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企業名 URL

㈱ハイロックス http://www.hirox.com

㈱松電舎 http://www.shodensha-inc.co.jp/

㈱マイクロアドバンス http://microadvance.co.jp/

斉藤光学㈱ http://www.saitohk.com/

㈱キーエンス https://www.keyence.co.jp/

㈱オプトサイエンス http://www.optoscience.com/

㈱ニコン http://www.nikon-instruments.jp

ハイパーツールズ㈱ http://www.vitiny-microscope.net/

スカラ㈱ http://www.scalar.co.jp/

㈱セルミック http://www.selmic.co.jp/

マイクロ・スクェア㈱ http://www.microsq.com/

オリンパス㈱ http://www.olympus-ims.com

㈱杉藤 http://www.sugitoh.com/

スリーアールソリューション㈱ http://www.3rrr.co.jp/

精密ウェーブ㈱ http://www.seimitu.jp/

ライカマイクロシステムズ㈱
https://xlab.leica-microsystems.com/　（★）

http://www.leica-microsystems.com/jp/ホーム

調査対象企業
※Webサイトが複数ある企業は、

「マイクロスコープ」での検索時にリスティング掲載があるURL、

もしくは検索順位が高いURLを使用（★印参照）

※一覧の並び順は、本調査を行った時点の自然検索結果の順位を基にしています。
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企業名 ページ数

㈱ハイロックス 104

㈱松電舎 2650

㈱マイクロアドバンス 658

斉藤光学㈱ 537

㈱キーエンス 24800

㈱オプトサイエンス 4500

㈱ニコン 1040

ハイパーツールズ㈱ 121

スカラ㈱ 442

㈱セルミック 83

マイクロ・スクェア㈱ 143

オリンパス㈱ 69600

㈱杉藤 352

スリーアールソリューション㈱ 810

精密ウェーブ㈱ 47

ライカマイクロシステムズ㈱ 347

Webサイトのページの数
下表は、各企業のWebサイトのページ数を調べたものです。

※厳密には、Googleにインデックス（検索エンジンのデータベースに登録されていること）されている

ページ数になりますので、実際のページ数とは多少の違いはありますが、

Webサイトの規模感を把握することに役立ちます。

※下記企業は、リスティング実施URLもしくは検索順位が最も高いURLを使用

・ライカマイクロシステムズ㈱
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■アクセス解析ツール（Googleアナリティクス）とは？

アクセス解析とは、Webサイトへ訪れたユーザーの行動履歴や特性、

傾向などのデータを取得し、そのデータを様々な角度から分析すること

により、Webサイトの改善に役立てることです。

代表的なアクセス解析ツールとして、Googleが無料で提供する

「Google アナリティクス」が広く使われています。

アクセス解析ツールの有無
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企業名 解析ツール

㈱ハイロックス ○

㈱松電舎 ○

㈱マイクロアドバンス ○

斉藤光学㈱ ×

㈱キーエンス ○

㈱オプトサイエンス ○

㈱ニコン ○

ハイパーツールズ㈱ ○

スカラ㈱ ○

㈱セルミック ○

マイクロ・スクェア㈱ ×

オリンパス㈱ ○

㈱杉藤 ○

スリーアールソリューション㈱ ○

精密ウェーブ㈱ ○

ライカマイクロシステムズ㈱ ○

アクセス解析ツールの有無

下表は、各企業のWebサイトにアクセス解析ツール（Googleアナリティクス）が

導入されているか調べたものです。
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■リスティング（検索連動型広告）とは？

リスティング広告とはGoogleの「Google アドワーズ」、Yahoo!の

「Yahoo!プロモーション広告」等を指し、検索エンジンの検索結果画面に、

検索されたキーワードに関連した広告を表示させるインターネット広告です。

「検索連動型広告」「PPC広告」「キーワード広告」とも呼ばれています。

リスティングの実施

（検索連動型広告）
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企業名 リスティング

㈱ハイロックス ○

㈱松電舎 ○

㈱マイクロアドバンス ○

斉藤光学㈱ ×

㈱キーエンス ○

㈱オプトサイエンス ×

㈱ニコン ×

ハイパーツールズ㈱ ○

スカラ㈱ ×

㈱セルミック ×

マイクロ・スクェア㈱ ×

オリンパス㈱ ×

㈱杉藤 ○

スリーアールソリューション㈱ ×

精密ウェーブ㈱ ×

ライカマイクロシステムズ㈱ ○

リスティングの実施

（検索連動型広告）
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企業名 設立 従業員数 売上 利益 決算期

㈱ハイロックス -- -- -- -- --

㈱松電舎 平成16年 9 329百万 8,536千円 平成28年8月

㈱マイクロアドバンス -- -- -- -- --

斉藤光学㈱ 平成13年 1 100百万 ---,---千円 平成28年6月

㈱キーエンス 昭和49年 2,013 228,875百万 93,552,000千円 平成28年3月

㈱オプトサイエンス 昭和62年 28 1,946百万 96,222千円 平成27年4月

㈱ニコン 大正6年 5,564 565,355百万 △1,322,000千円 平成28年3月

ハイパーツールズ㈱ 平成4年 13 407百万 3,735千円 平成28年9月

スカラ㈱ 昭和24年 22 404百万 11,187千円 平成28年3月

㈱セルミック 平成22年 7 208百万 1,875千円 平成28年3月

マイクロ・スクェア㈱ 平成11年 1 100百万 10,000千円 平成28年1月

オリンパス㈱ 大正8年 6,492 407,776百万 102,968,000千円 平成28年3月

㈱杉藤 昭和57年 14 340百万 26,500千円 平成28年2月

スリーアールソリューション㈱ -- -- -- -- --

精密ウェーブ㈱ -- -- -- -- --

ライカマイクロシステムズ㈱ 平成10年 150 10,000百万 298,000千円 平成27年12月

企業データ

参照データ：帝国データバンク
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コスモブレインズは

製造業専門でWebマーケティングの支援をしている会社です。

お問い合わせなどございましたら、下記までお願いいたします。

社 名 株式会社コスモブレインズ

資本金 1,000万円

従業員 17名

代表者 石井 邦道

事業内容

・Webマーケティング支援

・リスティング広告運用代行

・Webサイトの企画・デザイン・制作

〒169-0075

東京都新宿区高田馬場1-30-14 コルティーレ高田馬場6F

TEL:03-5843-3321

E-mail: webinfo@cosmogroup.co.jp

URL：http://www.webplus-listing.com

担当：企画部

（2017年5月時点）

お問い合わせについて
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