広告 SEOを無視
革命 した集客

実績多数 ほどんどのお客様に高評価、満足いただけました

SEO対策会社様にも
ご愛顧頂いています

トラフィック SEO 対策で
集客 UP! 検索上位表示 !!
国内の IP と数千種類のデバイスを使ったトラフィック。
アクセス数がなかなか伸びないという方に。

❶トラフィック ( 交通 ) があると、
検索エンジンはそのサイトを評価
して上位化しやすい！

❷アナリティクスにアクセス数が
しっかり残るッ！スマホやタブ
レットからの質の良いアクセス！

検索した時に上位化しているサイトはユーザーの評価より人気サイトと位置付けされますので当然アクセス「トラフィック」が多いサイトと言えます。
検索エンジンの評価として、アクセスが多いサイトはユーザーの求めているサイトと判断されやすい傾向があるため、順位アップには質の高い外部
からのトラフィックが必要不可欠です。せっかく作ったサイトも人が集まらなければ” 存在しない” に等しいといっても過言ではありません。
つまり上位を目指すのであれば、内部対策はもちろん、外部からの “票” が大事です。

本サービスの一番の特徴は検索パラメーターを持ってアクセスさせることです。

とにかくなんでもいいからトラフィックの数を多く与えれば

PC やタブレット、携帯電話などから純粋に国内の IP で現実的な数字にて

SEO 的にも評価されるのか？

トラフィックを与えます。

「１日数千のアクセスを与えれば良いのではないか」のように、
闇雲にトラフィックエクスチェンジなどを用いた海外やローカル
の IP からのアクセスでは評価が高いわけがありません。
過度にトラフィックを与えても、逆にスパム行為とみなし、
順位が下がるのは必然です。

対策方法
❶ Yahoo! または Google 検索より指定のワードを検索

GoogleAnalytics より
アクセスを確認

❷ 検索語、1 〜 9 ページ目にあるサイトまで巡回して

● 本当に指定のワードでユーザーが

指定のサイトにページ遷移

訪れてきているのかチェック。

❸ サイト内を 1 ページ巡回して離脱
※有料オプション設定により巡回数は変更可

施策に

必要な情報

●検索キーワード

例）表参道＿美容室

●上位希望サイトＵＲＬ

例）www.○○○○.co.jp/

のＳＥＯスナイパー

「大切なのはアクセスする側の質です。
」

上位化したいワード で 狙い撃ち

伝説

ただトラフィック与えるだけでは
スパム ( 逆効果 ) です

こん な 悩 み は ありませんか？？
SEO 対策はやり尽くした………
被リンクとは別な有効策がないか………

アクセスが伸びないとクレームを言ってくる
クライアントへの説明を行いたい………

※「SEO を保証するものではなく、実際にサイトをゆらすことを行う」

４つの特徴

「広告を出しても店舗に魅力がなければマイナス要素になる場合も稀にある」
と、 薬の処方箋みたいに副作用的なものも伴う事もあります。

❶ 簡単で安価

❷ 極端な数のアクセスは行ないません

検索ワードとサイトを指定するだけ！

過剰なトラフィックは、逆にスパ

月額 ￥30,000

ム行為と見なし順位降下してしま

最短１ケ月契約

〜 のバリュープライス

❸ 国内 IP なので安心

います。

❹ 自然検索
上げたいキーワードで、実際に

セスではなく質が高いです。

検索をしてからアクセス。お気

１位のサイト

海外やローカルの IP からのアク

に入りなどダイレクト検索じゃな
いので自然です。

検索したワードを持った状態で流入！
あるキーワード ( 例えば「表参道

ケーキ」) を検索した時に、１位のサイ

ト（お店）ではなく５位のサイト（お店）にアクセスが集中したら（行列
ができた）どう思いますか？ 当然皆さんは５位のサイトの方が人気なので
は？あっちの方がすごいんじゃ・・・って思いますよね。Google も同じです。

お客様の声

５位のサイト

１位よりも５位の方がユーザーが求めているサイトならこっちを上にもってい
こうと思うのは自然ですよね？

美容室さま

10 日前は 50 位程でしたが昨日 10 位アップ、本日 21 位アップと急激に上がり感激しております。

■トラフィック SEO 成功事例

これまでに対応させていただいた数は 300 件以上！
実績の数々をお客様の声と合わせて一部ご紹介させていただきます。すべてがすべて順位上昇するわけではありませんが、サービス
にご満足いただけている（順位上昇している）お客様は多数！長期間にわたる経験よりその成功確率は確実に伸ばしてきております！

順位計測レポート

検索順位アップ !
7 月 24 日

Yahoo! 48 位

7 月 30 日

Yahoo! 27 位

Google 27 位

Google 49 位

美容室系
いつも通りいいサービスでした。もし
可能であれば、モバイルからのアクセ
スとかのサービスもあるととても嬉し
いです。またよろしくお願い致します。
この度はご利用いただきありがとうご
ざいました。またのご利用お待ちして
おります。
Ark Holdings Co., Ltd.

順位計測レポート

検索順位アップ !

8 月 19 日

学習塾系

Yahoo! 44 位

本日も順位がアップしました。驚愕し
ています。ありがとうございます！十分
なアクセスをいただき、ありがとうござ
いました。
お世話になっております。早々に効果
が出て良かったです。トラフィックだけ
でなく、サイトの内容が良いというの
Ark Holdings Co., Ltd.

もあります。

8月9日

Yahoo! 圏外

Google 64 位

Google 39 位

順位計測レポート

検索順位アップ !

8月4日

Yahoo! 8 位

7 月 31 日

Yahoo! 15 位

ブランド品買取系
グーグルで「ブランド

買取

福 岡」

Google 10 位

Google 16 位

で 10 日前は 50 位程でしたが
昨日 10 位アップ、本日 21 位アップと
急激に上がり感激しております。
お世話になっております。早々に効果
が出て良かったです。トラフィックだけ
でなく、サイトの内容が良いというの
Ark Holdings Co., Ltd.

もあります。（構文の作りやコンテンツ
など評価をうけやすいものは成果が見
えやすいです）

順位計測レポート

検索順位

1 位 獲得 !
マッサージ系

やりました！！
見事に一位を獲得しました！！

Yahoo! 8 位

Google 12 位

ありがとうございました。

順位確認しました。８位⇒１位おめでと
うございます。トラフィックだけではな
く、サイトの質が良かったことが大き
Ark Holdings Co., Ltd.

な要因かと思います。

※特定を防ぐ為、検索ワードなど詳細な情報は
差し控えさせて頂きます。

Yahoo! 1 位

Google 1 位

