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法律事務所向けHPサービス「Benzo」がお届けする 

法律事務所向け 
成果報酬型SEOサービス 
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業界屈指の技術力と実績 
数多くの方々にサービスを提供し、ご利用いただいております。 
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取扱キーワードは、約4,000キーワード（実績は
7,000キーワード以上）と業界屈指の実績が、信頼
と技術力を証明しています。 

契約キーワード数推移 

信頼の証明 契約キーワードが1年で3倍以上！ 
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成果報酬型SEOサービスの特徴 

業界トップレベルの技術力 

 
BenzoのSEO対策は、弁護士業界に特化したSEO対策です。 
企業や他の業界とは違い、キーワードに特殊性があることが一つの特徴です。 

 
その特徴を把握していないと、内部・外部施策を行ったとしてもなかなか成果が表れません。 
Benzoは、法律事務所の特化したHP構築を行うことで、そのノウハウを得ることができ、 
他にはない実績を獲得しています。 

弁護士業界に特化したSEO 

法律事務所のリスクを最小限に抑えるべく、サー
ビスは成果報酬型となっています。 

 
検索結果10位以内に入り、初めて料金が発生しま
す。 

サービスは成果報酬型 
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BenzoのSEO対策 
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内部対策 

SEO対策はターゲットとなるキーワードを選定するため、
対象サイトへキーワードとマッチするテキストの追加は必
須です。 

 
サイトの調整点を「チューニング指示書」にてウェブサイ
トの変更（依頼）をお願い致します。 
 

外部対策 

独自の「検索エンジンのアルゴリズム解析技術力」を背景
に、良質なリンクを提供致します。 
※検索エンジンからペナルティを受けるような施策はとっておりません。 

【SEOチューニング指示書（サンプル）】 

良質なリンク 

対象サイト 

運営サイト 運営サイト 運営サイト 

最低限のサイトの調整点をご提案 豊富なリソースから外部リンクを提供 

最高の費用対効果で上位化を目指します。 
初期費用を抑えるため、最低限の内部対策を提案し、上位化するために必要な外部対策を行ないます。 
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サービス体系 

「初期費用無料」「完全１０位以内保証」 
SEOサービスは１００％上位化を保証するものではないため、「初期費用無料」「成果報酬」にてサービス提供となります。 

初期費用無料 

￥０ 

初期費用は一切ございません。 
※料金１ヶ月分の保証金をお預かりしてお
りますが、契約終了後に全額を返金してお
ります。 

Top 

完全10位以内 
     保証 

Google またはYahoo!JAPANで１０位以内
（検索順位１ページ目に表示された場合の
み料金を頂いております。 

Q.「保証金はいつ返ってくるのか？」 

Q.「日割りの計算方法は？」 

A. 下記計算式です。 
（月額／該当月の日数）× 上位化日数 
※1円の位を四捨五入 

 
例えば 
・月額 ：15,750円（税込） 
・月 ：8月（31日） 
・上位化日数 ：12日 

 
（15,750÷31）×１２＝6096.77… 
→６,100円 
となります。 

安 
上位化日数25日 
未満は日割り計算 

月額料金は業界最安レベルの低額で提供し
ております。上位化日数が月25日未満で
あった場合は、日割り計算を致します。 

Q.「どんなキーワードでも申し込めるのか？」 

A. 基本的にキーワード内容に制限はございません
が、弊社の規定数に達している場合や、対象サイト
の内容によってはSEOをお受けできない場合もござ
います。 

 

A. 契約終了時に返金致します。また、お申し込み
から4ヶ月経過しても上位化されなかった場合に、
SEO対策を続けるか、終了するかをご判断頂き、終
了される場合に返金しております。 

Copyright © BOstudio Inc. All Right Reserved. 



4 

上位化後６カ月の契約期間、以降は毎月自動更新 

例：５月１４日 

ご発注 上位化達成 

６ヶ月の契約期間（固定） 

課金期間 

契約満了 

継続（自動更新） 

解約 

保証金の返還 

課金期間 

１ ２ ３ ４ ５ ６ 

例：７月２７日 例：１月２６日 

SEO施策中 

毎月の自動更新 

キーワードの追加について 

キーワードは１つのURLにつき通常３つ程度までです。 
ご契約はキーワードごととなります。 

解約について 

ご解約は電話やメールなどで承りますが、契約満了の
一ヶ月前までにご連絡を頂いております。 

保証金ご入金 

契約継続について 

契約に関しましては解約のご連絡を頂かない限り自動
での契約更新となります。 
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契約期間の流れ 
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サイトごとに要素を検証し価格を算出致します 

サイト要素 キーワード要素 

Googleが検出するサイトの要素 

・公式性 
・ドメイン年齢 
・サイト（ツリー）構造 
・内部リンク（階層）構造 
・ページ構造 
・アクセス数 
・インデックス数 
・コンテンツ量 
・テーマ性 
・更新性 
・見出しタグの改修 
・metaタグの改修 
・キーワード含有率 
・言語形式の文法修正 
・被リンクの量と質 

施策する際には各サイトの調整点を「チューニング指示書」にて
ご提案致します。 

 
PDCAの繰り返しによって上位化を目指します。 

 
 
・現在の検索ボリューム 
・検索ボリュームの変移 
・他サイトとの競合状況 
・施策対象サイトとの関連性 
・キーワードの季節性 
・公式性の高いサイトとの競合の有無 

 
 
※キーワードによって上位化にかかる期
間は異なります。 

 
 
 
 

キーワードの要素 

SEO施策価格 

２つの要素から算出 

 
 
 
 
サイト要素とキーワード要素の２つから
弊社独自の基準でクライアント様サイト

のSEO施策の最終的な金額を算出致します。 

サイト要素への施策に関して キーワードに関して 

施策できるキーワードは１つのＵＲＬにつき通常３つ程度までです。 

 
また対象キーワードの契約数が既に弊社規定数を超えている場合お
受けできない場合がございます。 
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施策価格の算出根拠 
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キーワードレベル キーワード特徴例 キーワード例 目安金額 

リミテッド 固有名詞 

比較的競合性が低いワード＋地名 

「熊本 温泉」 

「ブライダル 広島」 
￥２５,５００～ 

インテンシブ 比較的競合性の低いワード 

中程度のワード＋地名 

「仏壇」「金買取」 ￥６８,０００～ 

ミドル 中程度の競合性のワード 

比較的競合性の高いワード＋地名 

「オフィス」「沖縄 旅行」 ￥１３６,５００～ 

ワイド 比較的競合性の高いワード 「ハワイ旅行」「転職」 ￥２２０,０００～ 

グローバル 非常に競合性の高いワード 「ＦＸ」「インプラント」 ￥３４５,０００～ 

施策の目安金額に関して お見積もりの金額に関して 

金額に関してはあくまで目安の金額となります。 
対象のサイト要素も含めた上で弊社の審査基準に基づき、最終的
な金額を決定致します。 

同一キーワードでも競合性は時期によって異なりますので、お見
積もりをした金額もお見積もり期限を過ぎると金額が変わりま
す。 

キーワードのレベルによって価格が異なります 
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サンプル価格表 

※キーワード例はあくまでも一般的なキーワードの事例として掲載しております。 

あくまでも目安ですが、法律事務所HPのキーワードは、7万円～15万円位で収まることが多いです。 
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お問い合わせ先 

      
 ◆キーワードのお見積り依頼及び 
              ご質問はお気軽に。 
 
 お電話：03-5784-1045 
 メール：yuuki@bostudio.co.jp 
 
 
 株式会社ビー・オー・スタジオ 
     担当：川添（カワゾエ） 
 
 法律事務所向けHPサービス“Benzo” 
     http://www.ben-zo.jp/ 
 
 〒150-0036 東京都渋谷区南平台町2-12 渋谷南平台ビル4F 


