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TAGエビスについて
URLによるルールを付けてタグの出し分けを行うことが可能です。ページによって設置するタグが異なる場合でも、TAG
エビスのワンタグ１つを設置するだけで、あとは設定したURLのルールに応じて各種タグが呼び出されます。

Google広告 CVタグ

リマーケティングタグ

リマーケティングタグ

TAGエビス

Google広告 CVタグ

SEOエビス 共通タグ

リマーケティングタグ

SEOエビス 共通タグ

ルールA

ルールB

ルールC

ワンタグに紐付く子タグ１つに対するルールは５つまで設定可能です。
ルールを複数選択した場合は、１つでも一致すると呼び出します。
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TAGエビスの設定
TAGエビスは以下の流れで設定をします。

①ルールを登録 ② TAG エビスにタグを登録

③各タグにルールを設定 ④ TAGエビスのワンタグをサイトに設置

※ルールサンプルは次の
ページでご案内します

TAGエビス ワンタグ

オフィシャルサイト
資料請求完了ページ
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TAGエビスの設定

ルールサンプル（資料請求と会員登録でタグを出し分けたい場合）

URLの確認をしてディレクトリ名を元に条件を指定します。

（A）資料請求完了ページのみを指定する

http://ebis.ne.jp/material/thanks.php

（B）会員登録完了ページのみ指定する

http://ebis.ne.jp/member/thanks.php

ルールは、指定したURLを「を含む」「を含まない」「と一致する」「で始まる」から選択でき１つのルールに対して、指定するURLの
組み合わせは最大５つまで登録可能です。
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TAGエビスの設定

①出し分けルール登録方法

必要な項目を入力し登録をします。

出し分け条件は5件まで登録可能です。ルールは以下のすべての条件が満たされている場合のみ、一致したと見なされます。

出し分けルールに名前を
付けます。

URLやディレクトリ名を
入力します。
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TAGエビスの設定

出し分けルールの注意事項

出し分け条件で判定できない文字列は以下のとおりです。

①環境依存文字は、非推奨です。

例）㈱、⦿、などの記号。懲などの環境依存する旧字体の漢字、および中国語などの外国文字。
※通常の日本語は、指定することができます。例）“アドエビス"、"採用"など

②URL内の#以降は、出し分け判定することができません。
リファラーに#(#top、#contentsなど)が付与されていても、リファラーに含まれないので判定できません。

例）
http://www.ebis.ne.jp/#top
http://www.ebis.ne.jp/#contents
https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?q=XXX#inbox?compose=142fa32e793724ca
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TAGエビスの設定

②ワンタグ登録

ワンタグで表示させる各種タグを登録します。

設定＞ワンタグ設定>ワンタグ登録

ワンタグは最大10件登録することができ、1つのワンタグに20個までのタグを設定することができます。



© YRGLM Inc. 9

TAGエビスの設定
②ワンタグ登録

ワンタグで表示させる各種タグを登録します。
設定＞ワンタグ設定>ワンタグ登録

ワンタグに組み込むタグ
の媒体名やツール名を記

載します。

Document.writeを使用し
ているタグを設置される
場合はチェックを入れま

す。

ワンタグの名前を記載し
ます。

タグを非表示とする場合は
チェックを入れます。

（一時的に非表示にする際、便
利です。）

組み込むタグを媒体や
ツールより取得し、コ

ピー＆ペーストをします。

組み込むタグを媒体や
ツールより取得し、コ

ピー＆ペーストをします。

出し分けルール管理で登
録しておいたURL条件を

指定します。
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TAGエビスの設定
③各タグにルールを設定

あらかじめ登録しておいたルールを各タグごとに設定します。
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TAGエビスの設定
④ワンタグを表示

ワンタグは一度発行した後でも、タグの編集（追加・削除・非表示への切替え）を行うことができます。ワンタグの設定が完了しますと、
ワンタグ一覧からタグを表示することができるようになりますので、表示される内容をそのまま該当ページのタグ出力を希望する箇所にワ
ンタグの内容を貼付けます。

設定＞ワンタグ設定>ワンタグ登録

********

・ワンタグの内容を貼付ける際には文字化けしないようご注意ください。
・ワンタグは<head>内に設置ください。
・管理画面にて修正したデータがすでに設置されているワンタグに反映されるまで、システム上1分程度時間がかかります。
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TAGエビスの設定
プレビュー機能

あらかじめ登録しておいたルールをワンタグに設定するだけで出し分けが可能です。
URLによるルールを付けてタグの出し分けを行うことが可能です。ページによって設置するタグが異なる場合でも、TAGエビスのワンタグ
１つを設置するだけで、あとは設定したURLのルールに応じて各種タグが呼び出されます。

ワンタグ１のCVタグが、出し分け機能の判定、配信されている場合「配信」。配信されていない場合「非配信」と表示します。
※プレビュー機能は、タグ自体が正常に動作しているかを確認できるものではありません。

①プレビューを「ON」に設定 ②タグがページで読み込まれる

http://sample.com

ON



© YRGLM Inc. 13

対応媒体タグ一覧
TAGエビス利用時に計測・通信が確認の取れているタグは下記の通りとなります。

※1アクセストレード> 「商品個別タグ」は、TAGエビスではご利用になれません。
※2デクワス.DSP> 「 cvタグ」と「 itemタグ」は同一ページに設定できない仕様のため、同一ワンタグ内に設定することはできません。

サービス名
A8 MediaMind
Adresult mediba
Adroute Medipartner（メディパートナー）
Advertising.com MicroAd BLADE
AFRo MicroAd リターゲティング
Bypass nend
Clicktale（クリックテール） Rtoaster
DoubleClick Bid Manager smart-C
e-click（イークリック） ValueCommerce/Affiliate
FreakOut! Vizury
Google広告 xmax
Google Analytics Xrost(クロスト)
Google Dynamic Remarketing Yahoo!プロモーション広告
IgnitionOne（イグニッションワン） アクセストレード※1
i-mobile for SP（スマホ） おもてなしバナー
i-mobileリタゲ デクワス DSP※2
JANet リンクシェア
Logicad（ロジカド） レントラックスASP
MarketOne(RTB)

注文番号、商品ID等の注文ごとに変動する値を媒体タグにて送信する場合は、お客様のサイト側で、注文番号、商品ID等の引き継ぎできる
状態であるということが設定の前提となります。TAGエビス導入によって、サイト内の引き継ぎ処理へ影響するものではございませんので、
ご注意ください。また、引き継ぎができない場合、各サービス提供会社、弊社での設定、プログラム作成の対応はしておりませんので、お
客様側でご対応が必要となります。何卒ご了承いただきますようお願い致します。
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注意事項

1.TAGエビスでは、JavaScript対応の場合のみ動作可能となります。

2.<img>(イメージ)タグで属性情報を引き継ぐ場合

そのままのタグ形式ではパラメータ値を引き継ぐためには、JavaScript拡張を行う必要があります。
サンプル参考コードをご参照ください。（次ページを参照）
他ご不明点がある場合は、お問い合わせください。

3.導入するタグの計測確認が事前に必要な場合

・既に導入検討済みでお手元にサービスのタグがある場合
計測確認までに3営業日を頂戴する場合がございます。

・導入前などでお手元にサービスのタグがない場合
弊社とサービス会社との連携から計測確認までに5営業日以上かかる場合がございます。

4.その他お問い合わせ内容によっては、媒体側の調査が必要となるため1週間程度お時間がかかる場合がございます。ご了承ください。
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注意事項 –アドエビスで属性情報を取得する場合の設定について-
【サンプル参考コード】ワンタグに設定したタグへ属性情報を引き継ぐ場合

ワンタグに設定したタグへ属性情報を引き継ぐ場合、TAGエビス管理画面にて共通タグをご登録後、コンバージョン属性取得用タグをペー
ジにご設置いただく必要があります。

※上記のサンプルコードは、サンプルとなっているため、一部記述が変わっています。
※上記のサンプル参照コードを直接コピーして利用しないでください。文字化けする可能性があります。

<!-- EBiS customize area start -->
<script type="text/javascript">

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

argument: 'AD EBiS引数',
member_name: '',
amount: '',
other1: '',
other2: '',

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

<!-- 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='//t.aj',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 -->

コンバージョン属性取得用タグ 共通タグ

①コンバージョン属性取得用タグをワンタグを設定する
ページに直接設置します。 ② TAGエビスのワンタグ内に[共通タグ]を設置します。
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注意事項 -タグへ属性情報を引き継ぐ場合-
【サンプル参考コード】<img>（イメージ）タグで属性情報を引き継ぐ場合

下記のような<img>タグの設定が必要な場合は、TAGエビス管理画面にて<img>タグをjavascript用に編集し、ご登録後、「II.サイトに追
加で埋め込むパラメータ設定」をページに直接ご設置いただく必要があります。
<img src=“https://サービス会社ドメイン/xxx.aaa?param1=●●●●& param2=▲ ▲ ▲ ▲ & param3=■■■■ ” alt=“タグ" width="1" height="1" border="0" />

必要な設定とタグのJavaScript拡張
I. javascript拡張タグサンプル（TAGエビス管理画面から登録する、<img>タグをjavascriptに修正したタグ）

<!--▼ TAGエビスに登録するjavascript拡張タグ ▼-->
<script type="text/javascript"> 

var obj_img = document.createElement('img'); 
obj_img.src = "https://サービス会社ドメイン/xxx.php?param1 =" + hensu1 + "& param2=" + hensu2 + " & param3=" + hensu3; 
obj_img.style.display = "none"; 
var obj_body = document.getElementsByTagName("body").item(0); 
obj_body.appendChild(obj_img); 
</script> 
<!--▲ TAGエビスに登録するカスタマイズタグ ▲-->

II. サイトに追加で埋め込むパラメータ設定（TAGエビスのワンタグを設定するページに直接埋め込む内容になります）
<!--▼ サイトに追加で埋め込むパラメータ設定 ▼--> 
<script type=“text/javascript”> 
hensu1 = “●●●●”;
hensu2 = “▲▲▲▲”;
hensu3 = “■■■■”;
</script> 

<!--▲ サイトに追加で埋め込むパラメータ設定 ▲-->

※上記のサンプル参照コードを直接コピーして利用しないでください。文字化けする可能性があります。
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Yahoo!プロモーション広告/Google広告 CVタグ設定方法
TAGエビスでYahoo!プロモーション広告（YDN/インタレストマッチ）とGoogle広告（GDN）をご利用で以下条件に当て
はまる場合は、TAGエビスの設定で一部修正が必要となります。

①１つのワンタグに、 Yahoo!プロモーション広告とGoogle広告のタグをまとめて管理する場合

TAGエビス
Yahoo!プロモーション広告 CVタグ

Google広告 CVタグ

②１つのワンタグに、 Yahoo!プロモーション広告CVタグを２つ以上まとめる場合

TAGエビス
Yahoo!プロモーション広告 CVタグ

Yahoo!プロモーション広告 CVタグ

③１つのワンタグに、 Google広告 CVタグを２つ以上まとめる場合

TAGエビス
Google広告 CVタグ

Google広告 CVタグ
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Yahoo!プロモーション広告/Google広告 CVタグ設定方法
前項のケースに該当する場合は、ワンタグに設置するYahoo!プロモーション広告もしくは、 Google広告のコンバージョン
タグに以下の内容を加えてください。 例）Y!の場合

① の記述をそのまま追加してください。

② ●●●●にそれぞれ任意の英数字に書き換えてください。
※ワンタグ内のタグ同士で●●●●が重複しないように設定ください。

③売上金額を設定している場合は、変数名のに”window.parent.”
を追加します。

(例) a1id の場合、window.parent.a1id と書き換えます。

④プロモーション広告コンバージョンタグに以下の修正を加えて
ください。

(Ⅰ)Yahooタグの改行終端に¥（バックスラッシュ）記号を追加
します。※¥の前に半角スペースを入れてください。

(Ⅱ) </script>を</scr ' + ' ipt>に書き換えます。（2箇所）
(Ⅲ) </noscript>を</noscr' + 'ipt>に書き換えます。（1箇

所）

<div id="●●●●" style="display:none"></div>
<script type="text/javascript">
var element_id="●●●●";
var tag_data = '¥
<!-- Yahoo Code for 20121101_162658 Conversion Page --> ¥
<script type="text/javascript"> ¥
/* <![CDATA[ */ ¥
var yahoo_conversion_id = 9999999999; ¥
var yahoo_conversion_label = "bJkXCKCshgUQsOfGwgM"; ¥
var yahoo_conversion_value = window.parent.a1id; ¥
/* ]]> */ ¥
</scr' + 'ipt> ¥
<script type="text/javascript" src="http://i.yimg.jp/images/listing/tool/cv/conversion.js"> ¥
</scr' + 'ipt> ¥
<noscript> ¥
<div style="display:inline;"> ¥
<img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt="" 
src="http://b91.yahoo.co.jp/pagead/conversion/1000044395/?value=&amp;label=bJkXCKCshgUQsOfGwgM&amp;guid=ON&amp;script=0&amp;disvt=true"/> ¥
</div> ¥
</noscr' + 'ipt> ¥
';
var iframe = document.createElement('iframe');
document.getElementById(element_id).appendChild(iframe);
var html = '';
html += '<bod' + 'y>';
html += tag_data;
html += '</bod' + 'y>';
iframe.contentWindow.contents = html;
iframe.src = 'javascript:window[¥"contents¥"]';
</script>

※下記のサンプル参照コードを直接コピーすると文字化する可能性がございますので、利用しないでくだ
さい。サンプルコードはこちら

媒体のCVタグに④の修正を加える

http://support.ebis.ne.jp/tool/sample/tag_ebis_customize.txt
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YDNリターゲティングタグ設定方法
前項のケースに該当する場合は、ワンタグに設置するYDNリターゲティングタグに以下の内容を加えてください。

① の記述をそのまま追加してください。

② ●●●●にそれぞれ任意の英数字に書き換えてください。
※ワンタグ内のタグ同士で●●●●が重複しないように設定ください。

③YDNリターゲティングタグに以下の修正を加えてください。
(Ⅰ)Yahooタグの改行終端に¥（バックスラッシュ）記号を追加

します。※¥の前に半角スペースを入れてください。
(Ⅱ) </script>を</scr ' + ' ipt>に書き換えます。（2箇所）
(Ⅲ) ③内の3・4行目の「‘」の記述を「”」に書き換えます。（4

箇所）

<div id=“●●●●" style="display:none"></div>
<script type="text/javascript">
var element_id=“●●●●";
var tag_data = '¥
<script type="text/javascript" language="javascript"> ¥
/* <![CDATA[ */ ¥
var yahoo_retargeting_id = “test"; ¥
var yahoo_retargeting_label = ""; ¥
/* ]]> */ ¥
</scr' + 'ipt> ¥
<script type="text/javascript" language="javascript" src="//b92.yahoo.co.jp/js/s_retargeting.js"></scr' + 'ipt> ¥
';
var iframe = document.createElement('iframe');
document.getElementById(element_id).appendChild(iframe);
var html = '';
html += '<bod' + 'y>';
html += tag_data;
html += '</bod' + 'y>';
iframe.contentWindow.contents = html;
iframe.src = 'javascript:window[¥"contents¥"]';
</script>

※下記のサンプル参照コードを直接コピーすると文字化する可能性がございますので、利用しないでくだ
さい。サンプルコードはこちら

リターゲティングタグに③の修正を加える

http://support.ebis.ne.jp/tool/sample/tag_ebis_ydn_customize.txt
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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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