
SEOトップページ診断
最新の集客ノウハウ 

治療院会員限定セミナー



ご注意
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・途中退席ＯＫ
　後日、動画で公開を予定しています（編集します）
・最後に特典がありますので、出来れば最後まで見ていただければ
・12:00～14:15を予定（多少前後します）
・順番に診断をします／トップページのみを見ていきます
（それ以外のテーマでも今後毎月１回実施→年間で集客力を向上）
・診断内容
　└１院4分x27＝108分
・気になった事柄は随時、チャットして頂いてＯＫです
　└チャットの宛先は「全員」にしてください 



順番
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１アールカイロプラクティックセンター
２からだとこころを整える整体処
３ときわ台駅前整骨院
４マザーハーツ指圧治療院
５緑の風鍼灸治療院　12:30
６つるみ治療院
７森こう整骨院
８美骨整体工房響
９あすなろ治療院
10躰・工房 各務原店　12:50
11とくはる鍼灸院
12癒し空間ナチュラル
13寺田自然形体研究所
14鍼灸整体アクア

15Knee Pain　13:10
　～5分休憩～
16みずはる接骨院　13:20
17東宮接骨院・鍼灸院
18くくる鍼灸整骨院
19カイロプラクティック伊東
20たか接骨院
21reeducation　13:40
22もりた整骨院
23The立川鍼灸院治療室ホスピターレ
24しんそう神戸本山
25王子じんかわ整体院
26ボディ・バランスRAKURAKU
27亀有メディケア整体院　14:05



自己紹介

北原 義春　治療院事業部　／　上級コンサルタント

所属：あきばれホームページ 

・全国10,000社、治療院800院を運営 

・設立2002年のホームページ作成会社 

・ＳＥＯだけで集客販売している 

経歴 

・2012年入社 

・あきばれホームページの公式サイトＳＥＯ対策も担当 

・上級コンサルタント 



近況：展示会で講演＠健康施術産業展

北原 義春　治療院事業部　／　上級コンサルタント

http://karadacare.net/info/conference2021


近況：オンライン展示会＠からだケアアカデミー

北原 義春　治療院事業部　／　上級コンサルタント

https://academy.karadacare.online/


前提としての
考え方

2021年の治療院SEO
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トップページとは？

タイトルタグの価値と根拠を説明する場所

8

・タイトルタグとの整合性
・設定キーワードの密度：SEOチェキで5-10位内／各20～30個以上
・コンテンツ量：5000～7000文字
・内部リンク：60～100本目安
※PPCを意識しないなら訴求は控えめでOK
※スマホはそれほど意識しなくても良い（PCベースで） 

SEOでは２番目に重要な場所です



キーワードが足りない場合

具体化・細分化して散りばめる
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メニューや見出し
・当院の特徴　→　当整体院の特徴
・当院の特徴　→　当院の不妊治療の特徴
・お客様の声　→　腰痛改善した方の声
事例紹介
・長引く痛みで悩んでいました　→
　長引く慢性腰痛で悩んでいました（西東京市・50代・女性）
文章の中で
・当院は腰痛が専門です　→
　当院は腰痛・脊柱管狭窄症・坐骨神経痛が専門です



コンテンツが不足している場合

タイトルタグの価値を説明する内容を掲載
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・コロナ対応
・当院の特徴
・お客様の声／症例紹介
・サービス（取扱い症状）
・院長ごあいさつ
・アクセス地図
・ご相談はこちら



チェック項目

トップページを分解してチェック
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・ヘッダー：タイトルタグと同じ／リンクあるか
・キーワード密度：5-10位内／各20～30個以上
・文字数：6000文字
・内部リンク：60～100本目安
・メモ：



トップページ診断

2021年の治療院SEO
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https://r-chiro.com/

【三軒茶屋駅】手足のしびれ・神経痛ならアールカイロプラクティックセンター
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・ヘッダー：〇
・キーワード密度：△
・文字数：3609
・内部リンク：96
・メモ：　ついて
　kwd　手足のしびれ・神経痛
　コロナ対応／お客様の声・症例

https://r-chiro.com/


http://www.karada-kokoro-seitai.jp/

堺市・なかもずの腰痛専門整体 からだとこころを整える整体処
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・ヘッダー：△
・キーワード密度：△
・文字数：14500
・内部リンク：60
・メモ：
　kwd　堺市・なかのぶ
　文章多いかもしれません／整頓すると改善

http://www.karada-kokoro-seitai.jp/


https://midorinokaze-tiryouin.com/

中野駅の不妊鍼灸・不妊治療・不育症なら【緑の風鍼灸治療院】
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・ヘッダー：△
・キーワード密度：△
・文字数：6557
・内部リンク：89
・メモ：
　kwd　中野
　ヘッダ／フッターリンク

30

https://midorinokaze-tiryouin.com/


http://tsurumi-shinkyuu.com/

三郷市で股関節・膝痛・外反母趾ならつるみ治療院（鍼灸マッサージ・

整体）
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・ヘッダー：△
・キーワード密度：△
・文字数：3888
・内部リンク：69
・メモ：
　kwd　膝痛・外反母趾
　施術サービス（取扱い症状）／お客様の声症例

http://tsurumi-shinkyuu.com/


https://tokiwadai-seikotsuin.com/

板橋区で産後骨盤矯正・腰痛ならときわ台駅前整骨院
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・ヘッダー：〇
・キーワード密度：△
・文字数：2943
・内部リンク：58
・メモ：　ついて
　kwd　板橋区・ときわ台
　文章やや少ないかも／お客様の声など全般に

https://tokiwadai-seikotsuin.com/


http://www.mh-shiatsu.jp

新丸子駅徒歩１分の整体院（更年期障害・自律神経失調症）│マザー

ハーツ指圧治療院
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・ヘッダー：△
・キーワード密度：△
・文字数：4544
・内部リンク：80
・メモ：
　kwd　新丸子・更年期障害・自律神経失調症
　ご挨拶／お客様の声・症例など追加

http://www.mh-shiatsu.jp


https://morikou.jp

川崎市川崎区で骨盤矯正・姿勢改善・美容整体なら 森こう整骨院

19

・ヘッダー：〇
・キーワード密度：△
・文字数：4300
・内部リンク：72
・メモ：
　kwd　症状／地域を追加
　コンテンツ　施術案内／お客様の声・症例

https://morikou.jp


http://www.bikotu-hibiki.jp

大阪市旭区千林大宮の整体院│外反母趾矯正なら美骨整体工房 響
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・ヘッダー：〇
・キーワード密度：△
・文字数：4723
・内部リンク：64
・メモ：
　kwd　整体／地域を追加
　コンテンツ　それぞれ1.2～1.3倍

http://www.bikotu-hibiki.jp


https://asunaro-chiryouin.com/

藤沢市の鍼灸院なら あすなろ治療院（自律神経失調症・冷え性）
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・ヘッダー：△
・キーワード密度：△
・文字数：5166
・内部リンク：75
・メモ：画像のaltにタイトルタグ文字を設定
　kwd　鍼灸／地域を追加
　コンテンツ　声・院長挨拶を中心に増やす

https://asunaro-chiryouin.com/


http://www.karadakoubou-k.com/

トップページ - 躰・工房　各務原店（岐阜県各務原市）
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・ヘッダー：△
・キーワード密度：△
・文字数：3611
・内部リンク：58
・メモ：
　kwd　耳つぼ／地域を追加
　コンテンツ　施術を中心に全体に増やす

耳つぼダイエットなら躰・工房　各務原店（岐阜県各務原市）

50

http://www.karadakoubou-k.com/


http://www.tokuharusinkyu.jp/

潟上市・秋田市で鍼灸・マッサージなら追分 とくはる鍼灸院
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・ヘッダー：△
・キーワード密度：△
・文字数：3327
・内部リンク：59
・メモ：
　kwd　地域を追加
　コンテンツ　全体に1.3倍～増やす

http://www.tokuharusinkyu.jp/


http://n-168.com/

妊活・マタニティ・産後の骨盤矯正なら　能代市癒し空間ナチュラル - 妊活・マタ

ニティ・骨盤・顎関節矯正　能代市　癒し空間ナチュラル
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・ヘッダー：〇
・キーワード密度：△
・文字数：2093
・内部リンク：55
・メモ：
　kwd　全体に増やす
　コンテンツ　全体に倍くらいに増やす

http://n-168.com/


www.terada-shizen.jp

女性の肩こり・頭痛・顎関節症なら藤枝市の整体 寺田自然形体研究所
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・ヘッダー：〇
・キーワード密度：△
・文字数：5380
・内部リンク：70
・メモ：
　kwd　全体に増やす／整体・藤枝市
　コンテンツ　ご挨拶／施術案内／お客様の声

http://www.terada-shizen.jp


http://aqua39.jp/

ギックリ腰整体、筋膜リリース鍼灸は千葉市稲毛のアクア
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・ヘッダー：△
・キーワード密度：△
・文字数：2795
・内部リンク：70
・メモ：
　kwd　地域を増やす
　コンテンツ　ご挨拶／声／当院の特徴

http://aqua39.jp/


www.knee-comfort.jp

国分寺市で膝痛の改善なら膝関節痛専門整体院 Knee Pain
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・ヘッダー：〇
・キーワード密度：△
・文字数：2856
・内部リンク：69
・メモ：
　kwd　国分寺市
　コンテンツ　全体に増やす　

70

http://www.knee-comfort.jp


休憩

2021年の治療院SEO
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http://www.hiza-seitai-mizuharu.jp/

名古屋・弥富市で膝痛・股関節痛なら みずはる整体院
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・ヘッダー：〇　※多いかも
・キーワード密度：△
・文字数：2954
・内部リンク：70
・メモ：
　kwd　地域kwd
　コンテンツ　全体に増やす　
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http://www.hiza-seitai-mizuharu.jp/


https://www.tokyu-ss.jp/

松山市【足の痛み】でお困りなら東宮接骨院・鍼灸院へ TOP
松山市【足の痛み・シンスプリント】なら東宮接骨院・鍼灸院

30

・ヘッダー：△　※
・キーワード密度：△
・文字数：5577
・内部リンク：95
・メモ：GAタグ
　kwd　地域を増やす
　コンテンツ　OK

https://www.tokyu-ss.jp/


https://www.kukuru-sinkyu.jp/

八尾市・東大阪市で不妊鍼灸・不妊治療なら くくる鍼灸整骨院
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・ヘッダー：〇
・キーワード密度：△
・文字数：4365
・内部リンク：70
・メモ：悩みの箇所の画像
　kwd　地域kwd
　コンテンツ　全体に1.3倍くらいに増やす　

https://www.kukuru-sinkyu.jp/


https://www.shisei-kaizen.net/

長野市の整体院・姿勢・猫背改善・骨盤矯正 カイロプラクティック伊東
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・ヘッダー：〇
・キーワード密度：△
・文字数：2579
・内部リンク：92
・メモ：
　kwd　地域kwd
　コンテンツ　全体に倍くらいに少しづつ　

https://www.shisei-kaizen.net/


https://www.hatinoheyoutsu-takasekkotsuin.com/

八戸市で坐骨神経痛・脊柱管狭窄症治療なら たか接骨院

八戸市で腰痛・坐骨神経痛・脊柱管狭窄症治療なら たか接骨院
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・ヘッダー：△
・キーワード密度：△
・文字数：6214
・内部リンク：89
・メモ：
　kwd　地域kwd
　コンテンツ　　

https://www.hatinoheyoutsu-takasekkotsuin.com/


http://www.re-education-project.jp/

祖師ヶ谷大蔵の肩こり・腰痛なら整体院Reeducation
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・ヘッダー：〇
・キーワード密度：△
・文字数：4301
・内部リンク：136
・メモ：
　kwd　地域kwd／より特化した症例でも
　コンテンツ　全体に1.2倍くらいに　

100

http://www.re-education-project.jp/


http://www.moritaseikotsuin-tsuruma.jp/

ダイエット・産後骨盤矯正なら大和市鶴間の【もりた整体院】
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・ヘッダー：△
・キーワード密度：△
・文字数：4939
・内部リンク：92
・メモ：
　kwd　地域kwd　※声の箇所／整体
　コンテンツ　全体に1.2倍くらいに　

http://www.moritaseikotsuin-tsuruma.jp/


https://www.hospitale.jp

鍼灸・美容鍼 治療室ホスピターレ（立川・昭島・日野・八王子）
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・ヘッダー：△
・キーワード密度：△
・文字数：5236
・内部リンク：175
・メモ：
　kwd　地域kwd／「指圧」について
　コンテンツ　全体に1.2倍くらいに　

https://www.hospitale.jp


http://www.shinso-kobemotoyama.jp

東灘区摂津本山　腰痛の根本改善なら｜しんそう　神戸本山

東灘区摂津本山の腰痛専門・坐骨神経痛｜しんそう　神戸本山
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・ヘッダー：△
・キーワード密度：△
・文字数：4304
・内部リンク：52　※増やす
・メモ：
　kwd　しんそう／地域・施術・症状追加
　コンテンツ　全体に1.2倍くらいに　

http://www.shinso-kobemotoyama.jp


https://jincotsu.com/

【王子駅】腰痛/しびれの改善なら｜王子じんかわ整体院（椎間板ヘルニア・

坐骨神経痛）
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・ヘッダー：△　
・キーワード密度：△
・文字数：2231
・内部リンク：55　※増やす
・メモ：画像のalt部分
　kwd　腰痛関連を追加
　コンテンツ　全体に倍くらいに　

https://jincotsu.com/


https://www.bodybalance-rakuraku.com/

近鉄八尾駅（八尾市）の足と体の健康専門整体院 ボディ・バランスＲＡＫＵＲＡＫＵ

近鉄八尾駅・八尾市の足専門整体院・外反母趾 ボディ・バランスＲＡＫＵＲＡＫＵ
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・ヘッダー：△　
・キーワード密度：△
・文字数：6326
・内部リンク：108
・メモ：
　kwd　地域
　コンテンツ　OK　

120

https://www.bodybalance-rakuraku.com/


http://www.kameari-medicare.jp

葛飾区亀有・亀有駅近くで肩こり・腰痛なら亀有メディケア整体院
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・ヘッダー：ややNG　
・キーワード密度：△
・文字数：5303
・内部リンク：61　※増やす
・メモ：
　kwd　症状を追加
　コンテンツ　院長ごあいさつ　

http://www.kameari-medicare.jp


まとめ

2021年の治療院SEO
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2021年のSEOトレンド

トップページでタイトルタグのテーマを踏まえる！
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ターゲティングが明確な院　＞　総合治療院  

 
・検索結果の多様性に貢献する院の個性を出す 
・例）自律神経失調症／外反母趾／腰痛 



ご案内

2021年の治療院SEO



治療院事業部の方針

通常のサービス＋アルファを進めます（料金同）
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A、会員さん向けのzoomセミナー月一回
　　└SEOノウハウ／成功事例共有

B、見込み客さん向けの情報提供の強化
　　└ノウハウ共有サイトの立ち上げ

　至らぬところもありますが、お願いいたします！



１、本日のセミナーに関する質問
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・窓口：北原までメール

・北原にメールにてお問合せください
・必ず目を通して、メルマガや次回セミナー内
　などで回答していきます。

・サポートセンターでは回答しておりません
（諸々、情報共有は進めています。ご容赦ください）

　chiryo@webmarketing.co.jp　


