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Step1 環境設定
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Step1 環境設定

① ログイン情報(ID/パスワード)を確認します。

※ アカウント開設時に登録されたメールアドレス宛に
ID / パスワード等の情報をお送りしています。

② Webブラウザでアクセスし、
ログイン情報(ID/パスワード)を
入力して管理画面にログインします。

管理画面の構成

番号 詳細

① データの集計期間を選択する項目です。

② アドエビスのサポートサイトや、お問い合わせフォームです。

③

アドエビスからのお知らせを確認するためのinformationです。
マーク：未読のお知らせ
マーク：ご対応が必要なお知らせ

※ ログイン画面でご確認いただけるメンテナンス情報などもこちらから再度ご確認可能です。

④ 計測データを確認するためのタブです。ご契約のないサービスは選択できません。

⑤ 計測の設定を行うためのタブです。

権限が付与されているタブのうち一番最初の画面が表示されます。

21

4

3

5

管理画面へのログイン

まずは、アドエビスの管理画面にログインします。
ID/パスワードは、アカウント開設時に登録されたメールアドレスにお送りしています。

https://id.ebis.ne.jp/
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Step1 環境設定

① アドエビス管理画面>設定>ユーザー管理
(ないしエージェント権限管理)を開きます。

② [ユーザーを追加]を選択し、ID、
パスワード、機能権限、メール
アドレスなどを登録します。

ユーザーID/エージェントIDの登録

アドエビスの管理画面にログインできたら、次はアドエビス利用者様分のIDを登録します。
IDには、[ユーザーID]と[エージェントID]という2種類のIDがあり、閲覧制限の強度が異なります。

ユーザーID登録上の注意事項

・基本的にアドエビスにログインする方お一人につき、1つのIDを作成するようにしてください。

1つのIDで複数の方がログインしていると、広告の登録やデータ閲覧時の検索など、操作が重複した際に

正しい処理が行えないことがございますので、IDはログインユーザー様ごとに分けてご利用ください。

※ 特に初期登録されているユーザーID(管理者ID)は「契約の追加/変更/解除」等の権限が付与されています。

管理者IDを共有されてしまうと、意図せず有料オプションが追加されてしまうことなどもございますので、

IDの管理には十分にご注意ください。

参考URL

ユーザー権限について： https://support.ebis.ne.jp/search_want/usage/usage-config/31303/

エージェント権限について： https://support.ebis.ne.jp/search_service/1725/

https://support.ebis.ne.jp/search_want/usage/usage-config/31303/
https://support.ebis.ne.jp/search_service/1725/
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Step1 環境設定

① アドエビス管理画面>設定>システム設定>
システム関連>編集を選択します。

② [計測対象サイト]から順に[自動
クロスドメイン設定]まで、必要な
情報を入力し[登録]を選択します。

計測環境の設定：システム関連

アドエビスの管理画面に、アドエビスで計測を行うサイトのドメインや、トラッキングを行う
期間などの諸情報を登録します。

計測対象サイト登録上の注意事項

・計測対象サイトに登録するのは「ドメイン」です。

ドメインとは「http://」から、次の「/」で区切られる部分のことを指します。

「https://www.yrglm.co.jp/philosophy/」←赤文字部分がドメインです。

※ 計測対象サイトは末の「/」まで登録してください。前方一致判定のため「https://www.yrglm.co.jp」と登録

された場合「https://www.yrglm.co.jp.sample/」など、別ドメインも計測してしまう可能性があります。

・計測対象サイトにドメインが登録されていないページは計測されません。

ランディングページ、経由ページ、CVページ等、計測する全てのページのドメインを登録してください。

計測用のタグを設置したページでも、計測対象サイトの登録がなければ計測されませんのでご注意ください。

・「www」などサブドメインが異なる場合、全てのドメインを登録してください。

例えば「https://yrglm.co.jp/」でも「https://www.yrglm.co.jp/」でもページが表示される場合、

「wwwありなし両方のドメイン」を計測対象サイトとして登録する必要があります。

※各項目の詳細についてはページ下部の参考URLをご覧ください。

その他項目の注意事項

・[1st Party Cookie トラッキング設定]と[自動クロスドメイン設定]は[有効]が推奨です。

計測精度を高めるための設定なので、特段の事情がなければ[有効]に変更してください。

※ 自動クロスドメイン設定は、[計測対象サイト]を複数登録した場合のみ必要な設定です。

※ [有効]に変更すると、ページ遷移時にURL末尾に計測用のパラメータが自動付与されるようになります。

参考URL

システム関連の設定について：https://support.ebis.ne.jp/search_service/service-adebis/14355/

https://support.ebis.ne.jp/search_service/service-adebis/14355/
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Step1 環境設定

① アドエビス管理画面>設定>システム設定>
ページ設定>編集を選択します。

② [別ページとして計測する
パラメータ]、[デフォルトのページ]、
[上限通知先ユーザー]を設定します。

計測環境の設定：ページ設定

PV計測の詳細ルールを設定します。URLが異なる場合に別ページとして計測するか、パラメータ
が異なる場合も別ページとして計測するかなど、計測のルールを設定することができます。

別ページとして計測するパラメータ

・空欄の場合、パラメータを無視して計測します。

[https://yrglm.co.jp?product=aaa] と [https://yrglm.co.jp?product=bbb] というページがある場合、

[別ページとして計測するパラメータ] を登録しなければ [https://yrglm.co.jp] で2PVと計測します。

[別ページとして計測するパラメータ] に「product」と登録すれば [https://yrglm.co.jp?product=aaa] で1PV

[https://yrglm.co.jp?product=bbb] で1PVと計測します。

デフォルトのページ

・空欄の場合、URLが異なれば全て別のページとして計測します。

[https://yrglm.co.jp/] と [https://yrglm.co.jp/index.html] というページがある場合、

[デフォルトのページ] を登録しなければ、[https://yrglm.co.jp/] で1PV

[https://yrglm.co.jp/index.html] で1PVと計測します。

[デフォルトのページ] に「index.html」と登録すれば [https://yrglm.co.jp/] で2PVと計測します。

※ [URLは異なるが表示されるページは同じ] になる場合などにご利用ください。

上限通知先ユーザー

・PV計測するページの登録上限に達した際にメールを送信する先を選択します。

計測可能なページの登録上限は80,000ページとなっております。

80,000ページを超過した際にエラーメッセージを送信する先のメールアドレスをご登録ください。

※ 計測可能なPV数の上限はご契約プランによって異なりますが、ページ数は一律80,000ページが上限となります。
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Step1 環境設定

① アドエビス管理画面>設定>システム設定>
クロスデバイス設定>編集を選択します。

② [機械学習]か[ユーザー名]を選択
します。
※ 推奨は[機械学習]です。

計測環境の設定：クロスデバイス設定

クロスデバイス計測の集計ロジックを設定します。
※ クロスデバイス計測機能をご利用いただけるプランでのみ設定が可能です。

クロスデバイスの紐付けルール

・機械学習

クリックやPVなどのアクセスデータを元に、独自開発の人工知能(AI)が、ユーザーの特徴やパターンを見つけ、

同一ユーザーであるかを類推し、集計を行います。

・ユーザー名

CV属性で取得されたユーザー名(member_name)を用いて、同一ユーザーを紐付けます(以下の条件を除く)。

・過去30日間で、ユーザー名1件に対して1,000件以上のCVが紐づく場合

・ユーザー名が[null]、[undefined]、[2桁以下の数字]に該当する場合
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Step1 環境設定

計測用DNS設定

Safariブラウザでの計測精度を高めるための設定(ITPに対応した計測設定)を行います。
DNS設定については、Apple社のITP機能バージョンアップ状況により設定方法や注意事項が
変わるため、最新情報を公開しているサポートサイトにて、設定方法をご確認ください。

計測用DNS設定の概要

1. 事前準備をします。

・NSレコード設定を行う上での注意事項等を[システム管理者様]と共にご確認ください。

2. アドエビスの管理画面でDNS設定情報を発行します。

・管理画面上での簡単な操作です。詳細はサポートサイトをご覧ください。

3. DNSサーバへNSレコードを登録します。

・[システム管理者様]の作業となります。

DNSサーバにアドエビスの管理画面で発行したNSレコードを登録します。

4. アドエビスの管理画面で設定状況を確認します。

・DNSサーバに対して設定を行うと、アドエビス管理画面上で設定状況のステータスが表示されます。

ステータスが「利用可能」になれば設定完了です。

https://support.ebis.ne.jp/s/article/000004682
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Step2 タグの発行と設置
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Step2 タグの発行と設置

概要

アドエビスの計測に必要なタグは「共通タグ」と「CV属性取得用タグ」です。
共通タグは「計測対象とするサイトの全てのページ」に設置します。
CV属性取得用タグは「CV属性を取得する場合、CV属性を取得するページ」に設置します。
※ CV属性についてはP14をご覧ください。

設定の流れ

① アドエビスの管理画面にCV情報を登録する。

② 計測するサイトにタグを設置する。

ランディング
ページ

商品詳細
ページ

ショッピング
カート

サンクス
ページ

共通タグ 共通タグ 共通タグ

共通タグ

CV属性取得用
タグ(任意)

広告クリック
(Googleなど)

広告

計測対象となるサイト
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Step2 タグの発行と設置

① アドエビス管理画面>タグ管理>新規登録を
選択します。

② [ページ設定、コンバージョン設定、
属性設定(任意)]の各項目を入力し、
[登録]を選択します。

CV計測設定：管理画面上でのCV登録

CVの名称、計測するページなどをアドエビスの管理画面に登録します。

※入力項目の詳細は本ページ下部や次ページをご覧ください。

① ページ設定

・ページID(必須)
・任意のIDを入力します(例：complete、request、など)。

入力可能文字列：a～z 0～9 - _ (上限50文字)

・ページタイトル(必須)
・任意の名称を入力します(例：購入完了、資料請求、など)。

入力可能文字列：指定なし (上限200文字)

・ページURL(任意)
・メモ欄です。CVページのURLを記述します。

・サイトコンテンツ/ページカテゴリ(不要)
・CV計測の設定時には操作不要です([対象外]のまま)。

※サイトコンテンツ計測についてはこちら

② コンバージョン設定

・コンバージョン名(必須)
・任意の名称を入力します(例：購入完了、資料請求、など)。

入力可能文字列：指定なし (上限200文字)

コンバージョン名として入力した文字列が、

アドエビス管理画面上のCV名として表示されます。

名称が長すぎると管理画面が見にくくなりますので、

CVポイントを端的に表す名称をおすすめします。

※ CV設定は最大20件まで

▼端的で見やすい

▼CV名が長く、横長で見にくい

https://support.ebis.ne.jp/search_service/service-log/23149/


© YRGLM Inc. 13

Step2 タグの発行と設置

② コンバージョン設定

・タグマネージャーの利用(必須)
タグの設置にGTMを利用する場合は左をご選択ください。

GTM以外のタグマネージャーを使用される場合や、

タグマネージャー非使用の場合は右をご選択ください。

・コンバージョン条件
① 特定ページのPV(標準)

ユーザーが特定のページに到達した際にCVを計測します。

例：購入完了ページ到達、会員登録完了ページ到達、など

② ボタンクリック

ユーザーが特定のボタンをクリックした際にCVを計測します。

例：資料DLボタン、電話番号タップ、など

③ スクロール

ページの特定位置までスクロールされた際にCVを計測します。

例：記事の最下部までスクロールされた際にCV計測、など

② コンバージョン設定>特定ページのPVを選択された場合

・コンバージョンページ指定方法
① URL指定(標準)

アドエビスの管理画面に登録したURLにユーザーが流入

した際にCVを計測する方法です。

※ 入力フォーム、確認画面、サンクス画面が同じURLになる

ようなサイト構成の場合は②をご利用ください。

② ページID指定

[ページID指定タグ]を設置したページにユーザーが流入

した際にCVを計測する方法です。

・経由ページ
「指定のページに接触した後に、CVページに流入した場合のみ

CVを計測する」という設定を行う場合にチェックを入れます。

経由ページの設定方法についてはこちらをご覧ください。

・コンバージョンページ (URL指定を選択された場合のみ)
CVページのURLを入力します。

条件は「 を含む / 完全一致 / を含まない / で始まる 」から選択していただくことが可能です。

下記例のような設定でCVを計測することができます。

例：https://www.yrglm.co.jp/products/

https://www.yrglm.co.jp/material/

https://www.yrglm.co.jp/material/finish/ ←このページだけCVとしたい

① [https://www.yrglm.co.jp/material/finish/]かつ[完全一致]とする

完全にURLが一致した場合のみCVの計測対象とします。

https://www.yrglm.co.jp/material/finish/?p=sampleのようにURL末に情報が追加された場合はCV計測対象外となります。

上記のような場合は[https://www.yrglm.co.jp/material/finish/]かつ[を含む]にするなどご調整をお願いします。

② [finish]かつ[を含む]とする

[finish]という文字列を含む全てのページをCVの計測対象とします。

[https://www.yrglm.co.jp/products/finish/]等、[finish]という文字列を含むページが複数ある場合、全てCVとして計測します。

※ 設定の反映まで最大3分ほどかかります。

※ 条件は10件まで指定でき、それぞれOR条件として登録されます。

https://support.ebis.ne.jp/search_service/service-adebis/11121/
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Step2 タグの発行と設置

③ 属性設定

CV属性とは

・属性取得
CV属性を取得する場合は[取得する]を選択してください。

※ CV属性は取得していただくことをおすすめしています。

※ CV属性についてはこちら

・変数入力
任意の登録項目ですので、設定時に不明の場合は空欄のまま

登録を完了していただいても問題ございません。

CV属性として取得する項目の変数がわかる場合は、ご入力を

お願いします。

※ 登録段階で変数を入力されていない場合、必ずサイトへ

タグを設置する際、タグに変数を挿入してください。タグに

変数が挿入されていない場合、CV属性は取得できません。

CV属性とは[サイトが保有しているCVの詳細情報]のことです。CV属性を取得する設定を行わなくても、どの
広告から何件のCVが獲得できたかは計測できますが、「何円の商品が購入されたのか」「どの資料を請求され
たのか」「何歳の方が会員登録されたのか」などCVの詳細はわかりません。
「どの広告から何円の売上が生まれたのか知りたい」「広告の投資対効果(ROAS)が知りたい」といった場合に
は、CV属性をアドエビスに取得する設定を行っていただき「売上金額」を取得していただく必要があります。

広告コスト CV CPA

広告A 10,000円 5 2,000円

広告B 10,000円 4 2,500円

広告C 10,000円 10 1,000円

広告コスト CV CPA 売上金額 ROAS

広告A 10,000円 5 2,000円 30,000円 300%

広告B 10,000円 4 2,500円 20,000円 200%

広告C 10,000円 10 1,000円 10,000円 100%

CV属性を取得していない場合 CV属性を取得している場合

CPA評価だと広告Cが良いように見えるけど、

広告Cが売上に貢献している広告と評価して

良いのかな…？

売上金額も評価指標に加えると、本当は広告Aが最も

投資対効果が高いとわかった！

※ 上図では「売上金額」を取得した場合を例としましたが、「会員ID」や「資料請求ID」を取得して
「広告とLTVの関係」や「広告とオフラインCVの関係」を分析したり、広告と、性別、年齢、居住地など、
お客様がフォームに入力された情報を組み合わせて分析するなど、CV属性の活用方法は多岐にわたります。
お困りの際はカスタマーサクセス担当までお問い合わせください。

※ CV属性として取得できる情報は「サイトで保有している情報」に限ります。
サイトでどのような情報を保有しているかは、貴社サイトの管理者様にお問い合わせください。

https://support.ebis.ne.jp/search_service/1504/
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Step2 タグの発行と設置

タグ設置：タグ設置のパターン

前ページまでの登録内容によって、サイトに設置するタグが変わります。登録内容をご確認いた
だき、必要なタグをサイトに設置してください。

各パターンの設定手順

パターンA ： P16～P17の手順をご覧ください。

パターンB ： P18～P20の手順をご覧ください。

パターンC ： ボタンクリックの設定についてはこちらをご覧ください。

パターンD ： スクロールの設定についてはこちらをご覧ください。

特定ページのPV URL指定 取得しない

ページID指定 取得しない

ボタンクリック

取得する

取得する

スクロール

取得する

取得する

パターンA

パターンB

パターンC

パターンD

CV条件 タグ設置パターンCVページ設定方法 CV属性取得

https://support.ebis.ne.jp/s/article/10773
https://support.ebis.ne.jp/s/article/10775
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Step2 タグの発行と設置

タグ設置：パターンA

計測するCVがパターンAに該当する場合は下記の設定をお願いします。

パターンAのタグ設置手順

① アドエビス管理画面から「共通タグ」を取得する。

② 計測するサイトの全ページに「共通タグ」を設置する。

※ パターンAの設定でCVを計測するためには、P13の[コンバージョンページ指定方法]で、[URL指定]を行っている

必要があります。URL指定の設定を行っていなければCVを計測することができません。

ランディング
ページ

商品詳細
ページ

ショッピング
カート

サンクス
ページ

共通タグ 共通タグ 共通タグ 共通タグ

広告クリック
(Googleなど)

広告

計測対象となるサイト
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Step2 タグの発行と設置

タグ設置：パターンA

① アドエビス管理画面>タグ管理>表示を
選択します。

② 表示された「共通タグ」をコピー
(ないしダウンロード)して計測する
サイトの全ページに設置します。

共通タグ

<!-- ■共通タグ --> 
<!-- EBiS tag version4.10 start -->
<script type="text/javascript">

(function(a,d,e,b,i,s){ window[i]=window[i]||[];var f=function(a,d,e,b,i,s){
var o=a.getElementsByTagName(d)[0],h=a.createElement(d),t='text/javascript';
h.type=t;h.async=e;h.onload=function(){ window[i].init(

{ argument:s, auto:true }
);};h._p=o;return h;},h=f(a,d,e,b,i,s),l='//taj',j=b+s+'/cmt.js';h.src=l+'1.'+j;
h._p.parentNode.insertBefore(h,h._p);h.onerror=function(k){k=f(a,d,e,b,i,s);
k.src=l+'2.'+j;k._p.parentNode.insertBefore(k,k._p);};

})(document,‘script’,true,‘ebis.ne.jp/’,‘ebis’,‘●●●●');
</script>
<!-- EBiS tag end -->

※ ●●●●はアカウントによって変動

タグ設置上の注意点

・共通タグは計測するサイトの全てのページに設置してください。

例えば、https://www.yrglm.co.jp/とhttps://www.ec-cube.net/が計測対象の場合、

両サイトのドメイン配下「全てのページ」でタグが反応するようにご設定をお願いします。

※ 全てのページにタグが設置されていない場合、広告クリックやCVなどの計測漏れが発生する可能性がある他、

ITP機能を搭載したSafariやFirefoxブラウザにおいて、正しいデータが得られない可能性があります。

・共通タグは1つのページに1つだけ設置してください。

共通タグが1つのページに複数個設置されないようにご注意ください。

・共通タグは<head>内に設置してください。

<body>内でも動作はしますが反応が遅く計測精度が劣ります。可能な限り<head>内に設置してください。

・GTM/YTMなどのタグマネージャーにも対応しています。

下記ページにGTM/YTM利用時の設定方法を記載しています。

GTMの場合はこちら。 YTMの場合はこちら。 タグマネージャー非利用の場合はこちら。

https://support.ebis.ne.jp/search_service/service-adebis/20443/
https://support.ebis.ne.jp/search_service/service-adebis/20469/
https://support.ebis.ne.jp/search_service/service-adebis/20330/
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Step2 タグの発行と設置

タグ設置：パターンB

計測するCVがパターンBに該当する場合は下記の設定をお願いします。

パターンBのタグ設置手順

① アドエビス管理画面から「CV属性取得用タグ+共通タグ」を取得する。

② CVページに「CV属性取得用タグ+共通タグ」を設置する。

③ アドエビス管理画面から「共通タグ」を取得する。

④ CVページ以外の計測するサイトの全ページに「共通タグ」を設置する。

ランディング
ページ

商品詳細
ページ

ショッピング
カート

サンクス
ページ

共通タグ 共通タグ 共通タグ

広告クリック
(Googleなど)

広告

計測対象となるサイト

共通タグ

CV属性取得用
タグ(任意)
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Step2 タグの発行と設置

タグ設置：パターンB

① アドエビス管理画面>タグ管理>表示を
選択します。

② 表示された[CV属性取得用タグ +
共通タグ]をコピー(ないしダウン
ロード)してCVページに設置します。

CV属性取得用タグ+共通タグ

<!-- ■コンバージョン属性取得用タグ -->
<!-- EBiS customize area start -->
<script type="text/javascript">

window.ebis=window.ebis||[];
ebis.push({

argument: ‘●●●●',
page_id: '',
member_name: '',
amount: '',
other1: '',
other2: '',
other3: '',
other4: '',
other5: '',

});
</script>
<!-- EBiS customize area end -->

<!-- ■共通タグ --> 
<!-- EBiS tag version4.10 start -->
<script type="text/javascript">

(function(a,d,e,b,i,s){ window[i]=window[i]||[];var f=function(a,d,e,b,i,s){
var o=a.getElementsByTagName(d)[0],h=a.createElement(d),t='text/javascript';
h.type=t;h.async=e;h.onload=function(){ window[i].init(

{ argument:s, auto:true }
);};h._p=o;return h;},h=f(a,d,e,b,i,s),l='//taj',j=b+s+'/cmt.js';h.src=l+'1.'+j;
h._p.parentNode.insertBefore(h,h._p);h.onerror=function(k){k=f(a,d,e,b,i,s);
k.src=l+'2.'+j;k._p.parentNode.insertBefore(k,k._p);};

})(document,'script',true,'ebis.ne.jp/','ebis','●●●●');
</script>
<!-- EBiS tag end -->

※ ●●●●はアカウントによって変動
※「page_id: ‘’,」は[CVページ設定方法]で[ページID指定]を選択した場合のみ表示される
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Step2 タグの発行と設置

タグ設置：パターンB

① アドエビス管理画面>タグ管理>表示を
選択します。

② 表示された「共通タグ」をコピー
してCVページ以外の計測するサイト
の全ページに設置します。

共通タグ

<!-- ■共通タグ --> 
<!-- EBiS tag version4.10 start -->
<script type="text/javascript">

(function(a,d,e,b,i,s){ window[i]=window[i]||[];var f=function(a,d,e,b,i,s){
var o=a.getElementsByTagName(d)[0],h=a.createElement(d),t='text/javascript';
h.type=t;h.async=e;h.onload=function(){ window[i].init(

{ argument:s, auto:true }
);};h._p=o;return h;},h=f(a,d,e,b,i,s),l='//taj',j=b+s+'/cmt.js';h.src=l+'1.'+j;
h._p.parentNode.insertBefore(h,h._p);h.onerror=function(k){k=f(a,d,e,b,i,s);
k.src=l+'2.'+j;k._p.parentNode.insertBefore(k,k._p);};

})(document,‘script’,true,‘ebis.ne.jp/’,‘ebis’,‘●●●●');
</script>
<!-- EBiS tag end -->

※ ●●●●はアカウントによって変動

タグ設置上の注意点

・共通タグは計測するサイトの全てのページに設置してください。

例えば、https://www.yrglm.co.jp/とhttps://www.ec-cube.net/が計測対象の場合、

両サイトのドメイン配下「全てのページ」でタグが反応するようにご設定をお願いします。

※ 全てのページにタグが設置されていない場合、広告クリックやCVなどの計測漏れが発生する可能性がある他、

ITP機能を搭載したSafariやFirefoxブラウザにおいて、正しいデータが得られない可能性があります。

・共通タグは1つのページに1つだけ設置してください。

共通タグが1つのページに複数個設置されないようにご注意ください。

・共通タグは<head>内に設置してください。

<body>内でも動作はしますが反応が遅く計測精度が劣ります。可能な限り<head>内に設置してください。

・GTM/YTMなどのタグマネージャーにも対応しています。

下記ページにGTM/YTM利用時の設定方法を記載しています。

GTMの場合はこちら。 YTMの場合はこちら。 タグマネージャー非利用の場合はこちら。

https://support.ebis.ne.jp/search_service/service-adebis/20443/
https://support.ebis.ne.jp/search_service/service-adebis/20469/
https://support.ebis.ne.jp/search_service/service-adebis/20330/
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Step3 広告登録と

計測用パラメータの入稿
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Step3 広告登録と計測用パラメータの入稿

概要

アドエビスで[広告のクリック]を計測するために、広告のリンク先(遷移先)URLの末尾に、
アドエビスのクリック計測用パラメータを付与します。

広告のリンク先URL
https://www.ebis.ne.jp/?argument=***&dmai=***

広告

導入実績1万件突破のアドエビス
広告 https://www.ebis.ne.jp/

マーケティング効果測定プラットフォーム「アドエビス」であれば、

基本的な「効果測定」から、お客様の「行動フローの可視化」まで…

https://www.ebis.ne.jp/?argument=***&dmai=***

共通タグ
パラメータをURL末に付与します

パラメータと共通タグが反応することでクリックが計測されます。

クリック

設定の流れ

① アドエビスに広告を登録する際のネーミングルールを決める。

② アドエビス管理画面に媒体種別、広告グループ1、広告グループ2を登録する。

③ アドエビス管理画面に広告情報を登録する。

④ アドエビス管理画面から計測用のパラメータを取り出す。

⑤ 広告配信媒体に計測用パラメータを入稿する。
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Step3 広告登録と計測用パラメータの入稿

ネーミングルールの統一

広告を管理するためのネーミングルールを統一します。
広告配信媒体のどの項目を、アドエビスのどの項目に対応させるか決めます。

アドエビス項目の詳細

・媒体種別
主に[広告配信媒体の名称]を入力します。

※ Google_リスティング、Yahoo!スポンサードサーチ、GDN、YDN、FacebookAds、Criteo、A8、など
※ エージェント権限をご利用の場合は登録時に以下の注意点をご確認ください。
・エージェント権限は[媒体種別単位で閲覧制限]をかけます。
・1つの媒体種別を複数エージェントに閲覧させる場合は、

[GDN_エージェントA][GDN_エージェントB]と設定ください。

・広告グループ1
主に広告配信媒体内の[キャンペーン名]を入力します。

・広告グループ2
主に広告配信媒体内の[広告グループ名][広告セット名]を入力します。

・広告名
主に広告配信媒体の[広告]を入力します。

※ 基本的には上図の通り、媒体種別に媒体名が、広告グループ1にキャンペーン名が、
広告グループ2に広告グループ名が入るように登録してください。上記のルール通りに登録されていない場合、
後述の「媒体データ連携機能」をご利用いただけない可能性がございます。

広告配信媒体での項目名とアドエビスの項目名のマッチング例

広告配信媒体別項目名(例)

GoogleAds FacebookAds

キャンペーン名 キャンペーン名

広告グループ名 広告セット名

キーワード or 広告 広告名

アドエビス項目名 登録例

媒体種別 GoogleAds FacebookAds など

広告グループ1 01_指名系 02_一般系 など

広告グループ2 社名 サービス名 効果測定 など

広告名 イルグルム アドエビス 効果測定 など
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Step3 広告登録と計測用パラメータの入稿

広告の登録：媒体種別 / 広告グループ1 / 広告グループ2の登録

媒体種別 / 広告グループ1 / 広告グループ2を、アドエビス管理画面に登録します。
媒体種別管理 / 広告グループ1管理 / 広告グループ2管理の操作方法は全て同じです。

新画面での設定方法はこちら：https://support.ebis.ne.jp/s/article/000004697

① アドエビス管理画面>広告管理>
媒体種別管理※>個別登録を選択します。

② 登録したい媒体種別名※を入力し、
[登録]を選択します。

※ 広告グループ1を登録する際は、(※)を広告グループ1管理と読み替えて操作します(広告グループ2も同様です)。

登録例

例えば、「媒体種別」に以下の文字列を
登録したい場合、右図のように登録する
文字列を入力し[登録]を選択してください。

《登録したい文字列》
GoogleAds
Yahoo!スポンサードサーチ
GDN
YDN
FacebookAds

参考URL

媒体種別/広告グループの登録手順：https://support.ebis.ne.jp/s/article/902

https://support.ebis.ne.jp/s/article/000004697
https://support.ebis.ne.jp/s/article/902
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Step3 広告登録と計測用パラメータの入稿

広告の登録：登録パターン

アドエビス管理画面に[クリックを計測する広告]の情報を登録します。
広告を登録する方法は3パターンあります。用途に合わせて適したパターンをお選びください。

方法1 CSV一括登録 … P26

広告を複数一括で登録する方法です。

【特徴】・大量の広告を一括で登録できます。

リスティング広告やディスプレイ広告など、複数の広告を一括で登録する際に利用します。

・利用可能媒体などの制限がありません。

リスティング連携 … こちら

方法2 個別登録 … P27

広告を1件ずつ登録する方法です。

【特徴】・1件ずつ管理画面上で広告を登録します。

メルマガやSNSの計測などで、数件だけ広告を登録する際に利用します。

・利用可能媒体などの制限がありません。

方法3

各媒体とのAPI連携を用いて広告を自動で登録する方法です。

【特徴】・広告登録の手間を軽減できます。

初期登録後は[同期]ボタンを押すだけで広告が自動登録されるので登録の手間がかかりません。

・利用可能媒体(メニュー)に制限があります。

GoogleAds(サーチ/ディスプレイ) / Yahooスポンサードサーチ / YDNの広告のみ利用可能です。

※ DSA、PLA、SDC、レスポンシブ検索広告、アプリインストール広告は対応外です。

https://support.ebis.ne.jp/tool/manual/listingad_setting.pdf
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Step3 広告登録と計測用パラメータの入稿

広告の登録：CSV一括登録

広告をCSVアップロードで複数一括登録します。

新画面での設定方法はこちら：https://support.ebis.ne.jp/s/article/000004706

① アドエビス管理画面>広告管理>CSV一括
登録を選択します。

② [CSVフォーマット]を選択し、
[ad.csv]をダウンロードします。

参考URL

CSV一括登録手順：https://support.ebis.ne.jp/search_service/service-adebis/11575/

③ [ad.csv]をExcelで開き、媒体種別などの
広告情報※を入力します。

④ 広告管理>CSV一括登録画面より、
③で作成したファイルを
アップロードします。

※ 入力項目や内容の詳細はP28をご覧ください。

https://support.ebis.ne.jp/s/article/000004706
https://support.ebis.ne.jp/search_service/service-adebis/11575/
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Step3 広告登録と計測用パラメータの入稿

広告の登録：個別登録

広告を1件ずつ登録します。

新画面での設定方法はこちら：https://support.ebis.ne.jp/s/article/000004707

① アドエビス管理画面>広告管理>個別登録を
選択します。

② 媒体種別などの広告情報※を入力し、
[登録]を選択します。

参考URL

個別登録手順：https://support.ebis.ne.jp/search_service/service-adebis/11544/

※ 入力項目や内容の詳細はP28をご覧ください。

https://support.ebis.ne.jp/s/article/000004707
https://support.ebis.ne.jp/search_service/service-adebis/11544/
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Step3 広告登録と計測用パラメータの入稿

広告の登録：広告登録時の入力規制

項目名 項目詳細 入力要否 入力規制

広告ID

未入力で登録するとランダムな英数字が割り当
てられます。
※任意の文字列で広告IDを指定することも可能
です。
※一度登録すると後々変更できません。

任意
文字列：

a～z A～Z 0～9 - _
上限文字数：18文字まで

広告グループ1 推奨
文字列：指定無し
上限文字数：255文字

広告グループ2 推奨
文字列：指定無し
上限文字数：255文字

媒体種別 推奨
文字列：指定無し
上限文字数：80文字

広告名 必須
文字列：指定無し
上限文字数：300文字

備考 メモ欄です。自由にご利用ください。 任意
文字列：指定無し
上限文字数：400文字

クリック単価

入力不要※1
コンバージョン単価

出稿開始日

出稿終了日

テキスト原稿 メモ欄です。自由にご利用ください。 任意
文字列：指定無し
上限文字数：4,000文字

計測方式
ダイレクト方式/リダイレクト方式を選択します。
特別な事情がない限り、ダイレクト方式を推奨し
ています。

推奨
入力可能文字列：

ダイレクト / リダイレ
クト

リンク先
入稿用URLの遷移先を登録します。広告をクリッ
クした際のランディングページを入力してくださ
い。

必須

文字列：
a～z A～Z 0～9 _ ! ~ * 

‘ ( ) ; :
@ $ ? & = + , # % . / -

[ ]
上限文字数：2,083文字

タイトル 入力不要※1

デバイス
入力不要※2

親広告ID

入稿用URL CSV一括登録時は空欄のまま登録します。
※広告情報登録後に、アドエビス側で生成した入稿用URLが入ります。入稿用URL(https)

入稿用URL
(リダイレクトPG)

入力不要※2
入稿用URL

(AdWords/YSS用)

※1：基本的に入力されずとも運用に影響はございません。入力される際は一度弊社の担当にご相談ください。

※2：CSV登録の際は何も入力しないでください。値が入っていると登録エラーとなります。

各項目の詳細はこちら：https://support.ebis.ne.jp/search_service/service-adebis/11575/

https://support.ebis.ne.jp/search_service/service-adebis/11575/
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Step3 広告登録と計測用パラメータの入稿

① アドエビス管理画面>広告管理>[CSVダウン
ロード]を選択し、広告情報をダウンロード
します。

② CSVのQ列(Google/Yahoo!スポン
サードサーチはR列)から計測用の
パラメータ(URL)を取り出します。

計測用パラメータの取り出しと入稿

アドエビス管理画面から計測用のパラメータを取り出し、広告配信媒体に入稿します。

Google Ads、Yahoo!スポンサードサーチはR列の情報を媒体管理画面の

トラッキングテンプレート(トラッキングURL)に挿入してください。

計測用のパラメータについて

・そもそもパラメータとは？
URLの末尾に計測等を目的に付与されている文字列のことを指します。

例：http://sample.ne.jp/?sample1=hoge&sample2=fuga
赤文字部分が[パラメータ]と呼ばれる部分です。

・アドエビスのクリック計測で使用するパラメータは？
ダイレクト計測の場合、[URL]?argument=エビス引数&dmai=広告ID
リダイレクト計測の場合、[URL]?argument=エビス引数&ai=広告ID
※ エビス引数：お客様のアドエビスアカウントに割り当てられたID

広告ID：広告登録時に広告ごとに割り当てられたID

・URLパラメータは先頭を[?]、2番目以降を[&]でつなぐ。
[argument][dmai][utm_source]など、複数のパラメータをURLに付与する際は、
URLと先頭のパラメータを[?]でつなぎ、以降は[&]でつなぐというルールになっています。
例： http://sample.ne.jp/?utm_source=hoge&argument=fuga&dmai=piyo

計測用のパラメータの入稿について

・アドエビスの計測用パラメータを、計測する広告のURL末尾に付与することを入稿と呼んでいます。
例えば、計測用のパラメータが[?argument=SAMPLE&dmai=testid]だった場合、GoogleAdsやYahooSS、
FacebookAdsなど、広告配信媒体で配信している広告の[リンク先URL末尾]にパラメータを付けます。

入稿前：http://sample.ne.jp/
入稿後：http://sample.ne.jp/?argument=SAMPLE&dmai=testid

※ パラメータの入稿方法は、広告配信媒体によって異なりますので、各広告配信媒体にお問い合わせください。
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Step4 コスト情報の

自動取得設定
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Step4 コスト情報の自動取得設定

媒体データ連携の設定

アドエビスで「広告コスト」情報を自動取得するための設定を行います。GoogleAdsなどの広告
配信媒体とアドエビスをAPI連携させる設定を行い、広告コストを自動取得します。
コストの自動取得を行える広告配信媒体はGoogleAds(サーチ/ディスプレイ)、Yahoo!広告(サー
チ/ディスプレイ)、FacebookAds、TwitterAds、Criteoの5広告配信媒体です。

① アドエビス管理画面>お問い合せ>契約/請求
についてを選択します。

② プラン変更を選択し、下部の媒体
データ連携にチェックを入れて
手続きを進めます。

参考URL

媒体データ連携設定手順：https://support.ebis.ne.jp/search_want/other_service/29961/

③ アドエビス管理画面>設定>媒体データ連携
を選択し、広告コストの取り込み粒度を
選択します。

※ Google広告の場合お申込み時に「お客様ID」も入力をお願いします。

※ 手続き完了後、機能開放までに3営業日ほどいただく場合がございます。

データの取り込み粒度は下記3パターンからお選び

いただけます。詳細な分析を行うためにはデータ蓄

積粒度は細かいほうが良いので、③(媒体種別×広

告グループ1×広告グループ2)を推奨しています。

《データの取り込み粒度》

①媒体種別

②媒体種別×広告グループ1

③媒体種別×広告グループ1×広告グループ2

https://support.ebis.ne.jp/search_want/other_service/29961/
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Step4 コスト情報の自動取得設定

媒体データ連携の設定

④ アドエビス管理画面>設定>媒体データ
連携>接続設定を選択し、媒体の
ID/PASSを入力します。

参考URL

媒体データ連携設定手順：https://support.ebis.ne.jp/search_want/other_service/29961/

⑤ アドエビス管理画面>設定>媒体データ
連携>紐づけ設定を選択し、データの
紐付け条件を設定します。

自動連携を行う広告配信媒体ごとに設定方法が異なり

ます。各広告配信媒体の設定内容については、以下の

ページからご確認をお願いします。

《広告配信媒体ごとの設定手順》

GoogleAds、Yahoo!広告はこちら

FacebookAdsはこちら

TwitterAdsはこちら

Criteoはこちら

広告配信媒体のキャンペーン×グループと、アドエビ

スの広告グループ1×2をどのように対応させるか設

定します。

設定方法の詳細はこちら

https://support.ebis.ne.jp/search_want/other_service/29961/
https://support.ebis.ne.jp/search_want/26934/
https://support.ebis.ne.jp/search_want/perspective_glossary/26875/
https://support.ebis.ne.jp/search_want/other_service/29941/
https://support.ebis.ne.jp/search_want/other_service/29945/
https://support.ebis.ne.jp/information/26890/
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Step5 計測テスト
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Step5 計測テスト

CV計測のテスト

Step2、Step3の設定完了後に、広告のクリックとCVが正常に計測できるか確認するため、
計測テストを行います。

手順1 テスト計測用のURL(パラメータ)を用意する

1. アドエビス管理画面>広告管理画面の[広告ID:sample]の広告ID部をクリックします。

※ sampleを削除してしまわれた場合はP23の手順に沿ってsample用IDを再登録してください。

2. 表示された計測用のパラメータをコピーしてください。

※ 必要なパラメータは「?argument=***&dmai=sample」です(***部はお客様により変動します)。

3. メモ帳などに計測対象サイトのURLを貼り付け、URL末尾にパラメータを付与してください。

例：計測対象サイトが(https://www.yrglm.co.jp/)、パラメータが(?argument=***&dmai=sample)の場合、

テスト計測用のURLは「https://www.yrglm.co.jp/?argument=***&dmai=sample」となります。

クリック、CVが計測されているか確認します。

手順2 テスト計測用のURLをブラウザで開く

1. 手順1で作成したテスト計測用のURLをブラウザで開きます。

※ テスト実施時の注意事項

・ブラウザがシークレットモードやCookieを拒否する設定に

なっていないかご確認ください。

・アドエビス管理画面>設定>システム設定>除外IDアドレスに

接続中のIPアドレスが登録されていないことをご確認ください。

手順4

1. アドエビス管理画面>すべてのチャネル>概況画面を

開きます。

2. 広告ID：sampleでクリックとCVが計測されているか

確認します。

※ 計測結果がアドエビスの管理画面に表示されるまで、

15分～70分かかります。クリック、CVのテストを

行った後、15～70分後にアドエビスの管理画面で

テスト結果をご確認ください。

手順3 CVページに遷移する

1. 手順2で計測対象サイトに遷移した後、CVページとして指定したページまで移動します。

※ 資料請求完了ページや商品購入完了ページまで、実際のユーザーと同じように遷移してください。
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