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1章：競合調査と内部分析



2‐1.内部評価（競合サイト分析）

貴社 工具通販モノタロウ コメリ コーナンeショップ DCMオンライン

URL https://www.arcland.shop/ https://www.monotaro.com https://www.komeri.com/ https://www.kohnan-
eshop.com/shop/

https://www.dcm-
ekurashi.com/

ページキャプチャ

インデックス数 3,260 4,500,000 412,000 339,000 212,000

ドメイン年齢 不明 18年11ヶ月 19年9ヶ月 16年4ヶ月 10年5ヶ月

モバイルスピード 46 45 14 39 17

HTTPS化 〇 〇 〇 〇 〇

テキスト量 6,678 6,723 3,039 2,952 2,594

モバイルフレンドリー 〇 〇 〇 〇 〇

インデックス数が競合と比べて少ないです。サイト内部の商品ページがインデックスされていない恐れがあるため、サイト構造の見直しが必要となり
ます。また、商品数やコンテンツ数が少ない可能性もありますので、商品数、コンテンツ数を増やしてサイトを育てていく必要があります。



2-2. 内部分析サマリー：＜マイナス要因＞

内部課題（一部抜粋）※次ページ以降各項目の詳細説明

1 ディレクトリ構造化が最適化されておりません。
例：https://www.arcland.shop/shopbrand/c2095/
/shopbrand/配下にの大カテゴリ（工具、園芸、農業など）と中カテゴリ（物置、肥料など）、小カテゴリ（サイクルハウス、農業用薬品
など）が同列階層に設定されており、/shopdetail/配下に商品ページが設定されております。

2

3

4

カテゴリページのファーストビューを配下のカテゴリページのリンクが占めております。
例：https://www.arcland.shop/shopdetail/000000008745/c0227/page1/order/
カテゴリーページのファーストビューを配下のカテゴリーページのリンクが占めているため、商品ページがクロールされていない可能性が
あります。

SEOパワーが分散しております。
例：https://www.makeshop.jp/ssl/?ssltype=ssl_shop_member_entry&k=YXJjMXx8
インデックスが不要なページへリンクパワーを流してしまっているため、SEOパワーが分散している状況です。

重要タグが最適化されておりません。
例：全ページ共通
SEOに重要なTitleタグ、descriptionタグ、h1タグなどの重要タグの設定が未設定だったり、適切に設定されていない状況です。

https://www.arcland.shop/shopbrand/c2095/
https://www.arcland.shop/shopdetail/000000008745/c0227/page1/order/
https://www.makeshop.jp/ssl/%3Fssltype=ssl_shop_member_entry&k=YXJjMXx8


2-3.内部分析：＜マイナス要因＞

1 ディレクトリ構造が最適化されておりません。
例：https://www.arcland.shop/shopbrand/c2095/
/shopbrand配下にの大カテゴリ（工具、園芸、農業など）と中カテゴリ（物置、肥料など）、小カテゴリ（サイクルハウス、農業用薬品な
ど）が同列階層に設定されており、/shopdetail配下に商品ページが設定されております。

重要度：中

▼物置・サイクルハウスTOP
https://www.arcland.shop/shopbrand/c2095/

▼商品詳細ページ
https://www.arcland.shop/shop/shopdetail.htm

l?brandcode=000000008832

TOP

大カテゴリ 中カテゴリ 小カテゴリ

Shopdetail/Shopbrand/

商品ページ

TOP

中カテゴリ

コラム一覧

コラム詳細

大カテゴリ

商品ページ

●現状のディレクトリ構造

各カテゴリページと各商品ページの
上層ページが別々に設定されている

ため、商品ページのパワーが
/shopdetailに流れ、カテゴリペー
ジには流れていない状態です。また
カテゴリーページはリンクのみで生
成されているページのため、検索エ
ンジンから低品質なページと判断さ

れている恐れがあります。

●理想のディレクトリ構造

各カテゴリ配下に各商品ページを設
定し、カテゴリごとのテーマ性を一
貫することにより、サイトの評価を
高めることができます。また、商品
ページのパワーを各カテゴリ、最終
的にはTOPに流すことができるので、
ビッグワードでの上位表示ができる

可能性が高まります。

https://www.arcland.shop/shopbrand/c2095/
https://www.arcland.shop/shopbrand/c2095/
https://www.arcland.shop/shop/shopdetail.html%3Fbrandcode=000000008832


2-4. 内部分析：＜マイナス要因＞

2 カテゴリページのファーストビューを配下のカテゴリページのリンク
が占めております。

例：https://www.arcland.shop/shopbrand/c2095/
カテゴリーページのファーストビューを配下のカテゴリーページのリンクが占めているため、商品ページがクロールされていない可能性が
あります。

●ファーストビューに設定されている画像リンクをテキ
ストリンクへ

Googleクローラーはページのファーストビューコンテンツを率先し
てクロールするため、ファーストビューのほとんどが下層へのリンク
の場合、商品ページのクロールを飛ばす恐れがあります。そのため、
現在設定されている画像リンクをテキストリンクへ変更し、なるべく

ファーストビューに商品ページを持ってくることを推奨します。

重要度：中

https://www.arcland.shop/shopbrand/c2095/


2-5. 内部分析：＜マイナス要因＞

3 SEOパワーが分散しております。
例：https://www.makeshop.jp/ssl/?ssltype=ssl_shop_member_entry&k=YXJjMXx8
インデックスが不要なページへリンクパワーを流してしまっているため、SEOパワーが分散している状況です。

重要度：中

●インデックスさせる必要のない別ドメインへのリンクは
nofollowを設定

リンクはSEOパワーを流す役割を持っており、TOPページからのリンクは特に
強いSEOパワーが流れます。そのため、インデックスさせる必要がないコンテ
ンツにはnofollow（パワーを渡さないタグ）の設定を行い、SEOパワーの分散
を抑える必要があります。SEOパワーの分散を抑えることにより、SEO対象

ページにパワーが流れやすくなる構造になります。

＜現状の非SEO対象ページのリンク＞

【お問い合わせ】
<a href=“JavaScript:top_sendmail()”>お問い合わせ</a>

【会員情報登録】
<a 
href="https://www.makeshop.jp/ssl/?ssltype=ssl_shop_member_entry
&amp;k=YXJjMXx8">新規会員登録</a>

＜リンクの改修案＞
【お問い合わせ】
<a href=“JavaScript:top_sendmail()” rel=”nofollow”
>お問い合わせ</a>

【会員情報登録】
<a 
href="https://www.makeshop.jp/ssl/?ssltype=ssl_shop_member_entry
&amp;k=YXJjMXx8" rel=”nofollow”
>新規会員登録</a>

https://www.makeshop.jp/ssl/%3Fssltype=ssl_shop_member_entry&k=YXJjMXx8


2-6. 内部分析：＜マイナス要因＞

4 重要タグが最適化されておりません。
例：全ページ共通
SEOに重要なTitleタグ、descriptionタグ、h1タグなどの重要タグの設定が未設定だったり、適切に設定されていない状況です。

重要度：大

◀最適化が行われていない場合

左図青枠部分は重要タグが最適化されていないページのTitelとdescripitionになります。重要タグに
は「ページの意味を伝える役割」があるため、対策KWを含み重要タグを設定することにより、ページ

の方向性を示すことができます。

◀未設定の場合

重要タグが未設定の場合は左図赤枠部分のような表記になります。Titelとdescripitionが途切れてし
まっているため、ユーザビリティやCTRにかかわってきます。また、方向性を設定していないため、

検索エンジンがページの意味を理解していない恐れがあります。

Googleのトレンドは著しく変動しますが、重要タグは変わらずSEOの重要な要素としてサポートされ続けております。
検索エンジンにページの意味を伝えるうえで重要タグは必須の要素となります。



2-7. 内部分析サマリー：＜プラス要因＞

プラス要因（一部抜粋）※次ページ以降各項目の詳細説明

1 商品ページを構造化データマークアップすることによりCTRの改善が期待できます。
例： https://www.arcland.shop/shop/shopdetail.html?brandcode=000000008832
商品詳細ページに構造化データを設定することにより、検索結果画面にリッチリザルトとして表示される可能性が高まり、CTR向上が期待
できます。※検索結果のリッチリザルト化はあくまで可能性の一部となります。

2

3

コンテンツを追加することにより、サイトパワーの向上と他社との優位差を出せること
が期待できます。

例： https://www.arcland.shop/
コンテンツ（コラム）を設置することで、テキスト量、ページ数の増加でサイトパワー向上が期待できます。

AMP化（高速化）を設定することでユーザビリティの向上が期待できます。
例：全ページ共通
AMP化を行うことでモバイルユーザーに対してのユーザビリティ向上が期待できます。

https://www.arcland.shop/shop/shopdetail.html%3Fbrandcode=000000008832
https://www.arcland.shop/shop/shopdetail.html%3Fbrandcode=000000008832
https://www.arcland.shop/


2-8. 内部分析：＜プラス要因＞

1 商品ページを構造化データマークアップすることによりCTRの改善が期待できます。
例： https://www.arcland.shop/shop/shopdetail.html?brandcode=000000008832
商品詳細ページに構造化データを設定することにより、検索結果画面にリッチリザルトとして表示される可能性が高まり、CTR向上が期待
できます。※検索結果のリッチリザルト化はあくまで可能性の一部となります。

▲商品ページを構造化データマークアップすることで
検索ページにリッチ化されて表示される

商品ページの構造化データマークアップをすることにより、Google検索結果上でリッチ化されて表示されたり、検索結果のショッ
ピング一覧に表示される可能性が高まります。SEOには直接関係はありませんが、CTRを上げる大きな要因となるので、構造化デー

タの設定を推奨します。

<script type="application/ld+json">
{
"@context": "http://schema.org/",
"@type": "Product",
“name”: “商品名",
"image": [
“商品の画像URL①",
“商品の画像URL② ",
“商品の画像URL③ "
],
“description”: “商品の説明文",
“mpn”: “商品の識別番号",
"brand": {
"@type": "Thing",
“name”: “商品ブランド名"

},
"aggregateRating": {
"@type": "AggregateRating",
“ratingValue”: “評価レベル（星の数など）",
“reviewCount”: “レビュー数"

},
"offers": {
"@type": "Offer",
"priceCurrency": “JPY",
“price”: “商品価格",
“priceValidUntil”: “価格の有効期限",
"itemCondition": "http://schema.org/UsedCondition",
"availability": "http://schema.org/InStock",
"seller": {
"@type": "Organization",
"name": "Executive Objects"

}
}

}
</script>

▼構造化データの記述例 ※参考の記述となります。

https://www.arcland.shop/shop/shopdetail.html%3Fbrandcode=000000008832


2-9. 内部分析：＜プラス要因＞

2 コンテンツを追加することにより、サイトパワーの向上と他社との優位差を出せること
が期待できます。

例： https://www.arcland.shop/
コンテンツ（コラム）を設置することで、テキスト量、ページ数の増加でサイトパワー向上が期待できます。

▲DIYメディア（Fork）コンテンツ
https://folk-media.com/1905254

▲工具通販モノタロウ コンテンツ
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ratchetw
rench_howtouse/

●読み物コンテンツの追加

昨今のSEOでは「ユーザーにとってより良
いコンテンツを提供する」ということが重
要視されているため、読み物コンテンツの

上位表示率が高いです。

また、検索エンジンはテキストコンテンツ
を好むため、テキストコンテンツを優先す

る傾向があります。

そのため、サイト内にお役立ちコラムや工
具の使い方などのテキストコンテンツを設
定することにより、SEOに有利なサイト構

造を作ることができます。

https://www.arcland.shop/shop/shopdetail.html%3Fbrandcode=000000008832
https://www.arcland.shop/
https://folk-media.com/1905254
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ratchetwrench_howtouse/


2-10. 内部分析：＜プラス要因＞

3 AMP化（高速化）を設定することでユーザビリティの向上が期待できます。
例：全ページ共通
AMP化を行うことでモバイルユーザーに対してのユーザビリティ向上が期待できます。

●AMPとは？

AMP(Accelerated Mobile Pages)とはGoogleとTwitterで共同開発されている、モバイル端末
でウェブページを高速表示するためのプロジェクト、またはそのためのフレームワーク(AMP 

HTML)のことです。他社の事例では表示速度が4倍になったという事例があります。

●AMPのメリット

昨今のSEOではモバイルスピードを重要視する傾向があります。AMPで高速化させることによ
り、ページの評価を上げ、上位表示させられる可能性を高めることができます。上位表示され

るコンテンツは左図のように検索結果TOPにカルーセルとして表示されます。


