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リスティング連携とは

Google広告 、GDN、 Yahoo!広告（検索広告、ディスプレイ広告）と連携することが可能です！

リスティング連携機能では、現在上記の3媒体と連携することが可能です。媒体によって若干挙動が異なりますので、本資料をご確認いただ
き、各媒体の注意点などをご了承いただいたうえで機能のご利用をお願いします。
※Yahoo!側のリニューアルに伴い、Yahoo!スポンサードサーチは「Yahoo!広告-検索広告」、YDNは「Yahoo!広告-ディスプレイ広告」に名称が変更されました。

アドエビスの計測設定の一つである「入稿用URLの作成・媒体への入稿用URLの設定」作業を、APIを活用して簡便化させ
た機能です。

【他社ツール】何度もCSVを書き換える作業が発生

【リスティング連携】CSVの作業が不要になります

アドエビス用CSVで
アップロード

アドエビス用CSVを
ダウンロード

媒体CSVを
ダウンロード

媒体CSVを
アップロード

他社ツールA

ボタン1つで自動変換!!

広告登録の設定が簡単

アドエビスと、Google広告やYahoo!広告をAPIで繋ぎ、計測用のURLを
自動で生成・入稿します。

リスティング連携のメリット

表示回数/広告コストを自動で取得

表示回数(インプレッション数)と広告コストを、同期媒体から自動で取
得し、アドエビスの管理画面に表示させます。表示回数/広告コストを
取得していると、[CTR]や[CPA][TCPA]などの評価指標がアドエビスの
管理画面上で確認できます。

無料でご利用
いただけます！
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ご利用前の注意事項

同期可能媒体をご確認ください。
同期可能な媒体は、Google広告（GDN含む）、Yahoo!広告（検索広告）、 Yahoo!広告（ディスプレイ広告）の3媒体です。
一部同期対象外の広告がございます。詳細はこちらをご確認ください。

リスティング連携の申し込み前に、以下の注意事項を必ず確認してください。

連携可能なアカウント数は、各媒体で１アカウントずつとなります。
Google広告、Yahoo!広告（検索広告）、Yahoo!広告（ディスプレイ広告）で連携できるのは、１アカウントずつとなります。
例えば、Google広告のアカウントを２つお持ちの場合でも、そのうち１つのアカウントとしか連携することができません。
残る１アカウントはCSV一括登録など、リスティング連携以外の方法で広告登録を行ってください。

同期作業を行うと広告の審査が行われます。
リスティング連携機能で同期処理を行うと、広告媒体側のURLをアドエビスの入稿用URLに自動変換するため、同期後に媒体側で
広告の審査が実施されます。

“LPOエビス”を利用している広告は対象外です。
「LPOエビスで作成したLPO広告」は、リスティング連携を用いて同期することはできません。LPO広告を利用した計測をご希望の場合は、
リスティング連携を利用されず、CSV登録で広告登録・入稿作業を行ってください。

Google広告と Yahoo!広告(検索広告)は、キーワード単位で計測します。
リスティング連携で同期処理を行った場合、Google広告とYahoo!広告(検索広告)は、広告単位ではなく、キーワード単位で計測を行うよう
になります。広告単位での計測を行う場合は、リスティング連携を利用せず、CSV登録で広告登録・入稿作業を行ってください。
※Yahoo!広告(ディスプレイ広告)は広告単位で計測します。GDNは一部を除き、広告単位で計測します。

https://support.ebis.ne.jp/s/article/26581
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設定の流れ

リスティング連携の各種設定は、以下のステップで行います。

連携設定の流れ

STEP1 リスティング連携の利用申し込みを行う。※2022年3月現在、リスティング連携サービスの新規申し込みを中止しております。

STEP2 Google広告の管理画面上でアドエビスとの接続承認を行う。※Google広告のみ

STEP3 アドエビスの管理画面上で各媒体の情報を入力する。

同期処理の流れ

STEP1 同期条件を指定し同期処理を行う。

STEP2 同期が正常に終了したか確認する。

STEP3 アドエビス上の計測データを確認する。
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設定 連携設定_STEP1 (リスティング連携の利用申し込み）

管理画面よりリスティング連携を利用希望である旨をお問い合わせください。
※2022年3月現在、リスティング連携サービスの新規申し込みを中止しております。

同期媒体情報の入力

①管理画面のお問い合わせ＞契約/請求についてをクリック ②変更希望日をご選択の上、リスティング連携にチェック。
連携に利用される媒体のIDを入力。

リスティング連携はお申込みいただいてから３営業日以内にご利用いただけます。
お問い合わせいただいた後、アドエビスの管理画面でご利用いただくまでに最大3営業日必要となります。ご利用いただけるようになった段
階で、サポートセンターよりメールでご連絡させていただきます。

※ご契約元企業様からのみお申込み可能です。管理者ユーザーID以外の

ご利用者様はフォームが表示されませんので、ご契約元企業様にご依頼くだ

さい。
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設定 連携設定_STEP2 (Google広告上での承認作業)

Google広告の管理画面で、株式会社イルグルムからの接続リクエストを承認します。(Google広告のみ)

同期媒体情報の入力

①Google広告の管理画面を開き
[スパナアイコン>設定＞アカウント設定]を選択する。

②[MCC]を選択し、[同意する]をクリックして
[株式会社イルグルム]からのリクエストを受諾する。

既に５つのMCCアカウントとリンクしているGoogle広告アカウントは連携できません。
Google広告とのリスティング連携では、弊社のMCCアカウントとリンクしていただく必要がございます。
Google広告の仕様上、１つのGoogle広告アカウントは、５つ以上のMCCアカウントとリンクすることができないため、
対象のアカウントが、既に５つのMCCアカウントとリンクしている場合は、いずれかのリンクを切っていただく必要があります。

※株式会社イルグルムからのリクエストが届いていない場合は、サポートセンターまでお問い合わせください。

イルグル
ム
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設定 連携設定_ STEP3 (アドエビス管理画面上での情報入力)

アドエビスの管理画面上に、同期する媒体のアカウント情報を登録します。

同期媒体情報の入力

①[設定>リスティング設定]を選択する。 ②[各媒体のタブ]を選択する。

Google広告、Yahoo!広告(検索広告)、Yahoo!広告(ディスプレイ広告)それぞれのタブを開き、媒体ごとに連携に必要な情報を入力します。

③お客様ID(Google広告)など、連携に必要な
情報や認証を行います。

■Google広告（GDN含む）

お申込いただいた「お客様ID」をご入力ください。

※Google広告アカウント(クライアントアカウン

ト)のお客様IDが必要です。

※MCCアカウントのお客様IDではアドエビスと

連携することができません。

※弊社MCCの権限は、管理者権限ではなく、

標準権限で問題ございません。

■ Yahoo!広告-検索広告/ディスプレイ広告

「Yahoo!JAPANビジネスID/パスワード」を

ご入力ください。

※お申込みいただいたアカウントに紐付く

「Yahoo!JAPANビジネスID/パスワード」を

入力ください。

※連携できるアカウントの権限については

右記の表をご覧ください。

Yahoo! JAPANビジ
ネスID種別

ビジネスIDの権限
広告アカウントに対し
付与されている権限

利用可否

企業内で
作成されたID

ツール管理権限 － ○

ツール利用権限

管理権限 ○

登録更新権限 ○

参照権限 ×

他企業で
作成されたID

－ 登録更新権限 ○

－ 参照権限 ×
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設定 同期処理_STEP1 (同期時の注意点)

アドエビスと媒体を同期する際の注意事項です。

同期時の注意点１

１回の同期処理で同期できる
広告・キーワードの上限

【広告】 ・・・ 5,000件
【キーワード】・・・30,000件

※同期処理は1日何回でも行っていただけます。

1日の同期上限数量は設けておりません。

・Google広告（GDN） ： トラッキングテンプレート([最終ページURL]をリンク先にしたアドエビスの入稿用URLに差し替わる)

・Yahoo!広告（検索広告） ： トラッキングURL ([最終リンク先URL]をリンク先にしたアドエビスの入稿用URLに差し替わる)

・Yahoo!広告（ディスプレイ広告）： トラッキングURL ([最終リンク先URL]をリンク先にしたアドエビスの入稿用URLに差し替わる)

同期処理前に、必ず媒体のデータをダウンロードし、バックアップを取ってください。

同期処理を行うと、媒体側の下記項目がアドエビスの入稿用URLに書き変わります(他の項目は変わりません)。

媒体側に登録されている広告名が全角82文字(半角248文字)以内を超えている場合、同期できません。

媒体側の1つの広告グループに26個以上の広告が存在する場合、同期できません。

媒体側で審査中の広告は、同期対象外となります。審査完了後に同期処理を行ってください。

同期を行い、媒体側にアドエビスの入稿用URLを書き込むと、媒体側の情報を自動で元に戻すことはできません。

Yahoo!広告(検索広告)レスポンシブ検索広告では、配信設定が「OFF」のもののみ同期が行われます。

あらかじめ配信設定を「OFF」にしてから同期を行い、同期後に配信設定を「ON」にお戻しください。※配信する広告をお間違えないようご注意ください。



© YRGLM Inc. 10

設定 同期処理_STEP1 (同期時の注意点)

アドエビスと媒体を同期する際の注意事項です。

同期時の注意点２

■同期時の設定に関わらず該当するケース
・初めてリスティング連携の同期を利用する（他ツールのURLやパラメータを設定している場合も含みます。）
・媒体側に、リダイレクトプログラムを利用したアドエビスの入稿用URLを設定している
・媒体側に、手動で発行したアドエビスの計測用入稿用URL を設定している
※上記条件の場合、 [トラッキングテンプレート(トラッキングURL)更新]で「同期済みの広告（キーワード）は更新しない」を選択されても、リスティング連携用のパラメータが付与もしくは変更
が行われます。

■ [トラッキングテンプレート(トラッキングURL)更新]の[同期済みの広告（キーワード）を更新する]を選択した場合に該当するケース
上記「同期時の設定に関わらず該当するケース」に加え、以下の条件に該当する場合が該当します。

・2018年8月5日以前に、リスティング連携を利用しアドエビスの入稿用URLを設定している場合
・リスティング連携を利用しアドエビスの入稿用URLを設定済みだが、「計測方式」を変更して再同期される場合
・リスティング連携を利用しアドエビスの入稿用URLを設定済みだが、媒体側の広告グループIDが変更された
例）キャンペーンや広告グループを複製した、広告(キーワード) を別の広告グループに移動した等

以下条件に当てはまる広告(キーワード)の同期処理を行うと、リスティング連携用のパラメータが付与もしくは変更されるため、媒体側で
広告(キーワード)の審査が行われ、一時的に出稿が停止されます。

複数の媒体で同時に同期処理を行うことはできません。１つの媒体の同期処理完了後に別媒体の同期処理を実行してください。
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設定 同期処理_STEP1 (同期時の注意点)

アドエビスと媒体を同期する際の注意事項です。

同期時の注意点３

キャンペーン名に[‘(シングルクォーテーション)]や[“(ダブルクォーテーション)]を使用されている場合、同期できません。

複数の広告のトラッキングテンプレート(トラッキングURL)に同一の入稿用URLが入稿されている場合、上書き設定を行うと、アドエビ
スに登録されている広告の[リンク先URL]が他の広告のURLに切り替わる可能性がありますので、ご注意ください。

GDN(Googleディスプレイネットワーク)のプレースメント/トピック/ユーザリスト等のキーワード以外のターゲティング条件に、
最終ページURLを設定している広告は同期されますが、計測はされません。

同期処理を開始すると、同期処理を途中で中止することはできません。
また、同期処理中に広告の作成・編集・削除は行わないでください。(媒体側・アドエビス側共に)

キーワードのアルファベットは全て小文字で登録されます。
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設定 同期処理_STEP1 (同期条件の指定と同期)

アドエビスと、媒体(Google広告)を同期する際の詳細条件を指定し、同期処理を実行します。

同期条件の指定と同期 (Google広告)

リスティング設定画面内にある[リスティング連携]の項目を指定します。

条件の指定が完了したら「【同意確認】実行してもよろしいですか？」の横にチェックを入れ[同期]を選択して同期処理を実行します。

同期処理の完了までには、数十分から数時間かかることがあります(同期中にPCを閉じても同期処理は継続されます)。

番号 機能名 内容

①
通知先

メールアドレス

メールアドレスを登録しておくと、以下のようなお知らせメールが届きます。
・同期完了時の同期完了メール
・媒体との認証エラーが発生した時のお知らせメール

② 媒体種別設定
アドエビスに登録する際の媒体種別名を選択します。
Google広告など、どの媒体の広告か
分かりやすい媒体種別を選択してください。

③ 計測方法

計測方法を指定します。

※リダイレクト計測を選択した場合は、正しく計測できない可能性があります。
広告の遷移先に共通タグを設置できない場合を除きダイレクト計測を推奨します。

※最終ページURL（最終リンク先URL）のドメインが計測対象サイトに登録されて
いない場合リダイレクト計測となります。計測対象サイトは前方一致のため
「/」の有無等にお気を付けください。

④
トラッキング

テンプレート更新

過去に同期した広告(キーワード)を更新するか選択します。
手動で発行したアドエビス入稿用URLを利用しているもしくは、2018年8月5日以前
にリスティング連携を利用して同期している場合は[更新する]を選択してください。
※媒体側で再審査が行われます。

⑤ 上書き設定
既に同期している広告を再同期する際に、アドエビス上の広告情報を、
媒体側の最新の広告情報で上書きするかどうか選択します。
チェックを入れると、同期時に上書き処理を行います。

⑥ 変換範囲
キャンペーンタイプや、同期対象キャンペーンの範囲など、同期範囲を指定します。
※同期する媒体によって指定可能な範囲が異なります。
※一部入札戦略は同期非対象となり、キャンペーンが表示されない可能性があります。

必ず、[同期時の注意点](9～11ページ)をご確認いただいた後に同期処理を実行してください。

●

●

➊

6

➎

➍

➌

➋

5

4

3

2

1
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設定 同期処理_STEP1 (同期条件の指定と同期)

アドエビスと、媒体(Google広告)を同期する際の詳細条件を指定し、同期処理を実行します。

同期条件の指定と同期 (Yahoo!広告-検索広告)

リスティング設定画面内にある[リスティング連携]の項目を指定します。

条件の指定が完了したら「【同意確認】実行してもよろしいですか？」の横にチェックを入れ[同期]を選択して同期処理を実行します。

同期処理の完了までには、数十分から数時間かかることがあります(同期中にPCを閉じても同期処理は継続されます)。

番号 機能名 内容

①
通知先

メールアドレス

メールアドレスを登録しておくと、以下のようなお知らせメールが届きます。
・同期完了時の同期完了メール
・媒体との認証エラーが発生した時のお知らせメール

② 媒体種別設定
アドエビスに登録する際の媒体種別名を選択します。
Yahoo!広告-検索広告など、どの媒体の広告か
分かりやすい媒体種別を選択してください。

③ 計測方法

計測方法を指定します。

※リダイレクト計測を選択した場合は、正しく計測できない可能性があります。
広告の遷移先に共通タグを設置できない場合を除きダイレクト計測を推奨します。

※最終ページURL（最終リンク先URL）のドメインが計測対象サイトに登録されて
いない場合リダイレクト計測となります。計測対象サイトは前方一致のため
「/」の有無等にお気を付けください。

④
トラッキング

URL更新

過去に同期した広告(キーワード)を更新するか選択します。
手動で発行したアドエビス入稿用URLを利用しているもしくは、2018年8月5日以前にリスティ
ング連携を利用して同期している場合は[更新する]を選択してください。※媒体側で再審査が行
われます。

⑤ 上書き設定
既に同期している広告を再同期する際に、アドエビス上の広告情報を、
媒体側の最新の広告情報で上書きするかどうか選択します。
チェックを入れると、同期時に上書き処理を行います。

⑥ 変換範囲
同期対象キャンペーンの範囲を指定します。
※同期する媒体によって指定可能な範囲が異なります。
※一部入札戦略は同期非対象となり、キャンペーンが表示されない可能性があります。

必ず、[同期時の注意点](9～11ページ)をご確認いただいた後に同期処理を実行してください。

●

➊

6

➎

➍

➌

➋

1

2

3

4

5

6
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設定 同期処理_STEP1 (同期条件の指定と同期)

アドエビスと、媒体(Yahoo!広告-ディスプレイ広告)を同期する際の詳細条件を指定し、同期処理を実行します。

同期条件の指定と同期 (Yahoo!広告-ディスプレイ広告)

リスティング設定画面内にある[リスティング連携]の項目を指定します。

条件の指定が完了したら「【同意確認】実行してもよろしいですか？」の横にチェックを入れ[同期]を選択して同期処理を実行します。

同期処理の完了までには、数十分から数時間かかることがあります(同期中にPCを閉じても同期処理は継続されます)。

番号 機能名 内容

①
通知先

メールアドレス

メールアドレスを登録しておくと、以下のようなお知らせメールが届きます。
・同期完了時の同期完了メール
・媒体との認証エラーが発生した時のお知らせメール

② 媒体種別設定
アドエビスに登録する際の媒体種別名を選択します。
Yahoo!広告-ディスプレイ広告など、どの媒体の広告か分かりやすい名称を選択
してください。

③ 上書き設定
既に同期している広告を再同期する際に、アドエビス上の広告情報を、
媒体側の最新の広告情報で上書きするかどうか選択します。
チェックを入れると、同期時に上書き処理を行います。

④ 変換範囲

キャンペーンタイプや、同期対象キャンペーンの範囲など、同期範囲を指定し
ます。
※同期する媒体によって指定可能な範囲が異なります。
※一部入札戦略は同期非対象となり、キャンペーンが表示されない可能性があ
ります。

●

必ず、[同期時の注意点](9～11ページ)をご確認いただいた後に同期処理を実行してください。

●
➊

➍

➌

➋

1

2

3

4
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設定 同期処理_STEP2 (正常終了の確認)

同期が正常に終了したかを確認します。

正常終了の確認

アドエビス管理画面上の確認

同期処理完了後に、設定>リスティング設定画面内の[リスティング連携実行履歴]を確認します。

①[設定>リスティング設定]画面を開き、
リスティング連携実行履歴を確認する。

②エラーが発生している場合は、エラー
詳細CSVをダウンロードする。

③CSV内のエラー内容を確認して
エラーを解消する。

各媒体管理画面上の確認

各媒体の管理画面上で、広告(もしくはキーワード)のURLが、アドエビスの入稿用URLに差し替わっているか確認してください。
※アドエビスの入稿用URLに差し替わっていない広告が存在する場合、その広告はアドエビスで計測が行われません。
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設定 同期処理_STEP3 (計測状況の確認)

同期後に、正しく計測が行われているか確認します。

計測状況の確認

[ADエビス>直接効果測定]画面などで、計測状況を確認します。

確認事項

・クリックが計測されているか

・CVが計測されているか

・表示回数が取得されているか

・広告コストが取得されているか

※表示回数・広告コストは1日1回AMに過去4日分のデータを取得します。

当日分のデータは管理画面上に表示されないのでご注意ください。

※媒体側での仕様で、過去4日分の表示回数・広告コストは変動する可能性があるため(不正データ調整のため)、
アドエビスでも毎日過去4日分の表示回数・広告コストを再取得しています。
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同期仕様 アドエビス上に登録される広告の情報

同期処理時にアドエビスに登録される内容です。

アドエビスに登録される広告の情報

リスティング連携で同期処理を行うと、媒体側から下記の情報を取得し、アドエビスの広告管理画面に登録されます。

項目 媒体 登録例（※以下は一例となります）

備考

Google広告
Yahoo!広告-検索広告

広告の掲載方式やマッチタイプを元に登録されます。
例：[リスティング]テキスト

[リスティング]キーワード（完全一致）

GDN
広告の掲載方式やマッチタイプを元に登録されます。
例：[ディスプレイ]テキスト

[ディスプレイ]画像

Yahoo!広告-ディスプレイ広告
広告の掲載方式やキャンペーン目的を元に登録されます。
例：[ディスプレイ]テキスト（コンバージョン）

[ディスプレイ]画像（サイト誘導）

媒体

キャンペーン名

広告グループ名

広告 広告名
キーワード キーワード名

上記の他、広告ID、媒体種別、備考もアドエビス上に登録されます。

項目 登録例

広告ID
「a」から始まる14ケタのランダム英数字
をアドエビス上で自動生成し登録されます。
例：a12bcde34567f8 など

媒体種別
P9で設定した媒体種別名が登録されます。
例：Google広告 Yahoo!広告 など

：最終ページURL
：最終リンク先URL
：最終リンク先URL 

Google広告(GDN)
Yahoo!広告-検索広告

Yahoo!広告-ディスプレイ広告

項目 登録例

広告グループ１
媒体側のキャンペーン名を取り込みます。
例：01_指名系 02_一般系 など

広告グループ２
媒体側の広告グループ名を取り込みます。
例：アドエビス 効果測定 など

広告名
広告は広告名を、キーワードはキーワード名を取り込みます。
例：[広告] 《公式》アドエビス申込み [キーワード]アドエビス など

リンク先URL
媒体によって取得先の項目名が異なります。
それぞれ、遷移先のURLを媒体から取り込みます。
例：http://www.ebis.ne.jp/ など
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同期仕様 媒体側に登録される広告の情報

同期処理時に媒体側に登録される内容です。

媒体側に登録される広告の情報

リスティング連携で同期処理を行うと、媒体側にアドエビスの計測用パラメータが登録されます。
※登録されるパラメータの詳細は、次ページに記載しています。

媒体 種別 項目 説明

Google広告（GDN）

広告 トラッキングテンプレート
トラッキングテンプレートにアドエビスのパラメータが入ります。
同期前にトラッキングテンプレートに何らかの値が入っていた場合、アドエビスのパラメータで上書きさ
れてしまうので注意が必要です。

キーワード トラッキングテンプレート

同期前のキーワードに[最終ページURL]を設定されている場合のみ、キーワードの
トラッキングテンプレートにアドエビスのパラメータが入ります。
同期前にトラッキングテンプレートに何らかの値が入っていた場合、アドエビスのパラメータで上書きさ
れてしまうので注意が必要です。

Yahoo!広告（検索広告）

広告 トラッキングURL
トラッキングURLにアドエビスのパラメータが入ります。
同期前にトラッキングURLに何らかの値が入っていた場合、アドエビスのパラメータで上書きされてしま
うので注意が必要です。

キーワード トラッキングURL

同期前のキーワードに[最終リンクURL]を設定されている場合のみ、キーワードの
トラッキングURLにアドエビスのパラメータが入ります。
同期前にトラッキングURLに何らかの値が入っていた場合、アドエビスのパラメータで上書きされてしま
うので注意が必要です。

Yahoo!広告
（ディスプレイ広告）

広告 トラッキングURL
[最終リンク先URL形式]で設定されている場合にトラッキングURLにアドエビスのパラメータが入ります。
同期前にトラッキングURLに何らかの値が入っていた場合、アドエビスのパラメータで上書きされてしま
うので注意が必要です。

アドエビス

入稿用URL
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同期仕様 媒体側に登録されるパラメータの情報

同期処理時に媒体側に登録されるパラメータの情報です。

媒体側に登録されるパラメータの情報

リスティング連携で同期処理を行うと、媒体側に下記のアドエビス計測用パラメータが登録されます。

媒体 計測方法 パラメータ

Google広告（GDN）

ダイレクト計測
{lpurl}#argument=＜AD EBiS引数＞&ai=＜広告ID＞&cr={creative}&kw={keyword}&nw={network}&mt={matchtype}&gr={adgroupid}&mid=1
&device={device}

リダイレクト計測
https://ac.ebis.ne.jp/tr_set.php?argument=＜AD EBiS引数＞&ai=＜広告ID＞&cr={creative}&kw={keyword}&nw={network}&mt={matchtype}
&gr={adgroupid}&mid=1&device={device}&lpurl={lpurl}

Yahoo!広告（検索広告）

ダイレクト計測 {lpurl}#argument=＜AD EBiS引数＞&ai=＜広告ID＞&cr={creative}&kw={keyword}&mt={matchtype}&gr={adgroupid}&mid=2&device={device}

リダイレクト計測
https://ac.ebis.ne.jp/tr_set.php?argument=＜AD EBiS引数＞&ai=＜広告ID＞&cr={creative}&kw={keyword}&mt={matchtype}&gr={adgroupid}

&mid=2&device={device}&lpurl={lpurl}

Yahoo!広告
（ディスプレイ広告）

リダイレクト計測 https://ac.ebis.ne.jp/tr_set.php?argument=＜AD EBiS引数＞&ai=＜広告ID＞&cr={creative}&nw=d&mid=4&device={device}&lpurl={lpurl}

推奨の計測方式について

Google広告（GDN）、Yahoo!広告（検索広告）では、ダイレクト計測を推奨します。
※リダイレクト計測を選択した場合は、正しく計測できない可能性があります。

※最終ページURL（最終リンク先URL）のドメインが計測対象サイトに登録されていない場合、リダイレクト計測の入稿用URLが登録されます。 計測対象サイトは前方一致のため、ドメイン末
尾の「/」の有無等にもお気を付けください。
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よくあるご質問

媒体側で連携しているアカウント情報やパスワードを変更した場合、連携が行えずエラーが生じます。媒体側のパスワードを変更される場
合は、こちらの手順よりご変更ください。

媒体側で連携しているアカウント情報やパスワードを変更すると計測に影響はありますか？

アドエビスの[備考]項目にマッチタイプが自動挿入されます。[備考]で判別をお願いします。

キーワードの完全一致と部分一致は区別できますか？

媒体側がメンテナンスを行っている場合は、同期処理を行うことはできません。
媒体側のメンテナンス完了後に同期処理をお願いします。

Google広告やYahoo!広告側がメンテナンス中でも同期処理を行うことはできますか？

広告(キーワード)を追加したキャンペーンの同期を行ってください。
同期処理を行っていただかなければ、追加した広告(キーワード)のURLがアドエビスの入稿用URLに切り替わらないので、アドエビス上でク
リック数などを計測することができません。

媒体側で広告(キーワード)を追加した場合はどうすればよいですか？

https://support.ebis.ne.jp/search_service/service-listing/22206/
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Yahoo!広告-ディスプレイ広告(運用型)新形式の注意事項（1）

2021年10月から2022年6月にかけてYahoo!ディスプレイ広告の仕様変更があり、段階的にリンク先URLが廃止され、それ
に代わり最終リンク先URL・トラキングURLが使えるようになります。以下が注意事項になります。

計測用パラメータ設定箇所の変更について

新形式（最終リンク先URL）利用時に同期を実行しますと、トラッキングURLに計測用のパラメータが付与されます。

※旧型式（リンク先URL）6月8日より旧形式の作成はできなくなりましたので、新形式に切り替えてから同期をお願いします。

新形式では、アドエビス管理画面からリンク先URLを編集しても広告の遷移先には影響しませんのでご注意ください。
旧型式でアドエビスの計測用パラメータが付与されている場合は、アドエビスでリンク先URLをデバイス別に変更することができていまし
たが、新形式では媒体管理画面に登録された最終リンク先URL/スマートフォン向けURLに指定されたURLへ遷移します。

デバイス別のリンク先URL設定について
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Yahoo!広告-ディスプレイ広告(運用型)新形式の注意事項（2）

同期時の注意点について

初めて新形式で同期する場合は、計測パラメータを外した状態で同期するか、トラッキングURLにリダイレクト形式で計測パラメータを記載するようにし
てください。新形式にダイレクト計測のパラメータ（dmaiパラメータ）を設定したのちに同期してしまうと、重複計測や広告IDの差し替えになってしまう
可能性があります。

● 最終リンク先URLにダイレクト計測パラメータが設定されている場合、トラッキングURLに別のIDが付与され2重計測となります。
● トラッキングURLにダイレクト計測パラメータを設定している場合、トラッキングURLの書き換えがされて別の広告IDでの計測パラメータが振られます。
● トラッキングURLにリダイレクト用計測パラメータが設定されている場合は、既に設定されているものと同じ広告IDを使った計測パラメータが使われます。
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アドエビスについてのご不明点･ご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

https://support.ebis.ne.jp/サポートサイト

support@ebis.ne.jpメールアドレス

お問い合わせ

https://support.ebis.ne.jp/
mailto:support@ebis.ne.jp
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