
当社による弁護士ホームページ集客の関与数は業界トップクラスですので

法律事務所のビジネス（組み立て）への理解度が高い企業です。

CMSシェア No.1 のWordPress による
自分で簡単に更新できるホームページ

初期 SEO対策を考慮したホームページ

持続的なSEO対策（原稿管理）を考慮した
ホームページ

弁護士の市場性を考慮したホームページ

初期のコンサルティング費用込み

オプションで継続的なWebマーケティン
グ関与が可能

ホームページ制作

マーケティング
顧問契約

リスティング
広告代行

ホームページ制作に
関する特徴・強み

弁護士のHP制作+マーケティング支援専
門会社によるリスティング運用

士業分野のリスティング管理経験が豊富
なスタッフが担当

法律事務所のビジネス規模に合わせて少
額の広告費から対応

少額の広告費用でも丁寧な対応をお約束

リスティングチームによる定期的なレ
ビューで改善体制を構築

毎月の運用実績をレポートにてお客様に
ご報告

リスティング広告代行に
関する特徴・強み

中長期のWeb 戦略に関与し、法律事務所
の集客をサポート

殆どの法律事務所様が長期間顧問契約を
継続

顧問契約中は新規のホームページ制作費
も割引価格になるため、協議の上、個別
業務ごとにホームページ制作を進めるこ
とが可能

集客の相談・Web 関係の相談をタイム
リーに受け付け迅速に対応

マーケティング顧問契約に
関する特徴・強み

安定的な
集客の実現

3分野のサポートの場合、総合力で集客を実現いたします。
各分野単発でのご依頼の場合でも個別に魅力あるサービスをご提供いたします。
サービスの中心となるホームページ制作については各サービスのチラシをお読みください。

P O K E  R      F  A C  E



専門の強みを活かし、ブランド力のある高品位なホームページを
「自分で更新・維持費が格安なサービス」でご提供しております。
当社が提供するホームページはレンタルサーバとドメインのみサーバ会社と直接契約していただければOK！
固定のランニングコストは WordPress保守管理サポート月額4,000円＋月額1,125 円程度（サーバー代とドメイ
ン代のみ）。あとはご自分で更新。当社に依頼していただいてもOK。※デザイン性の高いページは当社にご依頼
ください。1ページからスポットで対応いたします（ページ作成 4,000円～、ページ修正1,000円～）。

パッケージ料金

法律事務所に必要なホームページ機能がそろうパッケージ

￥568,000 （税別）

弁護士のホームページ制作は業界をよく知る業者を選ぶことにつきます。
大手法律事務所WEBサイトのクオリティをリーズナブルな金額でご提供。

実績
コンサルティング実績
1,100サイト以上

維持費
自分で更新
（格安維持費）

掲載無料
弊社ポータルサイト

掲載無料

コンテンツ
マーケティング
コンテンツ戦略を協議・
ご指導いたします。

完成後
電話での操作説明
1か月無料

（メールは6か月）

※WordPress を使用（オープンソースCMSソフトですのでソフト使用料は掛りません）。
　CMS（コンテンツマネージメントシステム）とは文字などの簡単な修正はもちろん、ブログ感覚でページ追加ができる自分で簡単に更新ができるシステムのことです。
※複雑なデザインにはある程度のスキルが必要ですので、ご自身での編集が難しい場合は当社がスポット料金で対応いたします。

スマホ対応
レスポンシブWebデザイン

弁護士向けホームページ制作関連サービス

ホームページ作成コンサル型プラン

さらに、当社の強みとして名刺、封筒、事務所案内、ロゴの制作があります。
ご興味のある方はホームページを参照ください。

ポーカーフェイス　弁護士 検索

SEO
基本 SEO対策

全頁 SEO対策実施 
（各ページテーマに合わせた調整）

P O K E  R      F  A C  E

0120-122-177
全国対応フリーダイヤル

https://www.pokerface.co.jp/

平日 10:00～19:00

※記載の金額は税別となります。



弁護士向けリスティング広告代行関連サービス

士業　リスティング広告代行

https://www.tokyo-lawyers-office.com/

検索

当社はYahoo! マーケティングソリューション セールスパートナーおよびGoogle公認のGoogleパートナーです。

60％60％

バナー広告も
対応してくれるから

SEOにも強いところを
探していたから

信用できるから

少額に強いから

当社を選んだお客様の約60％が
弁護士の業務・経営を理解しているから
という選択理由を1位に挙げています。

弁護士の集客にはリスティング広告が最も適しているという現実に対して
他社との違いを理解していただき、当社をパートナーに選ぶ弁護士の方が増えております。

弁護士のHP制作+マーケティング支援専門会社によるリスティング運用
一般的なリスティング代行会社とは法律事務所業務の理解度が全く違います。弁護士の業務分野をはじめ、当社スタッフは数多くの法律分野
のリスティング管理を担当しております。その豊富な経験から積み重ねた士業リスティングのノウハウは一般的なリスティング代行会社とは
全くの別物です。

リスティングチームによる定期的なレビューで広告運用の改善体制を構築
リスティングチームによる定期的なレビューで広告運用の改善体制を構築しております。お互いのノウハウと最新の情報を共有し、お客様の
アカウント改善に役立てています。

毎月の運用実績をレポートにてお客様にご報告
毎月の運用実績をレポートにてお客様にご報告をしております。その他、定期的なミーティングやご面談、お電話、メール等、ケースバイケー
スとなりますが現状確認やアカウント改善についてのご提案など逐一ご連絡いたします。

法律事務所のビジネス規模に合わせて少額の広告費から対応
法律事務所のビジネス規模に合わせた少額のリスティング広告の管理が得意です。費用の大小に関わらず全て丁寧な対応をお約束します。

リスティング広告料金 バナー広告料金

サービス名 広告費実費 運用手数料 初期費用

3万円

3万円

10万円リスティング広告
スタートパックA（※１） 10～ 30万円 6万円

リスティング広告
スタートパック B（※１） 30万円以上 広告費の 20％ 0円

0円

※１.Yahoo! 検索連動型広告とGoogle 検索連動型広告のパックとなります。 ※2. 初期設定費用をサービスいたします。

※記載の金額は税別となります。

媒体名

YDA
Yahoo! 広告 ディスプレイ広告（運用型）

GDN
Google ディスプレイネットワーク

（※2）

運用手数料 初期費用

ご自身での広告運用や一般的なリスティング広告代行会社をご利用の場合によくみられるケースとして意味の無い検索キーワードで予算を消化しているケースが非常に多く見受けられます。こういったケー
スでは広告費用の３割～４割を無駄なクリックで予算消化してますので弊社の運用手数料の方が安い計算になります。また一般的なリスティング広告代行会社は法律用語が全く分かっていないため、別業種
のキーワードで予算を消化していることが多いです。

※最低運用期間は 6か月とさせていただいております。
※管理アカウントは当社のアカウント配下に作成されますので、契約が終了した後にアカウントをお渡しすることができませんのでご了承下さい。

P O K E  R      F  A C  E

0120-122-177
全国対応フリーダイヤル

平日 10:00～19:00



Webマーケティング活用相談
【相談内容】
・ホームページ活用全体について
・新規業務ホームページ作成について
・リスティング広告他Web集客について
・現状ホームページ改善について
・業界動向検討他
・電話・メールでの相談対応随時
・方向性ミーティング（3 カ月に1 度／オンライン）
※リスティング広告の管理は別途管理費が掛かります。
　当社のリスティング広告代行サービスをご確認下さい。

ホームページ管理・修正（１ヶ月あたり）
・ページ修正（3P以内）
・新規ページ作成（1P以内）
・コラム・Q&A等のSEO対策ページ作成（4P以内）
　法律事務所のホームページはコラム・Q&A 等の更新を事務所サイドが行
　い、画像を含むページなどは当社が担当するのがスピードの面で効率的
　ですが、更新を全部任せたいというご要望も多いので当社がコラム・Q&A
　等のページも４Pまで更新作業をお受けしております。
・事務所サイドで更新する際の操作説明サポート
　電話１時間まで、メール３件までが目処になります。
・CMSシステム保守
　WordPress のアップデート対応
※複数サイトの合計修正数でも可能です。
※おおよその目安です。更新のない月は翌月にまとめてでも構いません。
　更新のない場合でも返金は致しかねますので予めご了承ください。
※通常ページの更新は緊急時以外、原則ご依頼から 3 営業日以内を目途に行
　います（年末年始、夏季、ゴールデンウィーク、当社都合による長期休暇な
　どは除きます）。
※更新するページの原稿はご用意いただきます。

マーケティング顧問契約サービス

ポーカーフェイス　弁護士コンサル 検索

中長期のWeb戦略に関与し、
法律事務所の集客をお手伝いいたします。

テーマサイト等新規ホームページ作成の場合に最大234,000円割引いたしますので、長期の視点で複数のサイト運用を目指す
お客様にメリットがございます（割引金額は契約年数により変わります）。
またリスティング広告の運用もご依頼いただく場合、リスティング広告運用代行の各運用管理手数料を50％割引でご提供いた
します。

長期間契約を継続していただける法律事務所様が多いのが特徴です。

顧問契約中は新規のホームページ制作費も割引価格になりますので、協議の上個別業務ごと
にホームページ制作を進めることが可能です。

集客の相談・Web関係の相談をタイムリーに受け付け迅速に対応いたします。

全国対応フリーダイヤル

https://www.pokerface.jp/

5万円（税別）の場合の顧問契約内容

顧問契約のお客様向け割引サービス

P O K E  R      F  A C  E

0120-122-177 平日 10:00～19:00

568,000円

ご契約～1年 70,200円引き 497,800円
1年～2年 93,600円引き 474,400円
2年～3年 140,400円引き 427,600円
3年～4年 187,200円引き 380,800円
4年～5年 210,600円引き 357,400円
5年以上 234,000円引き 334,000円

ホームページ作成
コンサル型プラン
（WordPress）

※記載の金額は税別となります。



会社概要会社概要

名称 有限会社ポーカー・フェイス

TEL 03-6206-0277 ㈹

設立年 1997年

名称 ポーカー・フェイス・コンサルティング株式会社

TEL 03-6206-0366 ㈹

設立年 2013年

代表 清水　信宏

所在地 〒101-0048　東京都千代田区神田司町 2-7-7 第二後藤ビル 4F

フリーダイヤル 0120-122-177

FAX 03-6206-0210

交通機関 JR 山手線・京浜東北線・中央線、東京メトロ銀座線「神田駅」徒歩6分
 東京メトロ丸ノ内線「淡路町駅」徒歩 3分
 都営地下鉄新宿線「小川町駅」徒歩 3分

 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」徒歩 3分

JR 中央線・山手線
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北口 東口

西口

出口 4

A4

丸ノ内線
淡路町駅

都営新宿線
小川町駅

千代田線
新御茶ノ水駅

銀座線
神田駅

区立千代田
小学校

NTT神田ビル

松屋

ファミリー
マート

武蔵野銀行

ミニストップ
マルエツプチ

中
央
通
り

外
堀
通
り

↑
至
秋
葉
原

↑
至
御
茶
ノ
水

↑
至
御
茶
ノ
水

↑
至
末
広
町

至
三
越
前
↓

至
東
京
↓

至岩本町→

←至神
保町

神田警察通り

東京メトロ丸ノ内線 『淡路町駅』 徒歩 3分
都営新宿線 『小川町駅』 徒歩 3分
千代田線「新御茶ノ水駅」徒歩 3分
JR 『神田駅』 徒歩 6分
東京メトロ銀座線 『神田駅』 徒歩 6分

第ニ後藤ビル 4F




