
ベトナム語記事配信 $20/ 回
日本語・英語記事配信 $35/ 回

CONTENTS MARKETING
コンテンツ配信サービス

コンテンツ配信サービスとは
お客様のホームページを通じてインターネットに記事配信
を行い、Google のオーガニック検索を通じたアクセスを
獲得します。記事はブログとして配信する一方、
Facebook、Twitter、インスタグラムを通じて期的に記事
配信を行い、お客様のホームページへの集客を促進します。

コンテンツ配信の目的
お客様のビジネスに関連するキーワードで Google オー
ガニック検索結果の継続的上位を狙います。

サービス内容

初期費用 $150
キーワード設定・Night Watch 設定・Google Analytics 設定・
コンテンツマップ作成

オーガニック検索が重要な理由
Google 検索を経由して来訪するインターネットユーザー
は確実にお客様のビジネスに興味を持っている見込客で
あり、購入に結びつく可能性が高いユーザーだからです。
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記事配信の一例
ELECOM VIETNAM

キーワード毎のGoogle ラン
キングを毎週 1回レポート。
競合会社最大５社との比較も
報告します。

・記事配信頻度： 週2回 /週１回 /２週に1回 /月１回からお
選びいただけます。最低契約期間は3ヶ月です。

・複数のライターが契約に基づき記事を作成します。
・編集方針は協議しますが、各記事の作成は当社にて市場動向
を見ながら自主的に作成・配信します。

・記事の作成にあたっては逐次お客様からの情報をご提供いた
だく必要はありません。

・毎週 1回キーワード毎の Google 検索ランキングを調査の上
報告いたします。

・アクセス数保証はございません。

 有効性 アクセス数 一般的な費用
インターネット広告 短期的・即効的 保証あり $100/ 月～ 
コンテンツ配信 漸次的・長期的 保証なし $20/ 回～

インターネット広告との違い



コンテンツ配信事例
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A社キーワードによるGoogle 検索平均ランキングの推移

Select Chuột trackball không dây đẳng cấp từ ELECOM 
M-HT1DRBK 
“Chuột trackball không dây đẳng cấp từ ELECOM M-HT1DRBK” 
is locked 2018/3/27
Select Tôi thích sự tinh tế của tai nghe Elecom EHP-CS3560M, 
còn bạn? 
“Tôi thích sự tinh tế của tai nghe Elecom EHP-CS3560M, còn 
bạn?” is locked 2018/3/22
Select Mang cả khối thông tin trong tầm tay với đầu đọc thẻ 
cổng USB MR-A39N 
“Mang cả khối thông tin trong tầm tay với đầu đọc thẻ cổng USB 
MR-A39N” is locked 2018/3/20
Select Nhập số liệu nhanh hơn với bàn phím số ELECOM 
TK-TCM012BK 
“Nhập số liệu nhanh hơn với bàn phím số ELECOM 
TK-TCM012BK” is locked 2018/3/15
Select Bảo vệ Camara với túi máy ảnh DGB-S032 
“Bảo vệ Camara với túi máy ảnh DGB-S032” is locked 2018/3/13
Select Balo ELECOM DGB-S039-balo dành riêng cho những 
người linh động 
“Balo ELECOM DGB-S039-balo dành riêng cho những người linh 
động” is locked 2018/3/9
Select Balo ELECOM DGB-S038: Nổi bật, năng động nhưng 
không kém phần tinh tế 

弊社のキーワードランキング（2008年 3月末）ELECOM VIETNAM 記事配信例

ベトナム　ホームページ １位
ソーシャルネットワーク　WEBサイト １位
ベトナム　WEB制作 ２位
ベトナム　SEO ２位
ベトナム　コンテンツマーケティング ２位
ベトナム　WEBコンテンツ制作 ４位
ベトナム　WEB ７位
ベトナム　フォント １４位

詳細情報へのリンク
WEBサイトにより詳しくご説明しております
www.bridgesystem.me/web-development/

お問い合わせ ( お気軽にお問い合わせください )
日本語 /英語担当：倉木　ベトナム語 /英語担当：Tram
Email: info@bridgesystem.me TEL: 028 3925 5768
WEB チャット : www.bridgesystem.me 


