
日本でのサーチ利用率は、1位 Yahoo! 66.32%、2位 Google 30.87%、3位 MSN Search 31.39%となって
いるようです。今号では日本で一番利用されている検索エンジンであるYahoo!カテゴリの登録について解説し
て行きます。この記事を読めばYahoo!カテゴリへの登録が簡単にできるようになります！

　WEBサイトのSEO対策で重要なのは、最も良
く利用される検索エンジンで重要キーワードを検
索した時により上位に表示される事です。
Nielsen/NetRatings（2005年9月）によれば

ホームページを作る楽しみ、アクセスアップする楽しみ、
売れる楽しみをご案内するフリーペーパーです

Yahoo!カテゴリへ登録する
：自分で作る・ホームページ

墨の表情を探る：色のふしぎ   
初夏の骨董市見学：季節のたより  
今月のクイズ  　 編集後記　　　
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Ｙahoo!カテゴリへ登録する

目 
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　Yahoo! カテゴリはヤフーのスタッフがひとつひとつ
サイトを細かくチェックし、問題が無ければ登録される
というものです。どんなサイトでも無条件に登録される
訳ではなく、Yahoo!カテゴリに登録するに値するサイ
トであるかが問われます。Yahoo!カテゴリは言わば人
間が厳選した巨大なリンク集です。1日に登録される数
はだいたい200～300サイト前後。また、登録されてい
るサイトに問題が見つかれば時には登録抹消される事も
あります。非営利目的のサイトは登録審査料が無料です
が、営利目的のサイトであれば登録審査料は有料になり
ます。営利目的のサイトを審査してもらうためには
「Yahoo!ビジネスエクスプレス 」というサービスを利
用することになります。SEO対策としてYahoo!カテゴ
リに登録することは非常に重要です。Yahoo!という超
優良サイトからリンクされることは、存在価値が高く厳
選されたサイトであると言い換えられるからです。

自分で作る・ホームページ

Ｙahoo!カテゴリとは？

ポイント 解説

運営者の身元
を明記する

WEBサイトの運営主体を明記してください。
会社名（団体名）、所在地、連絡先、事業内容、
代表者名を必ず明記しましょう。

合法である
という事

違法行為を行う運営者のサイトは登録されませ
ん。特に薬事法、許認可の必要な業種について
は注意しましょう。

分かりやすい
オリジナルな
内容

他のサイトから記事の内容をコピーしてはいけ
ません。WEBサイトに掲載する記事はオリジナ
ルなものにしましょう。

商品／サービ
スの信憑性

誇大広告的な表現が含まれていたり、購入して
も結果が得られないような事を謳う事の無いよ
うにしましょう。

サイトが
完成している

準備中や制作中のページがあったり、画像や写
真が正常に表示されない場合、リンク切れがあ
る場合はサイトが完成していないと判断されま
すので審査前に必ずチェックしましょう。

　Yahoo!カテゴリの審査基準として注意しておきた
いポイントを表にまとめます。

Ｙahoo!カテゴリの審査基準

　有料の「Yahoo!ビジネスエクスプレス 」の場合、不
合格の通知にその理由が記載されます。30日以内で
あれば1度だけ無料で再審査を受ける事ができます。

審査に通らなかったときは

　もしもご自分でYahoo!カテゴリに登録する自身が
無かったり、審査が通るか不安であればレリッシュが
Yahoo !カテゴリの登録代行や指導を行うことも可能
です。お気軽にご相談ください。初めての指導であれ
ば無料相談サービスを実施しておりますのでフリーダ
イアル（0120 -212367）へお電話頂くか、お問い合わ
せフォームでご連絡ください。多くの優良なサイトが
Yahoo!カテゴリに登録され、多くの方の役に立つ事を
願っております。

Ｙahoo!カテゴリの登録代行および指導

　Yahoo!カテゴリの審査期間、登録審査料、登録料を分
かりやすく表にまとめました。ご参考になさってください。

項目

Yahoo !ビジネスエクスプレス   http://bizx.yahoo.co . jp/

審査期間 規定なし 7営業日以内に審査

登録審査料 無料 157,500円 52,500円

登録料 無料

営利目的のサイト

アダルト、風俗営業、健康
食品、健康用品、スキンケ
ア、育毛、増毛、ギャンブル
関係、エステティックサロ
ン、アートメイク、探偵、出
会い系などのサイト

左記以外の
サイト

非営利目的
のサイト

Ｙahoo!カテゴリの審査期間と各種費用

*

*

*

項目

営利目的のサイト

非営利目的
のサイト

ポイント 解説



　弔事の時に使う熨斗袋の表書きは「悲しみ
で墨が薄れる」という意味をこめてうす墨を
使うのが本来の礼儀。…などということを恥
ずかしながら最近になって知りました。そう
いえばお店の筆ペン売り場では、通常の黒墨
の筆から習字の先生が使いそうな朱色の筆に
混じって、うす墨専用の筆ペンが売っていま
す。本来ならきちんと墨と硯を用意すべきと
ころですが、ここはお手軽に体験するべく、
購入してみることにしました。

　とりあえず、用意した黒墨の筆ペンとうす墨の筆ペン
で、それぞれ半紙に「一」という文字を書いてみます。
すると出来たのは真っ黒な横線と灰色だけども濃淡の
ある横線。前者は黒墨で、後者はうす墨です。どうやら
うす墨だと、全く色の変わらない黒墨と違い、力の入れ
具合で濃い箇所と薄い箇所が出来るようです。これは後
から書き足しなんてとても出来なさそう。でもその濃
淡具合にとても魅力を感じます。一度きりしか出せな
い墨の表情。奥ゆかしさを感じました。

■応募方法
ハガキ、FAX 、メールからは、お名前・会社名・郵便番号・住所・
電話番号とクイズの答えをご記入の上、下記宛先へご応募下さい。
宛先：〒194-0013 東京都町田市原町田二丁目2番1号
　　　ライオンズマンション町田第6-402
FAX：042-727-5805　Mail：present@rel-ish .co .jp
応募フォームにてご応募される方は
（ http://www.rel-ish.co.jp/present/ ）へ。
締切：2007年7月31日

※ 厳正な抽選の上、当選は発送をもってかえさせて頂きます。

次の◆の中を埋めてください。

　　Yahoo!カテゴリの審査基準の
　　一つです。

　「◆◆◆が完成している」

〒194-0013  
東京都町田市原町田二丁目2番1号
ライオンズマンション町田第6-402号室

レリッシュ株式会社編集・発行 :

●きむ ＞ 社員旅行は山梨でさくらんぼ狩りでした！脚立を
使って夢中に木登りしている姿の写真は「WEBサル」！？

●ぺぺ ＞ 骨董市で鎖鎌を発見！昔誰かが使ったんでしょう
か？歴史を垣間見ました。

●iori ＞ 肩こり対策に通勤バックをウェストポーチに変えて
みました。果たして効果の程は？

●MoEgi ＞ じゃがいも収穫のお手伝い中、葉っぱの上に小
さな雨蛙を見つけておおはしゃぎ♪

次号2007年8月号は「2007/08/10（金）」発行予定

「ほ～むぺーじ通信」
  制作スタッフからの一言です！

墨
の
表
情
を
探
る

0120-212367
http://www.rel-ish.co.jp/
受付時間：平日 AM8 :30 ～ PM16 :30

《所属団体》・町田商工会議所 - サービス業部会
・ソフトウェア振興会 - 研修委員会 
・町田青年会議所 - 会員拡大委員会

紹介欄に掲載させて頂ける
会社/店舗さん募集!

▼下記まで
ご連絡下さい

前号のクイズの答えは「地域」でした。

本号のクイズの答えは次号発表いたします。

プレゼントはこちら
Rel-ish★セレクト
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初夏の骨董市見学

今月
の
クイズ

携帯電話からのご応募は、こちらをご利用下さい
http://www.rel-ish.co.jp/present-k/

本誌内の
どこかに
ヒントが！

季節のたより

　外は雲ひとつ無い青空――。
今回は地元駅の近くにある神社
の境内で毎月一回開かれている
という、骨董市に遊びに行ってみました。今
までフリーマーケットには行ったことがある
のですが、そこはさすが骨董市。さんさんと
降り注ぐ日の光をやさしくさえぎる木々の下
では、時計に食器、着物にアクセサリーもあ
れば書物に巻物まで、どこか古めかしさを装
った品々が所狭しと露店に並んでいます。も
のめずらしさに心踊りつつ、一つ一つのお店
を眺めていると、「安くしとくよー」なんてお
店の人にのんびり声をかけられたりして、話
が弾めば時間がたつのを忘れてしまいそうで
す。
　ふと見渡せばどの人もみんな穏やか。静か
な空間で輝きを潜め並んでいる骨董たち。
ゆったりとした時間の流れに身を任せれば、
おやおや売主さんが気持ちよく居眠りをして
いますよ。時代の流れをゆっくり感じるひと
ときでした。

ふんわり優しい
柄付きふきん

５名
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