
google上位表示

SEO対策タグ決めによる成果事例
（2023年1月現在）

弊社では、お客様のWebサイトを制作する際、

titleタグにどのキーワードをもってくるか熟考し決めています。

理由として

①google上位表示させるための最重要ポイントである。

②SEO対策の中で最も労力パフォーマンスが高い。

この2つがあげられます。

「title」「h1」「meta name=“description」タグ

これらを変えるだけでgoogle表示順が大きく変わります。

自社サイトのタグに何が記述されているか確認してみてください。

●確認方法

マウスを画像以外のページ内に合わせ右クリック

→「ページのソースを表示」をクリック

→ソースの中にある「title h1 meta name=“description」を確認

Googleの検索方針に

「ユーザーの皆様が求めている情報を提供する」

「関連性と信頼性の高い情報を提供し続けることができているかを計測する」

とあります。

方針に沿ったページ制作とは

１、まずは、お客様視点に立ったページ作りをする。

２、ページ完成後、ページで紹介したい情報に関連したタグにする。

小手先のSEO対策ありきでページ制作するのではなく、

お客様が知りたい情報を掲載し、それをぜひ見てほしいという想いでタグを作る。

これが現在のSEO対策の根幹です。

弊社で制作したWebサイトの

SEO対策タグによる成果事例をいくつか紹介します。

まだ思うように成果を出せていないサイトもありますが、

日々、表示順を観察し次に生かせるようSEO対策をアップデートしています。



みんなの脱炭素セミナー

2021年9月

ランディングページ制作

https://es-jpn.com/seminar/

Google検索成績

「脱炭素化 セミナー」 1位

「脱炭素 セミナー」 2位

「脱炭素 無料セミナー」 1位

「脱炭素化×セミナー」

２つのビッグワードの組み合わせで

上位表示を狙いました。

タグの内容

title （最重要 ページ名 googleタイトル表記 30文字がベスト）

脱炭素化 無料セミナーのことなら「みんなの脱炭素セミナー」

h1 （重要）

脱炭素化のプロ（診断件数No.1）による脱炭素化の取組事例、補助金活用など実践的なセミナーを
開催！参加無料

meta name=“description （重要 ページ紹介 googleタイトルの下に表記）

脱炭素化のプロが取組事例の紹介、補助金活用など実践的な脱炭素化セミナーを開催 参加無料 環
境省CO2削減ポテンシャル診断件数No.1実績にもとづいた実践的なセミナー。初級、中級、上級な
ど脱炭素化ステージに応じたセミナーをラインナップ。みんなの脱炭素セミナー運営 株式会社ESJ 
株式会社エネルギーソリューションジャパン

meta name=“keywords （キーワードタグ）

脱炭素化セミナー, 無料セミナー, みんなの脱炭素セミナー, 環境省CO2削減ポテンシャル診断件数
No.1, 株式会社ESJ, 株式会社エネルギーソリューションジャパン, 脱炭素経営, SBT, ESG投資, 
TCFD, サプライチェーン, 補助金活用, 取組事例, 無料相談, オンラインセミナー

https://es-jpn.com/seminar/


中小企業のSBT.com

2022年5月

ランディングページ制作

https://es-jpn.com/seminar/sbt/

Google検索成績

「中小企業SBT」 3位

「中小企業SBT申請」 1位

「 SBT申請」 3位

「中小企業SBT」「中小企業SBT申請」

で上位表示を狙いました。

タグの内容

title （最重要 ページ名 googleタイトル表記 30文字がベスト）

SBT申請サポート 中小企業のSBTドットコム

h1 （重要）

中小企業向けSBT申請サポートのことなら株式会社エネルギーソリューションジャパンにおまかせ
ください

meta name=“description （重要 ページ紹介 googleタイトルの下に表記）

中小企業向けSBT申請サポートなら株式会社エネルギーソリューションジャパンにおまかせくださ
い。パリ協定が求める水準と整合した温室効果ガス排出削減目標設定のお手伝いをします

meta name=“keywords （キーワードタグ）

中小企業向けSBTの申請サポート, 株式会社エネルギーソリューションジャパン, 株式会社ESJ, パリ
協定, 温室効果ガス排出削減目標設定, 科学的根拠に基づいた目標設定, 脱炭素化経営；環境問題に
取り組む企業, SBT（Science Based Targets）, 中小企業向けSBTの削減範囲, Scope1、2の排出量
のみ

https://es-jpn.com/seminar/sbt/


アサ電子工業株式会社

2019年6月

公式ホームページ

＋製品別ランディングページ制作

https://www.asadenshi.co.jp/

各ランディングページの

Google検索成績

「カップリング」 30位～

「磁気近接センサ」 2位

「高精度シリンダセンサ」 1位

「高精度タッチスイッチ」 2位

「マイクロ電磁ブレーキ」 1位

ランディングページのtitle名で上位表示を狙いました。

タグの内容（高精度シリンダセンサの場合）

title （最重要 ページ名 googleタイトル表記 30文字がベスト）

磁気近接センサ - カップリングのアサ電子工業 センサ ブレーキ タッチスィッチ

h1 （重要）

磁気近接センサ製品のカタログ ダウンロードできます

meta name=“description （重要 ページ紹介 googleタイトルの下に表記）

磁気近接センサ、カップリング製品、ブレーキ、タッチスィッチのアサ電子工業株式会社

https://www.asadenshi.co.jp/


三宅綜合会計事務所

2020年9月

ホームページ制作

https://miyake-accounting.com/

Google検索成績

「横浜 起業 会計士」 1位

「起業 会計士 横浜」 1位

「横浜 起業 税理士」 5位

「横浜」「起業」「会計士」「税理士」

で上位表示を狙いました。

タグの内容

title （最重要 ページ名 googleタイトル表記 30文字がベスト）

横浜の税理士 公認会計士事務所 起業・創業専門の三宅綜合会計事務所

h1 （重要）

横浜で起業・創業・独立をお考えなら税務調査対応とＩＴに強い税理士 公認会計士の三宅綜合会
計事務所におまかせください

meta name=“description （重要 ページ紹介 googleタイトルの下に表記）

横浜で起業・創業・独立をお考えなら税務調査対応とＩＴに強い真面目で誠実な税理士 公認会計
士の三宅綜合会計事務所におまかせください。納税業務 節税対策 資金繰り 販路開拓など起業
家に寄り添い伴走支援します

meta name=“keywords （キーワードタグ）

三宅綜合会計事務所,税理士,公認会計士,横浜,起業,創業,独立,税務調査対応に強い,真面目,誠実,ＩＴ
に強い,納税業務,節税対策,資金繰り,販路開拓,伴走支援,無料相談,特別顧問料金

https://miyake-accounting.com/


株式会社共栄測量設計社

2019年5月

ホームページ制作

https://www.kyoei-sv.net/

Google検索成績

「地上計測」 3位

「地上 地下計測」 2位

「地上 地下 水中計測」 1位

「地上計測」「地上 地下計測」

「地上 地下 水中計測」で上位表示を狙いました。

タグの内容

title （最重要 ページ名 googleタイトル表記 30文字がベスト）

株式会社共栄測量設計社 地上計測、地下計測、水中計測 埋設管・空洞調査

h1 （重要）

特殊な計測機器も多数保有。地上、地下、水中計測、その他難しい計測もおまかせください

meta name=“description （重要 ページ紹介 googleタイトルの下に表記）

特殊な計測機器も多数保有。地上、地下、水中計測、その他難しい計測もおまかせください

meta name=“keywords （キーワードタグ）

株式会社共栄測量設計社, 地上計測, 地下計測, 水中計測, 埋設管・空洞調査, 地下埋設管配管位置計
測システム, ボアホールレーザースキャナー, 特殊な計測機器も多数保有, 維持管理メンテナンス, 高
所・遠隔地・森林内・トンネル計測, 遺跡調査, 海底調査, 河川構造物の損傷調査, 橋脚・ダム・河床
の洗掘調査, 海底文化財の調査, 信号柱・路面境界線部の腐食損傷診断, 壁面のひび割れ計測

https://www.kyoei-sv.net/


高所Jidoribo-Pro

株式会社フジタ・ジャパン

2017年8月

ランディングページ制作

http://jidoribo-pro.jp/

Google検索成績

「高所 写真撮影」 1位

「高所 撮影」 4位

「高所 動画撮影」 1位

「高所 自撮り棒」 1位

「高所 写真撮影」「高所 撮影」「高所 動画撮影」で上位表示を狙いました。

タグの内容

title （最重要 ページ名 googleタイトル表記 30文字がベスト）

高所からの写真撮影、動画撮影ができる自撮り棒

h1 （重要）

高所撮影による点検、高所からの写真撮影、動画撮影が簡単にできます

meta name=“description （重要 ページ紹介 googleタイトルの下に表記）

高さ8ｍ超からの撮影が簡単にできる。高所の点検、高所からの撮影、空撮が簡単にできるドロー
ン不要の高所撮影Wi-Ｆi自撮り棒

meta name=“keywords （キーワードタグ）

高さ8ｍ超からの撮影が簡単にできる。高所の点検、高所からの撮影、空撮が簡単にできるドロー
ン不要の高所撮影Wi-Ｆi自撮り棒

http://jidoribo-pro.jp/


東京都の開業助成金

東京都中小企業振興公社

2022年6月

ホームページ制作

https://wakajo-shotengai.com/

Google検索成績

「東京 商店街 開業助成金」 7位

「都内 商店街 開業助成金」 8位

「東京 商店街 開業助成金」で上位表示を狙いました。

タグの内容

title （最重要 ページ名 googleタイトル表記 30文字がベスト）

都内商店街での開業助成金 東京都中小企業振興公社

h1 （重要）

都内商店街での開業助成金 東京都中小企業振興公社

meta name=“description （重要 ページ紹介 googleタイトルの下に表記）

東京都内の商店街で開業・独立する方への助成金「若手・女性リーダー応援プログラム助成事業 商
店街起業・承継支援事業」申請から開業までの流れ、募集要項について紹介します。店舗の家賃 改
装費 新装費 工事費 広告費などに使える東京都中小企業振興公社の助成金です

meta name=“keywords （キーワードタグ）

都内商店街,開業助成金,東京都中小企業振興公社,若手・女性リーダー応援プログラム助成事業,商店
街起業・承継支援事業,東京都内商店街,開業・独立・起業,助成金,申請から開業までの流れ、募集要
項について紹介,店舗家賃,改装費,新装費,工事費,広告費,東京都助成金

https://wakajo-shotengai.com/


障がい者専用写真スタジオ

STUDIO-W

2015年5月 2022年5月リニューアル

ホームページ制作

https://studio-w.org/shougai/

Google検索成績

「障がい者 写真撮影」 1位

「障害者 写真撮影」 1位

「障がい者 成人式撮影」 1位

「車いす 写真撮影」 5位

「障がい者 写真撮影」「障害者 写真撮影」「障害者 成人式撮影」で上位表示を狙いました。

タグの内容

title （最重要 ページ名 googleタイトル表記 30文字がベスト）

障がい者・児の写真撮影｜障害者の写真スタジオならスタジオＷ 成人式写真、七五三 着付け 着物
車椅子で撮影 横浜 東京 神奈川

h1 （重要）

障がい者・障がい児の写真撮影は出張可能なスタジオＷへお任せください

meta name=“description （重要 ページ紹介 googleタイトルの下に表記）

リニューアル時ナシのまま

meta name=“keywords （キーワードタグ）
リニューアル時ナシのまま

https://studio-w.org/shougai/
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