
- データフィードマネジメント -

データフィード広告の導入 ･運用を、スピーディに手間をかけず低コストで実現します。
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Criteo、Google 出稿に欠かせないデータフィードの作成・更新・タグの

カスタマイズなど運用の手間を極限まで省いたデータフィード最適化ツール

とは？

とは？

データフィードを自動生成・更新

複雑な配信タグを自動生成

ワンタグ制御による簡単導入

データフィードとは、リターゲティング広告や商品リスト広告、アフィリエイト、比較サイトなど

の広告配信やGoogle ショッピングなどへの商品アイテム登録に必要な、自社の商品アイテムやサー

ビスなど多数のデータを配信フォーマットに変換したものです。
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は対応媒体 拡大中！

対応媒体：Criteo、Google（商品リスト広告、動的リマーケティング）、indeed、nex8、スタンバイ、

KANADE、candy、Logicad、AdRolL、facebook、Instagram、キャリアジェット、Rtoaster、RTB HOUSE

Criteo、Google( 商品リスト広告、動的リマーケティング )の他、さまざまな媒体・集客チャネルを拡大しています。

Gyro-n DFM を導入することで、商品データを一元化、自動処理を行い、

データフィード広告のスピーディーな導入・効率的な運用が可能です。
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データフィード最適化（DFO）ツール

企業の規模によらず、ECサイト・

不動産・求人・単品商材などの、

どのような業種でも利用でき、見

込み客に効率的に自社製品・サー

ビスをアピールして広告パフォー

マンスを最大限に引き伸ばします。

データフィード広告はパフォーマンスが非常に良い広告配信方法です。しかし、部署に人的リソースが足りない、複

雑な作業を行える専門スタッフ・エンジニアがいない、などの理由でデータフィード広告が導入できずにいる企業が

多くあります。

Gyro-n DFMは、Criteo 広告やGoogle 商品リスト広告などの出稿のためにかかるデータ運用負荷を劇的に削減し、

このような導入課題・運用負担を全て解決することができるデータフィードマネジメントツールです。
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データフィード広告の導入をシンプルに！

膨大な商品情報も自動で取得

データフィードは常に最新

タグ最適化もツールにお任せ

商品リストの
自動生成

フィードの
自動更新

タグ最適化
実装支援

クロール技術により、Web サイトの商品情報を自動で取得、デー

タベース化します。広告配信フォーマットに合わせたフィード

を自動で作成。フィード作成が困難だった膨大な商品アイテム

やサービスを提供している企業も安心です。

フィードを作成しても、在庫・入荷の情報など日々更新される

商品データを常にフィードに反映させるのは困難です。Gyro-n 

DFM は毎日データを取得して、自動的に更新。常に最新データ

での広告表示が可能です。

サイトの状況により、複雑なタグのカスタマイズが必要な場合

も、Gyro-n DFM は、媒体別の最適タグを生成できるため、管

理者がタグで悩む必要はありません。さらに、タグ設置サポー

トもサービス提供しています。
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＜/＞＜/＞

充実のローンチサポート
Gyro-n DFMは、既存ページの改修なしにダイナミック広告に必要なデータフィードの生成が

可能！クローラーを使用した正確な値の取得や、タグカスタマイズ機能、ワンタグソリューショ

ンがローンチまでのスピードを最短化し、導入コストの削減を実現します。

ウェブサイトをクロールし
フィードを自動生成

ワンタグの提供により
タグの設置も簡易化

フィードからページ上に
存在しない情報を補完

複雑なタグのカスタマイズは
Gyro-n サポートチームが代行

自社でデータフィードの作成が難しい場合は、Gyro-n DFM

のクローラーがお客様のWEBサイト上の商品情報からデータ

フィードを作成。さらに毎日自動で最新の状態を保ちます。

Gyro-n ワンタグを設置いただければ、面倒な各メディアタグ

の設置、発火テスト等の手間がかかりません。

また、これにより多様なタグ制御も可能となります。

※タグマネージャー（GTM、YTM）利用の場合に限ります。

（オプション）

例えば、商品 IDや単価などの詳細情報がカートページ上に存在

しない場合でも、Gyro-n DFM上のフィードからデータを補完

し、サイトを改修することなく完全なデータをチャネルに送信

することができます。

様々な理由によりタグ設置が困難な場合、Gyro-n サポートチー

ム担当者がタグ設定の支援、代行いたします。

※一部オプション有償
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媒体別フォーマットに合わせる
フィードマッピング

複数のダイナミック広告へ配信を行う場合、基本となる 1つのフィー

ド（マスターフィード）を作成するだけで、複数チャネルのフォーマッ

トに合わせたフィードに自動変換できるため、導入の手間がかかりま

せん。チャネルごとに異なる禁則文字への対応や、データ長の調整、

表記の変換など、きめ細やかな適応が可能です。

Cookie 保存機能を利用し
別ページから情報を自由に連携

購入完了（サンクス）ページで購入商品や購入金額などのコンバージョ

ン詳細情報が取得できないサイトの場合でも、Cookie 保存機能を利

用することにより、サイトを改修することなく完全なデータをチャネ

ルに送信できます。

自社ではCriteo の導入ができず頓挫。そんな時、ユニヴァ・ペイキャ

ストの存在を知りローンチから運用まですべてお願いすることに！

ユニヴァ・ペイキャストに決めた要因は？

EC サイトに限らず、不動産・人材・旅行業など幅広い業種、100 サイト以上の実績

株式会社エムティーアイ　坪内様 、肖様

導入企業の声

効果は抜群に良いが、ローンチまでが難しいとされるCriteo の導入支援をしていただ

ける会社を探しておりました。ユニヴァ・ペイキャストはデータフィードツールも自社

で開発しているため、スタッフは技術面・運用面どちらも詳しく、数々の実績もありま

した。また当社のようなデジタルコンテンツ会社の抱える掲載不可画像の問題について

も、画像チェックの体制を整えられているとのことで、お願いすることにしました。
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メディア毎に提供されているオプション、データフィード構成見直しによる最適化や、細やかなイベント発火制

御によりパフォーマンスを最大化させます。また、様々なエラー検知機能により発生問題にいち早く対応します。

効果を最大化するイベント発火制御 カテゴリーマッピング機能

クロールエラー検知フィード上の画像を一覧でチェック

フィードに含まれている商品情報のみイベントを発火させ、在

庫切れや対象外の商品など無駄な配信を制御しパフォーマンス

を最大化します。また、ユーザーの訪問回数によって配信する

など、対象ユーザーを限定した配信制御を行うことで、ROI 改

善に貢献します。※メディアのレギュレーションに則ります。

独自に定義されているカテゴリをGoogle の指定カテゴリへ

変換する場合は、カテゴリーマッピングを定義することで自

動変換します。フィードインポート時に未定義のカテゴリが

含まれている場合は自動的に検知されます。

サイト改修等で仕様の変更がある場合やサイトが一時的に利

用できない場合などにより、クローラーが正常にフィードを

生成できなかった場合は自動的に検知され、お客様へご連絡

します。

フィードに取り込まれている画像は管理画面上でサムネイル化

されます。画像取り込み漏れ、メディア側の掲載基準に違反し

ている画像など、事前にチェックできます。

充実の運用サポート
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導入から広告配信までの流れ

チャネルへの連携障害検知

1. アカウント
の発行

4. 広告配信2. フィードの
作成

3. タグ設置＋
最適化

画像チェック代行サービスを提供

画像リンク切れチェック

バリデーションエラー対応

媒体側によるフィード取得障害の発生を検知します。

目視による画像チェックが必要な場合、Gyro-n サポートチームが代

行します。（オプション）

※画像チェック代行サービスは別途お見積りとなります。

お問合せをしていただ

き利用現状確認後、正

式にお申込み書を発行

します。

アップロードデータの

バリデーションチェック

● 商品データのフィードを作

成（お客様） ※自社で作成が出来な

い場合はオプションでデータフィード

作成を申し受けます。

● データチェック

●ワンタグ設置(お客様)※自社で作成が出

来ない場合はオプションで設置支援いたします。

●タグ最適化 ※より複雑なカスタマイズを

行う必要がある場合は、オプションにより実装

支援いたします。

フィードに含まれる商品画像のリンクが切れているかどうか

チェックできます。

フィードをインポートした際にバリデーションエラーを自動検知

します。
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ご利用料金とオプション費用
項目

DFM 利用料金

データフィード生成

メディア追加料

追加メディア設定料

タグ生成及び設置支援

画像チェック

月額料金

30,000 円～／月

50,000 円～

15,000 円 (1メディア ) ～／月

20,000 円 (１メディア ) ～

50,000 円～

50,000 円～／月

備考

商品数：20,000点またはデータ量20MBまで。20,001点以上は別途見積りいたします。

初回契約期間は 3ヶ月、以降 1ヶ月ごとの自動更新となります。

サイトPV数により月額利用料が変わる場合があります。

・クロールによるデータフィード生成。
　※クロールによるデータ更新は 1日 1回。1日複数回のクロールをご希望の場合は別途見積いたします。 

・マスターデータからのデータフィード生成。

Criteo、Google（商品リスト広告、動的リマーケティング）の他、

さまざまな媒体・集客チャネルを拡大しています。

追加メディア用のタグ生成及びデータフィード生成。

タグ生成（カスタマイズ含む）、設置の支援。Gyro-n ワンタグのご提供。

タグ設置はGTM、YTM利用の場合に限ります。

Yahoo! などメディア掲載基準に非適合商品をフィードから排除し、

タグの制御も行います。

※表示料金は全て税抜料金です。

※追加でカスタマイズ作業が発生する場合、別途お見積の上作業を進めさせていただきます。

※代理店様には代理店制度をご用意しておりますのでお気軽にお問合せください。
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×

AD EBiS 連携によるデータフィード広告の

精細な効果測定を実現

Gyro-n DFMと株式会社ロックオンの提供する広告効果測定ツール「アドエビス」との連携により、Gyro-n DFM管理

のマスターデータに保管されているランディングページURLを、アドエビスの測定URLに自動変換・置換します。

これまで断念せざるを得なかったデータフィード広告と精細な広告効果測定との両立を手軽に実現できます。
※別途、株式会社ロックオンとのAD EBiS 契約が必要です。

データフィード

入稿
測定URL変換
広告登録

広告
配信

Gyro-n DFM

AD EBiS APIクライアント
サイト

データフィード広告
プラットフォーム

広告配信

アクセスデータ
※　マスターデータフィードでも同様に連携することは可能です

自動
フィード生成

※

A商品　　　　　　B商品　　　　　　C商品

旅行用かばん A商品

旅行用かばん B商品

￥5,300 ￥5,300 ￥5,300

詳細はこちら

￥15,300

詳細はこちら

￥15,300

詳細はこちら詳細はこちら 詳細はこちら

Gyro-n SHOP 123456 Gyro-n SHOP
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TEL : 03-6441-3400
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