
SEOSEO

進化する検索アルゴリズムにも評価される
サイトの価値の作り方を学ぶ

あらゆるWebサイトに
共通するSEO対策と
自社のWebサイト固有で
選択すべきSEO対策
の両面から学びます。

サイトの集客を自身で担当している、
またはディレクションしている皆さまへ

上位表示で
集客を
加速する

SEO対策基礎講座SEO対策基礎講座

初めて担当になって
調べながら対応しているが、
明確な答えがなく不安…

業者が無数にあるため、
どこに依頼すべきか分からない

騙されないか心配だ

一通りの対策は行ったけれど、
ほとんど効果がない…
何をすればよいのだろうか

Web担当の自分ひとりで
さまざまなツールを

使いこなさなければならない

日々、記事を書いているが、
思うように

SEOの成果が出ない…

サイトが特殊なため、
コンバージョンの設定が難しく
PDCAを回すのに苦労する

作業が多く細かい割に、
効果が見えづらく、

社内からも協力を得づらい…

【オンデマンド配信】 申込後7日間 終日視聴可能

オンライン
講座



インターネット黎明期から20年、今や世界のHP数は17億件以
上にのぼります。大量の情報がWeb上に氾濫し、同じようなコン
テンツが乱立する中で、Googleなどの検索サイトも、ユーザーが
欲しい情報を簡単に手に入れられるよう、アルゴリズムを進化さ
せてきました。そしてその進化は、従来のように形だけを整えた
SEO対策を淘汰し始めています。テキストや情報量を増やすこと
に腐心しても、真にユーザーに価値があると評価されなければ、
徒労に終わってしまう時代です。しかし、単に巨大で歴史のあるサ
イトに若いコンテンツでも十分に勝てるという意味では、Web担
当者にとって、大きな勝機を秘めています。

サイトのテキストやコンテンツを増やすことだけが
目的になってしまっていませんか？

あらゆるサイトに
共通するSEOの基礎

SEO対策の初心者や中級者が、まず
は何から始めるべきか、次に何をするべ
きかを、改めてチェックします。最新の
SEO事情を学び、最低限取り組むべき
ポイントを理解します。

原因の分析と
適したSEO対策

それぞれのWebサイトによって異なる目
的と課題に合った、SEOの方向性を探
ります。明確な答えがないといわれる
SEO対策の中で、自社サイトにおける
最善の施策を学びます。

本当に価値のある
ユーザー体験の作り方

テキストやページ数を充実させるのでは
なく、真に役立つコンテンツの作り方を
学びます。ユーザーと検索サイト、両方
から評価され、確実に成果を上げるため
のスキルを身に付けます。

アルゴリズムが進化している
からこそ激戦区にも勝機がある

実際に、激戦区といわれるキーワードで、運営開始からわずかな
期間で1位となったり、他のサイトに比べて少量のコンテンツで1
位をとっているサイトがいくつもあります。このような評価されるサ
イトを作ることができるのは、プロの業者だけではありません。検索
ユーザーと検索サイトが求める価値が何なのかをきちんと理解し、
それに合った情報を発信するスキルを身に付けることで、競合に
負けないSEO対策が可能になります。宣伝会議では、上記のよう
な知識、スキルを身に付けることはもちろん、Webマーケティング
の観点から、自社サイトに合ったSEO対策の手法を学ぶ「SEO
対策基礎講座」を開催します。

自社のSEOの課題をきちんと把握し
評価されるサイトの“価値”を作る

講座のポイント

下記のような方にオススメの講座です。

Point 1 Point 2 Point 3

ごく一般的な対策しか行えて
おらず、最新の動向などは把
握できてない。まずはこれ、と
いったような絶対押さえておき
たいポイントと、応用的な手法
も身に付けたい。

コンテンツSEOに取り組もう
としているが、自社の業態に
合った、魅力的な記事の作り
方が分からない。

資料請求や、問い合わせ件
数などの明確な目標が無いた
め、漠然としたSEOしかできて
いない。明確なアクションを取
りにくいサイトで、最適なSEO
とは何か。

SEOは地味で細かな作業が
多く、社内でもWebの価値を
十分に理解されていないた
め、作業が後回しになるな
ど、非協力的な現状である。



SEO戦略編

コンテンツ編
▶激戦区でも、短期で1位を獲得するコンテンツの作り方を伝授
自社サイトを、検索サイト内で上位表示させる1つの重要な要素と
して、ユーザーと検索サイトが求めるコンテンツの発信があります。
それは単に記事を増やすということではなく、ユーザーの質問や課
題を一発で解決するようなコンテンツを作成するということです。そ
のためには、キーワードツールを眺めるだけではなく、例えばSNSな
ど、さまざまな情報の中から、ユーザーが検索をする「意図」を理解
することが重要です。講座ではどの企業にも当てはまるSEO対策
として、コンテンツ強化の考え方と実施方法を学びます。

ユーザーにとって悩みを一発で解決するコンテンツ
とは、一言で言うと「専門的で、分かりやすく、信頼
できる」情報です。しかし分かりやすいといっても、
単に論理的であればよいというわけではありませ
ん。心理的に見やすい、読みやすいと感じられる記
事や、かゆいところに手が届いている安心感を
持ったコンテンツこそ、真にユーザーが望む情報で
す。また効果を見ながらリライトを重ねることで、
SEOの効果は相乗的に高まります。講座では、
SEOで確実な実績を上げる講師によるワーク
ショップを通して具体的なスキルを身に付けます。

©ウェブライダー

©アイレップ

今のGoogleは、検索ユーザーの悩みが
一発で解決するようなコンテンツが上位表示されやすい

担当者は数ある最新のSEO対策の中で
自社の課題に合った施策から優先順位をつけなければならない

▶自社のWebサイトに最適なSEOの方向性を定める
これまでのSEO業界では、どの企業にも当てはま
るSEO対策は存在していました。しかし近年では、
アルゴリズムの進化や、ブランドサイト・ECサイトな
どのWebサイトの多様化により、SEO対策もサイト
の目的や特徴に合わせて最適な施策を打つ必要
が出てきました。さらにスマートフォンでの接点まで
考慮すると、もはやSEO対策は、自社のWebサイト
に独自にカスタマイズした形で行うことが必須と言
えるでしょう。講座では今日の検索エンジン事情を
俯瞰的に理解するとともに、自社サイトに合った
SEOの戦略の立て方を学びます。

それぞれの企業のWebサイトによって最適なSEO対策
は、業種業態や規模ごとに異なるのはもちろんのこと、
Webサイトの成長段階によっても異なります。例えば、
導入期よりも、運用が一巡した成熟期のほうが一般的
に効果が大きいといわれています。よって、SEOの効果
を最大化するためには、自社のWebサイトがどのような
性質や課題があるかを分析した上で、施策に落とし込む
必要があります。講座では、自社のWebサイトのSEOに
おける設定すべきKPI、課題の発見方法、施策の優先
順位など、SEOのプロジェクトを進めるうえで重要なこと
を学び、具体的な施策に落とし込みます。

分かりやすく、信頼できる記事を書くための
具体的なスキルをワークショップを通して身に付ける

クローラビリティ (Crawlability)
・発信したあらゆるコンテンツを検索対象に

Webサイトの
成長段階ごとに、
力を入れる

ポイントを変えていく

クローラビリティ

全体的な
チューニング

アウトリーチ
（リンクxソーシャル）

アーキテクチャ
（情報設計）

コンテンツ

アクセシビリティ (Accessibility)
・機械でもコンテンツ理解・解釈可能に

関連性と品質、コンテンツ（Relevant & Quality Content)
・ユーザーに役立つコンテンツの継続的な開発と提供

エンゲージメントの構築 (Always-On & Engagement)
・消費者とブランドが接触できる継続的な機会を提供するためのサイト運営

評判と信頼の獲得 (Building Reputation)
・自分の領域での権威となる、「あのサイトね！」と認知してもらえる存在になる

発信と拡散・共有の促進（Content Distribution & Outreach)
・優れたコンテンツの情報を広範囲の生活者に届ける

Webサイトの成長段階ごとに力を入れるポイントを変えていく
同じ施策を行っても、A社よりもC社のほうが効果が大きい

SEO導入期 SEO運用期 SEO成果最大化期

 
 

 
  

A社
急な
上り坂

B社
緩やかな
上り坂

C社
下り坂



時間 講義内容 講師

ユーザー体験とSEOの関係／検索意図の種類／サイト移転時や新
規公開時のSEO ／課題の発見と施策の実施／近年注目されてい
る新たな活動

検索エンジンが好むコンテンツの傾向／検索ユーザーの意図（目
的）を考えぬく／検索ユーザーの意図に寄り添った情報を出す／信
頼されるコンテンツとは

テーマ

SEOの基本と実践第1部
約115分 益子 貴寛氏

松尾 茂起氏第2部
約200分

ユーザーと検索エンジンに評価される
Webライティングの極意

※講師・カリキュラム・日程は変更になる場合がございます。予めご了承ください。

カリキュラム

受講生の声
実務でやっていることの確認と、SEOに対する課題の再認
識ができた。社内のWeb・SEOに関する知見の底上げのた
めに学んだ内容を活用できる。

サービス　女性

SEOを考える時に、ユーザーファーストであるべき点とその理
由・背景もロジカルに理解できた。データも多く参考になっ
た。ワークショップもあり自社でも実際に取り組めると感じた。

IT　男性

現在のトレンドをベースに、具体的なコンテンツ作成のノウハ
ウを知ることができ有意義だった。SEOについて、学びたいと
思いながらも難しくて出来ていなかったことが、分かりやすく
学ぶことができ、実務に活かせると感じた。

製造業　男性

講師プロフィール
益子 貴寛氏　
株式会社サイバーガーデン
代表取締役

ウェブプロデュース／ディレクション、ウェブライティング、アクセシビリティ／ユー
ザビリティ、ユーザーエクスペリエンス、 SEO SEM 、 XML アプリケーションなど
を得意領域に、 Web サイトのコンサルティング、講義や執筆活動に従事。

松尾 茂起氏　
株式会社ウェブライダー
代表

関西学院大学経済学部を卒業後、音楽系の制作会社に勤務し、大手舞台音楽などの
制作に携わる。その後、2005年にフリーランスとして独立し、自身の楽曲のネット販売な
どをおこない、さまざまなプロジェクトを成功させる。その成功体験を活かし、10年に株式会
社ウェブライダーを設立。検索集客を軸としたWebマーケティングのコンサルティングやコ
ンテンツ制作を手がける。これまでにプロデュースした主なコンテンツは「沈黙のWebマー
ケティング」「沈黙のWebライティング」「美味しいワイン」など。沈黙シリーズは書籍化さ
れ、それぞれAmazonランキングのベストセラーに。セミナー講師としても、「CSSNite」や
「ad:tech」、宣伝会議「編集・ライター養成講座」などで登壇。Web制作に関わる方のた
めのセミナーイベント「CSSNite」では年間ベスト・スピーカー賞を4度獲り、殿堂入りを果
たす。音楽家としても活動しており、アーティストのライブサポートや、各種テーマソング制
作、「国民文化祭 京都」などのイベントや京都の貴船神社などに楽曲を提供。

講座概要

お申込みはWebから またはこちらまで
FAXにてお送りください ０３－3475－3033

〒

TEL

申込形態　①企業申込（請求書を発行します） 　②個人申込

お振込み先          三菱 UFJ 銀行　青山支店　普通　1145602　口座名義：株式会社宣伝会議
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所属部署

所属部署

役職

役職

生年月日

生年月日
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TEL：03-3475-3030  E-mail：info-educ@sendenkaigi.com   www.sendenkaigi.com/class/
株式会社宣伝会議　〒107-8550 東京都港区南青山3丁目11番13号
■お問合せ

 　  　　　 年　　   月　　  日　

  　 　　　 年　　   月　　  日　

※受講は受講者本人に限ります。他人に貸与・譲渡することはできません。尚、同一の講座を別々の方に受講いただくことは禁止としております。※お申込み後のキャンセルは原則承っておりません。※万一、受講前に受講予定
の方の参加ができなくなってしまった場合は、事務局までお問合せください。同一講座の受講中において、参加者の途中変更はできません。※一旦納入された申込金・受講料は、受講前・受講途中にかかわらず、いかなる理由で
あっても払い戻しや次期への振り替えはできません。※天候不順によるアクシデントや講師の都合、受講者数が一定数を下回った場合等、諸事情により直前に開講日程が変更・中止となる場合がございます。その際、交通・宿泊
費等の保証はできかねますのでご了承ください。※弊社と発注者は互いに暴力団、及びその他の反社会的勢力に該当しないことを表明・確約します。万が一、上記に反していることが判明した場合には、直ちに無条件で本契約
を解除します。※弊社と同様の教育講座を開催している企業、人材紹介業、受講生への営業・勧誘等を目的とするご受講等に関しましては、審査の上、お申し込みをお断りする場合がございます。また、お申し込みから審査まで
の間に、ご請求書類の発送など、決済処理の進行が行われる場合がございます。あらかじめご了承ください。※本申込書により㈱宣伝会議が取得した個人情報は受講手続きや各種連絡、講座運営、ダイレクトメールなどの方法
で出版物や講座、イベントのご案内等をお送りするために利用します。プライバシーポリシー（https://www.sendenkaigi.com/privacy/）をお読みいただき、同意の上、お申し込みください。
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WEB申込
FAX申込

すぐご受講いただけます
受講環境の設定に関する手続きのため 1週間ほどお時間がかかります

●開催日程 ： 申込後7日間 終日視聴可能 ●受講料金 ： 54,000円（税込 59,400円） ※申込金5,000円（税込 5,500円）を含みます
●講義会場 ： 宣伝会議オンライン上での視聴 ●受講定員 ： なし
●受講対象 ： 企業のWeb、SEO担当の方、Webに関わる広告業界の方
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