


全⽇本SEO協会へようこそ！
Welcome to All Japan SEO Association

全⽇本SEO協会へのご⼊会ありがとうございます。

このSEO成功ロードマップでは⼊会後どこから何をすれば最短でSEOの成功を実現できるか、その⼿
順を解説します。

今のあなたの状況は・・・

⼀通り協会のソフトの種類と使いみちを知りたい

SEOの全体像、基礎知識を１から学びたい

P.6へ

P.8へ

どんな検索キーワードが集客出来るかを知りたい

最新のSEOの動向を知りたい

P.8へ

P.8へ

すぐに出来るSEOを知りたい

サイト内部の改善⽅法を知りたい

P.9へ

P.9へ

上位表⽰するコンテンツの作り⽅を知りたい P.10へ

SEOに効果のあるブログを運営したい

外部サイトからの被リンクを増やしたい

P.10へ

P.11へ

SNSでの集客とSEOに役⽴てる⽅法が知りたい P.11へ

会員サイトの使い⽅を知りたい P.4へ



モバイルファーストインデックス対応をしたい

レスポンシブWebデザインのサイトを作りたい

P.12へ

P.12へ

成約率の⾼いページを作りたい

Googleアナリティクスの使い⽅を知りたい

P.13へ

P.13へ

サーチコンソールの使い⽅を知りたい

Googleからのペナルティーを回復したい

P.13へ

P.14へ

ライバルサイトを調べたい P.14へ

YouTube動画を使って集客したい

SEOの質問をしたい

P.14へ

P.15へ

⾃社サイトの相談をしたい P.15へ

Googleの特許情報を知りたい P.14へ



会員サイトの使い⽅を知りたい
会員様専⽤サイト https://www.ajsa-members.com/ には⼊会にメールで送られてきた会員IDとパスワードを⼊
⼒するとログイン出来ます。（未着または削除してお⼿元にない場合は協会までご連絡下さい）

ログインすると・・・
Aコース会員は
①⽉刊ニュースレター「MONTHLY SEO REPORT」の最新号とバックナンバー全て
https://www.ajsa-members.com/seo-news/
②週刊SEOビデオニュースの最新動画と全ての動画
https://www.ajsa-members.com/weekly_video/
③SEO初級ビデオ講座（約１０分の動画が２０本）
https://www.ajsa-members.com/biginners_seovideo/
④Google特許情報SEOリサーチカンファレンスの動画
をご利⽤出来ます。

Bコース会員は、Aコースの情報全て（①②③④）の他に、
⑤鈴⽊将司とのグループコンサルティング「サイトクリニック」の参加お申込み
https://www.zennihon-seo.org/siteclinic.html
⑥SEO質問広場（SEO質問コーナー）への質問投稿
https://www.ajsa-members.com/qa/
⑦SEO実践マニュアルの閲覧
https://www.ajsa-members.com/seo-manual/
⑧SEO講習会の動画視聴
https://www.ajsa-members.com/koushuukai/
⑨⼈気セミナー動画の視聴
https://www.ajsa-members.com/seminars/
⑩ブログクリエイター（ブログ設置ソフト）の設置
https://www.ajsa-members.com/seo-tool/blogcreater/
が出来ます。

Cコース会員は、Aコースの情報全て（①②③④）とBコースのサービス全て（⑤⑥⑦⑧⑨⑩）と
⑪サイト内部診断ツール「SEOロボットドクター」
https://www.ajsa-members.com/seo-tool/seo-robotdoctor/
⑫競合サイトの外部要因調査ツール「SEOスコープ」
https://www.ajsa-members.com/seo-tool/seo-scope/
⑬競合サイトの内部要因調査ツール「SEOヴィジョン」
https://www.ajsa-members.com/seo-vision/
⑭モバイルサイト閲覧ツール「ツインビューア」
https://www.ajsa-members.com/seo-tool/tw/
⑮無料レンタルサーバ「国内IPサーバー50台」
https://www.ajsa-members.com/seo-tool/ip50/
⑯業種別レシポンシブWEBデザインのテンプレート30種類（WordPressテンプレートも）
https://www.ajsa-members.com/seo-tool/webdesign/
等のソフトのダウンロード、サーバの設定が出来ます。
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詳細 P.8

詳細 P.7

詳細 P.6,7

会員サイトのご利⽤⽅法、ソフトの活⽤⽅法、インストール⽅法等ご不明の点がございましたらお気軽
にお問い合わせ下さい。お問い合わせフォーム：https://www.zennihon-seo.org/mail.html
サポートダイヤル：東京本部:03-3519-5315
⼤阪本部:06-6133-5779 <受付時間>平⽇9:30〜17:30 ⼟⽇祝祭⽇はお休みです。

詳細 P.15

詳細 P.12

詳細 P.9
詳細 P.13



①

⑦

②

③

⑩

⑥

⑤

https://www.ajsa-members.com/

⑪

⑫

⑭

⑮
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⼀通り協会のソフトの種類と使いみちを知りたい
協会のソフトは・・・

（１）サイトの内部を診断して⾃社サイトの改善点を知るソフト
（２）競合サイトと⾃社サイトの内部要因を⽐較調査して改善点を知るソフト
（３）競合サイトと⾃社サイトの外部要因を⽐較調査して改善点を知るソフト
（４）モバイルサイトをパソコンで⾒るソフト
（５）サイトのコンテンツを増やすソフト
（６）たくさんのサテライトサイトを公開するためのレンタルサーバ

の６種類があります。
これらを使うことによりスピーディーに、低コストでSEOの作業を⾏うことが可能になります。

（１）サイトの内部を診断して⾃社サイトの改善点を知るソフト

検索順位がなかなか上がらない原因の１つがサイトにあるページに品
質上の問題があることです。

Googleは品質の⾼いサイトを⾼く評価します。そのためサイトの検索
順位を上げるにはサイトの品質を⾼める必要があります。
しかし、⾃社サイトのどこにどのような品質上の問題があるかを知る
にはSEO技術の知識と豊富な経験が必要です。

SEOロボットドクターを使えばSEO初⼼者でもそうした複雑な作業をし
なくても全⾃動で⾃社サイトの問題点が⾒つかります。

⑪サイト内部診断ツール「SEOロボットドクター」の詳細、ダウンロード情報、サポート情報
https://www.ajsa-members.com/seo-tool/seo-robotdoctor/

（２）競合サイトと⾃社サイトの内部要因を⽐較調査して改善点を知るソフト

Google上位表⽰には⼗分な⽂字数、キーワードの⽐率、重要なタグの
使⽤、タイトルタグやメタディスクリプションの適切な記述等の内部
最適化が必要です。

SEOヴィジョンを使うと競合サイトと⾃社サイトの内部最適化の違いが
数値化されるので、⾃社サイトの内部最適化に何が⾜りないのかが瞬
時に⾒えてきます。

そして⾃社サイトに⾜りないものを充実させることにより上位表⽰を
最短で⽬指せます。

⑬競合サイトの内部要因調査ツール「SEOヴィジョン」の詳細、ログイン情報、サポート情報
https://www.ajsa-members.com/seo-tool/seo-vision/ 
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（３）競合サイトと⾃社サイトの外部要因を⽐較調査して改善点を知るソフト

（４）モバイルサイトをパソコンで⾒るソフト

（５）サイトのコンテンツを増やすソフト

（６）たくさんのサテライトサイトを公開するためのレンタルサーバ

「SEOスコープ」を使うとライバルサイトの流⼊キーワードや流⼊元、
SNSの活⽤状況、全世界でのアクセス順位、サイト滞在時間、平均ペー
ジビュー、直帰率、被リンク元等を知ることが出来ます。

これらのデータと⾃社サイトのデータを⽐較することにより⾃社サイ
トのどこをどのように改善すれば良いかが⾒えてきます。
SEO初⼼者でも使いこなせるように、具体的な改善⽅法は協会のPDFマ
ニュアルや活⽤動画、Q&Aコーナー等で強⼒にバックアップします。

⑮無料レンタルサーバ「国内IPサーバー50台」の詳細、設定お申込み、サポート情報
https://www.ajsa-members.com/seo-tool/ip50/

⑩ブログクリエイター（ブログ設置ソフト）の詳細、ダウンロード情報、サポート情報
https://www.ajsa-members.com/seo-tool/blogcreater/

⑭モバイルサイト閲覧ツール「ツインビューア」の詳細、ログイン情報、サポート情報
https://www.ajsa-members.com/seo-tool/tw/

⑫競合サイトの外部要因調査ツール「SEOスコープ」の詳細、ログイン情報、サポート情報
https://www.ajsa-members.com/seo-tool/seo-scope/

このソフトをブラウザにインストールするとモバイルサイトを左型に、
PCサイトを右側に同時に表⽰して⽐較できます。このソフトを使って
モバイルファーストインデックスへの対応をスムーズに実現しましょ
う。

⾃社サイトにこのブログ設置ソフトをインストールすると簡単にコン
テンツを増やせるようになります。100種類当超のデザインから、お好
きなデザインをお選びいただけます。シンプルなソフトなので設置も
簡単です。ご希望の⽅には協会がいくつでもインストールを代⾏しま
す。

⾃社サイトにアクセスを増やすためにサテライトサイトを作りたい⽅
のためにSSL対応、IP分散（３つまで）のサーバを無料で使えます。国
内トップクラスのサーバがいつでも最⼤５０台まで使えます。
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SEOの全体像、基礎知識を１から学びたい

どんな検索キーワードが集客出来るかを知りたい

最新のSEOの動向を知りたい

《初⼼者向けビデオ講座》
SEO初級ビデオ講座（２０本の動画シリーズ）

https://www.ajsa-members.com/biginners_seovideo/

《週刊ビデオニュース》
SEOを初歩から学ぶ

https://www.ajsa-members.com/weekly_video/list/4
SEO初⼼者向け情報

https://www.ajsa-members.com/weekly_video/list/1
で解説しています。動画をご覧下さい。

《週刊ビデオニュース》
儲かるキーワード発⾒法

https://www.ajsa-members.com/weekly_video/list/34
で解説しています。動画をご覧下さい。

毎⽉郵送される会報誌の特集記事、毎週⽕曜⽇に配信されるビデ
オニュースを⾒るだけでいつでも最新のSEO動向を知ることが出来
ます。

《⽉刊ニュースレター》
①「MONTHLY SEO REPORT」の最新号が毎⽉郵送されます。
また、これまで発⾏された全ての号のバックナンバーが会員サイ
トでダウンロード出来ます。

https://www.ajsa-members.com/seo-news/

《週刊ビデオニュース》
②国内と海外の最新SEO情報・SEO講座（10分前後の動画）が毎週
⽕曜⽇に配信されます。
また、これまで配信された動画で内容が現在SEOに有効な動画約
300本を、PC、スマートフォン、タブレット等で視聴出来ます。

https://www.ajsa-members.com/weekly_video/
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すぐに出来るSEOを知りたい

サイト内部の改善⽅法を知りたい

《⼈気セミナー》
これから始めるSEO! 成功の３ステップセミナー

https://www.ajsa-members.com/seminars/seikou-three-video/

《週刊ビデオニュース》
SEOを初歩から学ぶ

https://www.ajsa-members.com/weekly_video/list/4

《SEO実践マニュアル》
https://www.ajsa-members.com/seo-manual/

SEO実践マニュアルは、⼊会後すぐに実施できるSEOは何か？ス
テップバイステップで詳しく解説します。

《⼈気セミナー》
７つの必勝テンプレートで最短上位表⽰を狙う

https://www.ajsa-members.com/seo-video/

《週刊ビデオニュース》
内部対策テクニックを学ぶ

https://www.ajsa-members.com/weekly_video/list/11
SEOロボットドクター

https://www.ajsa-members.com/weekly_video/list/70
で解説しています。動画をご覧下さい。

《⽉刊ニュースレター》
会報誌MONTHLY SEO REPORT
2021年12⽉号『⾒えてきた！2022年からのSEO 11⽉コアアップデー
ト実施後にわかった４つの変化』
2021年11⽉号『November 2021 コアアップデートへの対策』
2019年8⽉号『SEOヴィジョンで⾒えてくる内部最適化⽅法』
2019年3⽉号『７⼤検索意図が分かれば上位表⽰の⽅法が⾒えてく
る！』

https://www.ajsa-members.com/seo-news/
で解説しています。

《SEOソフト》
SEOロボットドクターを使えばSEO初⼼者でもそうした複雑な作業を
しなくても全⾃動で⾃社サイトの問題点が⾒つかります。
SEOヴィジョンを使うと競合サイトと⾃社サイトの内部最適化の違
いが数値化され⾃社サイトの内部最適化に何が⾜りないのかが瞬時
に⾒えてきます。
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⑪サイト内部診断ツール「SEOロボットドクター」の詳細、ダウンロード情報、サポート情報
https://www.ajsa-members.com/seo-tool/seo-robotdoctor/

⑬競合サイトの内部要因調査ツール「SEOヴィジョン」の詳細、ログイン情報、サポート情報
https://www.ajsa-members.com/seo-tool/seo-vision/ 



上位表⽰するコンテンツの作り⽅を知りたい

《週刊ビデオニュース》
コンテンツの作り⽅を学ぶ

https://www.ajsa-members.com/weekly_video/list/12
コンテンツの作り⽅

https://www.ajsa-members.com/weekly_video/list/36
で解説しています。動画をご覧下さい。

《⽉刊ニュースレター》
会報誌MONTHLY SEO REPORT 
2021年8⽉号『Googleがコンテンツに求める「独⾃性」と「客観
性」』
2021年7⽉号『7⽉1⽇にコアアップデートを実施！「品質」と「専
⾨性」を⾼めるには？』
2020年10⽉号『検索で上位表⽰しやすい記事テーマでトラフィッ
クを増やせ！』
2020年4⽉号『網羅率を⾼めたサイトが上位表⽰する！』
2019年4⽉号『ユーザーエンゲージメントの真実』
2018年 12⽉号『検索順位を下げる低品質ブログ』
2018年 11⽉号『Googleが決めるサイト運営のルール』
2018年 10⽉号『8⽉と9⽉のアップデート後の順位復旧対策』
2018年 9⽉号『8⽉のアップデートで順位が落ちた縦⻑ページ』

https://www.ajsa-members.com/seo-news/
で解説しています。

SEOに効果のあるブログを運営したい
《⼈気セミナー動画》
SEOを強化するブログ活⽤テクニックセミナー

https://www.ajsa-members.com/seo-video/

《週刊ビデオニュース》
ブログ活⽤ノウハウ

https://www.ajsa-members.com/weekly_video/list/71
ドメイン内ブログの運⽤⽅法

https://www.ajsa-members.com/weekly_video/detail/274
で解説しています。

《SEOソフト》
⾃社サイトにこのブログ設置ソフト「ブログクリエイター」を
インストールすると簡単にコンテンツを増やせるようになりま
す。シンプルなソフトなので設置も簡単です。ご希望の⽅には
協会がいくつでもインストールを代⾏します。
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⑩ブログクリエイター（ブログ設置ソフト）の詳細、ダウンロード情報、サポート情報
https://www.ajsa-members.com/seo-tool/blogcreater/



外部サイトからの被リンクを増やしたい

SNSでの集客とSEOに役⽴てる⽅法が知りたい

《⼈気セミナー》
Google変動後の最新！被リンク対策セミナー

https://www.ajsa-members.com/seminar/google-hilink

《週刊ビデオニュース》
被リンク元の増やし⽅を学ぶ

https://www.ajsa-members.com/weekly_video/list/14
被リンク元の増やし⽅

https://www.ajsa-members.com/weekly_video/list/37
で解説しています。動画をご覧下さい。

《⽉刊ニュースレター》
会報誌MONTHLY SEO REPORT 
2019年7⽉号『ページランクと被リンク効果の真実』
2017年 6⽉号『5⽉のGoogle変動の傾向と対策 安全で効果のある
被リンク獲得⽅法』
2017年 1⽉号『2017年からのSEOの展望「5つのサイクルを強
化！」』

https://www.ajsa-members.com/seo-news/
で解説しています。

《SEOソフト》
競合調査ツール「SEOスコープ」を使うと上位表⽰しているサイト
がどんなサイトからリンクを張ってもらっているかがわかります。
それを参考にすれば⾃社サイトにもリンクを張ってくれそうなサ
イトが⾒つかります。

《⼈気セミナー》
Facebookを使ってGoogleで上位表⽰する技術セミナー

https://www.ajsa-members.com/seminars/facebook-video

《週刊ビデオニュース》
ソーシャルメディアの活⽤⽅法を学ぶ

https://www.ajsa-members.com/weekly_video/list/20
Instagram、Pinterest活⽤⽅法

https://www.ajsa-members.com/weekly_video/detail/291
Facebook活⽤⽅法

https://www.ajsa-members.com/weekly_video/list/44
LINE＠活⽤⽅法

https://www.ajsa-members.com/weekly_video/list/46
で解説しています。動画をご覧下さい。

⑫競合サイトの外部要因調査ツール「SEOスコープ」の詳細、ログイン情報、サポート情報
https://www.ajsa-members.com/seo-tool/seo-scope/
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モバイルファーストインデックス対応をしたい

レスポンシブWebデザインのサイトを作りたい

《週刊ビデオニュース》
モバイルSEO

https://www.ajsa-members.com/weekly_video/list/2
で解説しています。動画をご覧下さい。

《⽉刊ニュースレター》
会報誌MONTHLY SEO REPORT
2018年7⽉号『モバイルファーストインデックス導⼊後のインパク
ト』
2018年 3⽉号『モバイルファーストインデックスに強い「モバイ
ルファーストデザイン」とは？』
2018年 1⽉号『モバイルファーストインデックスの次に来るも
の』
2017年 4⽉号『Googleがモバイルファーストインデックス導⼊時
期の延期を発表！導⼊前に確認すべき７つのチェックポイント』

https://www.ajsa-members.com/seo-news/
で解説しています。

《SEOソフト》
モバイルサイトをパソコンで⾒るソフト「ツインビューア」を使
うと画⾯の左側にモバイルサイトを、右側にPCサイトを同時に表
⽰できます。モバイル版GoogleとPC版Googleの検索を同時にする
ことも可能です。このソフトを使ってモバイルファーストイン
デックス時代の感覚を⾝に着けましょう！

⑭モバイルサイト閲覧ツール「ツインビューア」の詳細、ログイン情報、サポート情報
https://www.ajsa-members.com/seo-tool/tw/

レスポンシブWebデザインテンプレート集を使うとメモ帳だけで
簡単にレスポンシブWebデザインのサイトを作れます。テンプ
レートの種類は業種別に３０種類あります。様々なレイアウト、
⾊合いのテンプレート集がいつでもダウンロード出来ます。

さらに通常のHTMLファイルのデザインテンプレート集３０種類に
加えて、⼈気のWordPressテンプレート集３０種類も新たにリリー
スしました。初⼼者の⽅でも使えるようにWordPressインストール
とテンプレート適⽤の解説動画をご⽤意しました。

https://www.ajsa-members.com/seo-tool/webdesign/
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Googleアナリティクスの使い⽅を知りたい

成約率の⾼いページを作りたい

サーチコンソールの使い⽅を知りたい

《週刊ビデオニュース》
成約率アップ

https://www.ajsa-members.com/weekly_video/list/43
で解説しています。動画をご覧下さい。

⑧SEO講習会の動画視聴
https://www.ajsa-members.com/koushuukai/archive.php

《週刊ビデオニュース》
Googleアナリティクス

https://www.ajsa-members.com/weekly_video/list/8
で解説しています。動画をご覧下さい。

《特別講習会》
2018年10⽉から全４回のGoogleアナリティクス活⽤特別講習会を
スタートしました。Bコース、Cコース会員様無料ご招待の６０分
講座です。講師の鈴⽊将司が毎回SEO初⼼者の⽅とSEO中級者以上
の⽅のために解説します。講習会の様⼦はビデオ撮影されるので
会員専⽤サイトでストリーミング動画を⾒ることが出来ます。

https://www.ajsa-members.com/koushuukai/schedule.php

《週刊ビデオニュース》
サーチコンソール

https://www.ajsa-members.com/weekly_video/list/9
で解説しています。動画をご覧下さい。

《特別講習会》
2回にわたり東京本部、⼤阪本部でBコース、Cコース会員様無料
ご招待のサーチコンソール活⽤特別講習会を開催しました。講師
の鈴⽊将司が第⼀回６０分を基礎編としてSEO初⼼者の⽅のため
に、第⼆回６０分を応⽤編としてSEO中級者以上の⽅のために解
説しました。講習会の様⼦はビデオ撮影して会員専⽤サイトでい
つでもストリーミング動画を⾒ることが出来ます。

https://www.ajsa-members.com/koushuukai/archive.php
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⑧SEO講習会の動画視聴
https://www.ajsa-members.com/koushuukai/archive.php



ライバルサイトを調べたい

YouTube動画を使って集客したい

《週刊ビデオニュース》
競合調査

https://www.ajsa-members.com/weekly_video/list/66
SEOスコープの使い⽅を知る

https://www.ajsa-members.com/weekly_video/list/28
で解説しています。動画をご覧下さい。

《SEOソフト》
「SEOスコープ」を使うとライバルサイトの流⼊キーワードや
流⼊元、サイト滞在時間、被リンク元等を調べて参考にするこ
とが出来ます。
「SEOヴィジョン」を使うとライバルサイトのサイト内部の詳
細データが⾒れます。
この２つのSEOソフトを使ってライバルサイトと⾃社サイトの
差を調べ、埋めることにより上位表⽰が⽬指せます。

《週刊ビデオニュース》
YouTube活⽤⽅法

https://www.ajsa-members.com/weekly_video/list/47
動画マーケティングを学ぶ

https://www.ajsa-members.com/weekly_video/list/21
で解説しています。動画をご覧下さい。

Googleからのペナルティーを回復したい
《週刊ビデオニュース》
ペナルティーの復旧をしたい

https://www.ajsa-members.com/weekly_video/list/22
で解説しています。動画をご覧下さい。

⑫競合サイトの外部要因調査ツール「SEOスコープ」の詳細、ログイン情報、サポート情報
https://www.ajsa-members.com/seo-tool/seo-scope/

Googleの特許情報を知りたい
《ビデオアーカイブ》
SEOリサーチカンファレンス2019東京国際フォーラム

https://www.ajsa-members.com/seo-
video/conference/research-conference2019.php
等で解説しています。動画をご覧下さい。
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⑬競合サイトの内部要因調査ツール「SEOヴィジョン」の詳細、ログイン情報、サポート情報
https://www.ajsa-members.com/seo-tool/seo-vision/ 



SEOの質問をしたい

⾃社サイトの相談をしたい
グループ形式のコンサルティング「サイトクリニック」に参
加すると代表理事鈴⽊将司が御社のサイトを拝⾒して改善点
を診断、提案します。その他⽇頃、SEO対策をする上で疑問に
思っている事を質問出来ます。

上位表⽰対策、SEOソフトの使い⽅、サイトからの売上を増や
す⽅法、ソーシャルメディア活⽤、YouTube動画等、サイト運
営全般に渡ります。グループ形式なので、他の参加者の問題
点、改善点を⾒ることにより様々な⾓度から⾃社サイトの改
善点が⾒えてきます。

東京、名古屋、⼤阪、福岡各地とZoomでそれぞれ２ヶ⽉に１
回開催されます。検索順位が上がらずに困っている時はもち
ろん、御社のサイトを代表の鈴⽊将司に⾒せてご相談下さい。
必ず成果が出るように全⼒でアドバイスさせていただきます。

SEO、ソーシャルメディア活⽤、Webマーケティングに関する
疑問、協会のソフトの使い⽅に関するご質問を投稿フォーム
でお送りいただくと、代表の鈴⽊将司が会員専⽤Q&Aサイト
上でお答えする質問コーナーです。頂いたご質問は秘密を厳
守するために匿名にして、サイト名やURLも特定出来ないよう
に編集します。

実際に作業をするにあたって⽣じた疑問や、最近こうした話
を聞いたがどうなのか?等の質問も投稿出来ます。鈴⽊将司が
あなたの疑問をクリアにします。

※頂いたご質問は会員専⽤⽉刊ニュースレターにも匿名で掲
載することがあります。
※ご質問内容によってはお答え出来ないものも⼀部あります。

⑤鈴⽊将司とのグループコンサルティング「サイトクリニック」の参加お申込み
https://www.zennihon-seo.org/siteclinic.html

⑥SEO質問広場（SEO質問コーナー）への質問投稿
https://www.ajsa-members.com/qa/

会員サイトのご利⽤⽅法、ソフトの活⽤⽅法、インストール⽅法等ご不明の点がございまし
たらお気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合わせフォーム：https://www.zennihon-seo.org/mail.html
東京本部:03-3519-5315
⼤阪本部:06-6133-5779 <受付時間>平⽇9:30〜17:30 ⼟⽇祝祭⽇はお休みです。
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