SEOの基礎作り - ディレクトリ登録で大手ポータルサイトからリンク アクセスアップに必要な SEO（検索エンジン最適化）は基礎作りが大切です。
インターネットユーザーの 90% 以上が、検索サイトで情報を検索してホームページにアクセスします。
ディレクトリ登録で SEO の基礎をしっかりと作り、検索結果の上位表示を目指しましょう！ SEO はホームページのアクセスアップ・繁盛に繋がります。

SEO の基礎作り

- 大手サイトとリンク -

検索ロボットがホームページを巡回（クロール）して、それぞれの
ホームページに点数をつけています。
このロボットがつけた点数によって、検索結果の順位は決められて
います。
検索ロボットは、ホームページからホームページへとリンクを辿っ
て渡り歩いているので、ホームページ同士のリンク（外部リンク）が
必要になります。
ただ単にホームページのリンクを増やせばいいというものではなく、
検索ロボットが高い点数をつけたホームページ（重要な情報が載っ
ているホームページ、大手のホームページ）からリンクされている
ホームページは、高い得点を得ることができ、検索ロボットの
クロール頻度が高まるといわれています。
どんなに更新を頑張っても、検索ロボットがクロールしてこなけれ
ば、ホームページに点数をつけてもらえません。

大手ホームページとリンクをすることが SEOの基礎作りです。

① 大手サイトとリンクすることが大切で す！
② 検索ロボットのクロール頻度が高くなりま す！

90点
85点

80点
95点
65点

必要不可欠なディレクトリ登録！
登録必須！国内最大級のユーザー数を誇る超巨大ポータルサイト

Yahoo! ビジネスエクスプレス

Y

1 日 14 億ページビューを誇る、日本最大級の超巨大ポータルサイト Yahoo!JAPAN。
Google ページランクは常に 8 以上という、日本のインターネットビジネスにおいては無視することのできない重要なサイトです。
Yahoo! ビジネスエクスプレスは、Yahoo! カテゴリ（ディレクトリ）に登録するためのホームページ審査サービスです。
検索サイトとしても日本国内では利用数トップシェアを誇り、Yahoo! 検索での SEO 対策では Yahoo! ビジネスエクスプレスでの
Yahoo! カテゴリ（ディレクトリ）登録は必須です。
各種法令に即した厳しい審査がありますが、審査を通過すれば「安心できるサイト」としても認められます。
登録審査費用：52,500
55,000 円〜※

SEO対策を加速させ、他社と差をつける！一括ディレクトリ登録サービス！
国内大手のポータルサイトに一括登録

ユーザー数が多く幅広いジャンルのサイトに一括登録

クロスレコメンド

X

goo、excite などの国内大手のポータルサイトをはじめとして、
ODN、nifty、OCN などのプロバイダサイトのディレクトリに
一括でホームページを登録できるサービスです。
クロスレコメンドで登録されるサイトのページランクはすべて
6 以上。検索結果の上位表示に有効な、質の高い外部リンクを
得ることができます。
※
44,000 円〜
登録審査費用：42,000

goo

excite

ODN

@nethome

Woman excite

@nifty

hi-ho

eo

OCN

BIGLOBE

BBIQ

ZAQ

75点

右手に 夢 を左手に パソコン を！

あなたに IT革命を起こそう！

J エントリー

J

livedoor、Fresheye などの国内大手のポータルサイトをはじめ
として、TBS、Gyao などのエンターテイメントサイトなどの
ディレクトリに一括でホームページを登録できるサービスです。
J エントリーで登録されるサイトのページランクはすべて
6 以上。検索結果の上位表示に有効な、質の高い外部リンクを
得ることができます。
※
44,000 円〜
登録審査費用：42,000

au one

※価格は全て税込みです。
サイトの内容によっては価格が異なります。
登録審査費用は審査に必要なものであり、ディレクトリ登録を保証するものではございません。

ITサポートセンター
〒468-0058

タッチ

ソフト ウェア・プログラムの開発、販売
ホームページ制作・ＷＥＢ関連業務

ＳＥＯ対策
（Ｊ−ＷＯＲＤ、
ＯＶＥＲＴＵＲＥ）
・顧客情報保護対策
顧客管理（データ入力）

WEB事業部

愛知県名古屋市名東区松井町 296-4

TEL 050-1801-8355 FAX 050-3177-0920

ホームページアドレス

www.touch.co.jp

メールアドレス

info@touch.co.jp

禁無断転用

Yahoo! ビジネスエクスプレス

- ホームページのプロモーションはここからスタート！ -

日本一のポータルサイト Yahoo! JAPAN への登録で SEO 対策とサイト認知度アップ！
日本のインターネットユーザーの 90% 以上が利用する日本最大のポータルサイト Yahoo! JAPAN。日本のインターネットビジネスにおいて無視することのできない存在です。
Yahoo! ビジネスエクスプレスで Yahoo! カテゴリにホームページを登録することで、SEO対策とサイトの認知度アップにつながります。ホームページのプロモーションの第一歩です。

Yahoo!ビジネスエクスプレスのメリット
メ リット ①

審査の流れについて
登録

※モバイルサイトも共通

登録不可

（結果通知）

（結果通知）
タイトル、コメントなど変更依頼
（初回審査 OK 時のみ）

SEO 対策で差がつく！

無料

サイトの再審査

（30日以内の1回にかぎり無償）

サイトの再審査

チェック OK

※タイトル、コメントは必ずしも
希望するものに変更されるとは限りません

チェック NG

登録

（結果通知）

登録不可

（結果通知）

Yahoo!カテゴリ（モバイル版 Yahoo!カテゴリ）に登録

サイトの信頼度アップ！

Yahoo! カテゴリへの登録には、各種法令に基づいた Yahoo! 独自のコンプライアンス
基準とユーザビリティに則した、厳正なホームページ審査を通過する必要があります。
「Yahoo! カテゴリへ登録される」ことは、信頼度の高いホームページとしてのプロ
モーションに直結します。

無料

（30日以内の1回に限り無償）

Yahoo! カテゴリに登録されることで、Yahoo! からのリンクを得ることができます。
Yahoo! 検索の検索ロボットが早期に、確実にクロール（巡回）するようになります。
ホームページの更新情報が定期的に検索エンジンに認識されることで、SEO 対策の
成果が確認しやすくなります。さらに Yahoo! からの被リンクの評価がされるため、
Yahoo! カテゴリ未登録サイトとは SEO 対策で大きな差がつきます。

メ リッ ト ③

チェック NG

（7営業日以内に完了）

Yahoo! カテゴリでのキーワード検索や、Yahoo! 検索の「登録サイト検索」
（モバイル版は「カテゴリ検索」
）で、キーワードと合致した場合に検索結果として
表示されます。1 日平均 15 億ページビューを誇る日本最大のポータルサイト、
Yahoo! JAPAN においてホームページへのアクセス経路を増やすことで、
サイトへの訪問者数アップが期待できます。

メ リット ②

サイトの審査

チェック OK

サイトへの訪問者数アップ！

- お申し込みから登録までの審査の流れ -

ご利用料金について
１ 初期費用のみ！ ２ 登録維持手数料ナシ！ 3 変更・更新料不要！

Yahoo! ビジネスエクスプレスに必要な料金は、ホームページ審査費用のみです。
登録維持手数料や変更・更新料が不要なので、長期的には高い費用対効果が期待できます。

Yahoo! カテゴリ登録の注意点

※PC サイト掲載例

右手に 夢 を左手に パソコン を！

※モバイルサイト掲載例

あなたに IT革命を起こそう！

・ホームページ審査を通過する必要がありますので、ホームページの修正が必要になる場合もございます。
・ご利用料金はあくまでもホームページ審査費用です。カテゴリ登録を保証するものではございません。
・カテゴリ登録後、ホームページ表記において Yahoo! JAPAN が不適切と判断した場合は、事前の告知
なくカテゴリ掲載の中止や、カテゴリ・タイトル・コメントなどの変更を行なう場合もございます。
ITサポートセンター
〒468-0058
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ホームページ制作・ＷＥＢ関連業務
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