません。

Copyright(C) CODECPLANNING All rights reserved.
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TOP TOOL SEO の仕組み
設定した３つのキーワードでＳＥＯ対策が出来ます。広告ネットワークへ出稿し、被リンクを増加させます。
独自のテキストマイニング技術で関連性の高いページにのみ掲載し、確認もできるシステムです。

ここがすごい！３つのポイント！
1.

低価格
独自のネットワークサイトへ広告出稿を9,800円〜で実施！
独自の広告ネットワークに貴社サイトへのテキスト広告リンクを貼ることで、バックリンク
を飛躍的に増加させます。
しかも、システム化することで9,800円〜という低価格を実現しました！従来のSEO対策
コストを大幅にカットすることができます。

2.

安心・安全
安全なサイトへ出稿！掲載サイトが確認できるから安心！
広告出稿されるページは、設定したキーワードと関連性の高いページを高度なテキスト
マイニング技術で自動抽出いたします。
しかも、掲載サイトは定期的にメンテナンスされていることも安心できるポイントです。

効果が出なければ、自動的に広告掲載数を５％増加！
あとは効果を待つだけ！

3.

高実績
導入300社以上の高実績！
これまで、300社以上に導入いただき、トップページ表示80％を達成！
ビッグワードからニッチワードまで様々なキーワードでYahoo!やGoogleなどの大手検索
エンジンで1位〜10位内に表示されています。
※表示金額はすべて消費税別です。
Copyright(C) CODECPLANNING All rights reserved.
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TOP TOOL SEO の機能
充実の３大機能でＳＥＯ対策をグイグイ推進。ＴＯＰ ＴＯＯＬ ＳＥＯは究極のＳＥＯサービスです。
充実の内部施策機能

適切な外部施策機能

見やすい順位自動チェック機能

御社サイトを自動解析。改善点をアドバイス。
SEO会社に依頼すると数十万円する内部施策
の、おおよそ８０％は御社自身で可能です。ま
ずはキーワード率チェックを。何度利用されて
も無料です。

Ｇｏｏｇｌｅアドワーズのような広告ネットワークに
テキスト広告を出稿。直接リンク方式のため、
強いＳＥＯ効果が見込めます。効果実績１０００
ワード以上。しかも、キーワード変更随時無料
対応（国内初）。

公式APIを活用し、Yahoo!100位・Google64位ま
での順位を自動チェック＆グラフ化。全ワードが
成果無し（11位以下）なら、翌月からテキスト広
告を５％増やします（追加費用無し、国内初・特
許申請済）。

ＰＯＩＮＴ

ＰＯＩＮＴ

ＰＯＩＮＴ
1. サイト内の文字（テキスト）量を自動で解析
※５００単語以上に増やすと効果的です
2. ＳＥＯ設定したキーワードが何％盛り込まれている
かを自動集計
※３〜５％程度の利用が最適です
3. さらに、サイト内の<title>タグ、metaタグ・・・を自動
解析。整備すべき点をアドバイス
※Ｔｉｔｌｅタグはすぐに修正をお願いします
※それ以外は、当初実施する必要はありません
文字量調整後、効果が上がらない場合、
追加で施策をお願いします
4. 最後にＨ＊タグ、ｄｉｖタグ・・・を自動解析
※ＨＴＭＬの知識が多少必要のため、実施可能であ
れば、修正をお願いします

1. 高いＳＥＯ効果があるといわれている直リンク方式
のテキスト広告を出稿します
※価格により出稿先数はことなります

1. 日々の順位を自動でグラフ化
※Ｙａｈｏｏ！１００位、Ｇｏｏｇｌｅ６４位まで完全チェック
いたします

2. ３キーワード３ＵＲＬを設定できます

2. 過去３６５日分の順位を自動集計
※コピーでＥｘｃｅｌに貼り付けられます

3. 約２００のカテゴリーから出稿したいカテゴリを最大
５つまで選択します
※広告掲載ページは約２００のカテゴリに全て分類
され、管理されています
4. キーワード、テキスト広告、出稿先ページのカテゴリ
も、全て自由に変更可能です
※ほぼ全ての同業他社は未対応です

※テキスト広告出稿例

3. 順位変動をメールで自動通知
※キーワードそれぞれに、告知順位を設定できます
4. お友達紹介機能で、知り合いに紹介を
※売り上げの３０％分を毎月ポイントでバック！その
ポイントで追加ＳＥＯ施策を無料でお申し込みいた
だけます

※Excelにも貼り付けられます

※トップページのキーワード率を
調整するだけで、大きな成果が
出ています

数１００サイト、１００万ページをテーマごとにテキストマイニングで自動分類
（2,000カテゴリ）。関連性の高いページに広告出稿を限定することが出来ます。

※表示金額はすべて消費税別です。
Copyright(C) CODECPLANNING All rights reserved.
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TOP TOOL SEO プラン一覧
プラン

初期費用

月額料金

最低利用期間

エントリープラン 被リンク 500

0円

10,290円 （税抜：9,800円）

6ヶ月

スタンダードプラン 被リンク 3000

0円

41,790円 （税抜：39,800円）

6ヶ月

駆け込みプラン 被リンク 6000

0円

62,790円 （税抜：59,800円）

3ヶ月

上位プラン 被リンク 15000

0円

104,790円 （税抜：99,800円）

3ヶ月

確実な、早い効果を期待するには、
被リンク3000プランをおすすめします。

お申込み方法と設定手順
TOP TOOL SEOは、最初に会員登録（無料です）をしていただき、専用ページでお客様ご自身が設定してご利用いただくシステムです。会員登録をしておけばお好きなときに
スタートすることが可能です。 ご利用になりたいプランを選んで必要な設定を全て終えた時点でお申込みが完了いたします。

1 お申し込みは、弊社ウェブサイトにアクセスいただき、弊社サービス利用の会員登録になります。※会員登録料、会費は一切無料です。
■最初にアクセスする弊社ウェブサイト ⇒ http://www.c-dec.com/toptool/ ※メニュー右上に「お申し込みはこちら」のボタンがあります。

2 会員登録された後、次に弊社ウェブサイトの「会員専用ログイン」ボタンからログインしていただき、画面の手順に従ってTOP TOOL SEOのサービスを申し込みます。
■会員ログイン画面は ⇒ http://www.c-dec.com/toptool/ ※メニュー右上に「会員専用ログイン」のボタンがあります。

3 お客様専用画面の「ご利用にあたって」をご覧いただき、「TOP TOOL SEO」の設定を行います。
■5つのステップで設定が完了します。設定が完了した時点でお申し込みも完了します。
STEP 1

ＳＥＯ効果を出したい
ウェブサイトを決定

STEP 2

上位表示キーワードを
選択（３つまで）

STEP 3

上位表示キーワードを
分解

STEP 4

サイト紹介文（テキスト
広告）を作成

STEP 5

ＳＥＯカテゴリの選択

設定でご不明な点は、弊社が設定完了までサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
また、FAXでのお申し込みも受け付けております。お申し込み用紙は弊社ウェブサイトからダウンロードいただくか、下記までお電話ください。

【発売元・お問合せ先】
インターネットを使った販売促進のお手伝い

コーデックプランニング株式会社

〒102-0073
東京都千代田区九段北4-3-20-607

ＴＥＬ 03-6423-0431 FAX 03-5216-1163

メールでのお問い合わせは info@c-dec.com お電話の受付 月〜金 10：00 〜 19：00 （祝日を除く）
Copyright(C) CODECPLANNING All rights reserved.
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