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1．レコメンドレポート
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① PV

レコメンドが表示またはトラッキングされたページのPV数です。

② レコメンド経由率

「PV」のうちレコメンドを経由して表示されているページの割合です。

③CV数

サイト全体のコンバージョンされた商品個数です。

④レコメンド経由率

「CV」のうちレコメンドを経由して購入されているページの割合です。

※1回のCVで複数の同じ商品を購入した場合も経由は1となります。

⑤ランキング

詳細は下記のとおりです。

・デイリーランキング：前日のランキング

・ウィークリーランキング：日曜日から当日までのランキング

・マンスリーランキング：１日から当日までのランキング

※ランキング表示機能とは集計期間が異なります。

1-1．レコメンドレポートを確認する 【レコメンドレポート】→【サマリ】

デイリー、ウィークリー、マンスリーの各サマリの確認

をおこなうことができます。

▼ランキング順位の動向がアイコンで確認できます。

UP …前回と比べて、順位が上がっている

DOWN…前回と比べて、順位が下がっている

STAY …前回と比べて、順位に変動がない

NEW  …新しく追加されたアイテムで100位以内の順位にランクインしている

また、矢印をマウスオーバーすると前回の順位が表示されます。
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1-2．レコメンド表示を行ったPV数を確認する 【レコメンドレポート】→【ご利用PV】

毎月のご利用PV数を確認することができます。

楽レコのタグを設置しているページを１回表示をした場合１PVとしてカ
ウントします。

① ご利用PV
総ご利用PV数です。
最大６ヶ月まで表示されます。

② 種類別リクエスト数
各ご利用PV数です。
最大６ヶ月まで表示されます。
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2-1．ランキングを確認する 【ランキング】→【デイリー / ウィークリー / マンスリー】

各ランキングの確認をおこなうことができます。

① 期間の選択

デイリーランキングは、前日より15日前まで閲覧が可能です。

ウィークリーランキングは、前日より12週前まで閲覧が可能です。

マンスリーランキングは、前日より6ヶ月前まで閲覧が可能です。

② アイテム情報
※レコメンドの管理画面から削除された商品はグレーで表示されます。

③ CSVダウンロード

ランキング内容をCSVでダウンロード可能です。



3．アイテム管理
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3-1．アイテムデータを確認する 【アイテム管理】→【アイテムデータ】

レコメンドで収集したアイテムデータを確認することができます。

①検索

検索したいアイテムのキーワードを入力して検索します。

②非表示アイテム一覧

非表示となっているアイテムの確認が可能です。

③アイテムコード

リンクをクリックすると、各アイテムの詳細ページへ遷移します。

④CSVダウンロード

表示しているアイテム一覧をCSV形式のファイルで「有効なアイテム」「非

表示アイテム」をそれぞれダウンロードすることができます。

※検索結果に絞った一覧でダウンロードすることも可能です。

登録されているアイテム情報（名前や金額など）を一括で変更したい場合に
活用できます。

※ 「有効なアイテム」 「非表示アイテム」のステータスを変更する場合は
各商品詳細から設定いただく必要があります。

（CSVデータファイル上ではステータスの変更はできません。）

修正したCSVファイルをアップロードする場合は、『アイテムアップロー
ド』機能をお使いください。
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3-2．各アイテムのデータを確認する 【アイテム管理】→【アイテムデータ】→【アイテムコード】

レコメンドで収集したアイテムデータを確認することができます。

①このアイテムを非表示にする

対象のアイテムをレコメンドに表示しないようにすることができます。

再度有効化して表示を再開する場合は、「非表示アイテム」から『非表

示を取り消す』をクリックすることでレコメンド表示対象にステータス

を変更します。

※取り消し処理を行わない限り、レコメンドには表示されません。

②レコメンドアイテム

紐づけの強いレコメンドアイテムが表示されます。
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3-3．各アイテムのレポートを確認する 【アイテム管理】→【アイテムデータ】→【アイテムコード】→【アイテムレポート】

各アイテム毎のレポートをデイリー、ウィークリー、マンスリー

で確認することができます。

①CSVダウンロード

閲覧しているアイテムのレポートをCSVでダウンロードが可能です。
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3-4．アイテムを一括削除する 【アイテム管理】→【一括削除】

管理画面に登録してあるアイテムの一括削除ができます。

①アイテム一括削除を実行

一括削除を行うと、リアルタイムにレコメンド等の表示からも削除さ

れます。

継続してアイテムデータを取得している場合は、翌日に再度レコメン

ドに表示されます。①
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3-5．CSV/TSVファイルをアップロードする 【アイテム管理】→【アイテムアップロード】

CSV/TSVファイルをアップロードすることでアイテムデータ

を更新することができます。

※実際にレコメンドの表示に反映されるのは、1日2回の更新のタイミング

(朝の9時～12時、夕方の19時～23時)となります。

①アップロードファイル選択

アップロードしたいCSV/TSVファイルを選択のうえ、確認ボタンを押下し

ます。

② チェックマーク
アップロードしたCSV/TSVファイルの内容を確認できます。

③ダウンロードマーク
アップロードしたCSV/TSVファイルをダウンロードできます。

※注意※
チェックを入れると、CSV/TSVファイルに
含まれていないアイテムデータは削除されます。
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3-5．CSV/TSVファイルをアップロードする 【アイテム管理】→【アイテムアップロード】

◆ファイルを作成する際の注意点①

・カラムとカラムの間は「,（カンマ）」に区切るように作成してください

※TSV形式の場合は「Tab」にてスペースを空けてください

・column1～ column3には必要なカラム名を設定してデータを挿入するようにしてください

・ファイルを保存する際、文字コード（エンコード）を「Shift-JIS」もしくは「UTF-8」に設定してください

◆ファイルを作成する際の注意点② 以下項目パラメータは特別な意味を持っています

code ※必須

アイテムコードを255文字以内で挿入してください。

→レコメンドに表示する商品を管理するために必要となりますので、各商品のユニークなコードを設置してください。

例）商品1234（http://www.test.jp/shohin/1234.html）の場合【code:'1234';】

半角英数字、「-（ハイフン）」「/（スラッシュ）」「_（アンダースコア）」にて設定をお願いします。

url
アイテムページのURLを255文字以内で挿入してください。

URLは「/」で始まる絶対パスで挿入してください。

name ※必須 アイテム名を255文字以内で挿入してください。

image
アイテム画像のURLを255文字以内で挿入してください。

URLは「/」で始まる絶対パスで挿入してください。

price
価格を挿入してください。

半角数字、「,（カンマ）」にて設定をお願いします。

category

カテゴリ別ランキングを表示する際に使用するカテゴリ情報を挿入してください。

categoryは最大20カテゴリまでになります。

※20カテゴリ以上挿入した場合は、オプション費用が発生します。

release_date
リリース日。新着アイテム機能を利用時に必要となります。YYYY-MM-DD、YYYY-MM-DD HH:MM:SS、 YYYY/MM/DD, YYYY/MM/DD 
HH:MM:SS のフォーマットを受け付けます（例：2013/07/09 23:00:00）。形式が異なる場合は無効となります。

code,name,url,stock,price,model
01,商品1,http://dragonfield.com/item/01,1,10000,A-11111
02,商品2,http://dragonfield.com/item/02,2,20000,B-22222
03,商品3,http://dragonfield.com/item/03,1,30000,C-33333

CSVファイルサンプル

code,name,url,column1,column2,column3
01,商品名1,http://sample.com1/,sample1,sample1-2,sample1-3
02,商品名2,http://sample.com2/,sample2,sample2-2,sample2-3
03,商品名3,http://sample.com3/,sample3,sample3-2,sample3-3

CSVファイルフォーマット
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4-1．テンプレート設定をする 【設定】→【テンプレート】

サンプル用のテンプレートを用意しております。

テンプレートを新たに作成いただけます。

①バツマーク

テンプレートを削除します。

②テンプレート新規作成

テンプレート新規作成が可能です。

レコメンドのデザイン作成・編集ができます。
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4-1．テンプレート設定をする 【設定】→【テンプレート】→【各テンプレート名】

①テンプレート名

テンプレート名を設定します。

②プレビュー

作成しているテンプレートのプレビュー確認が可能です。

③ HTML／CSS／文法マニュアル

選んだテンプレートをベースに自由にHTMLやCSSを編集いただけます。

※編集される場合は『文法マニュアル』を必ずご参照ください。

独自タグの解説も文法マニュアルにてご案内しています。

④保存する

設定を保存します。

※別名で保存する場合は【別名で保存する】をクリックします。

テンプレート一覧画面に戻ると、作成したテンプレートが保存されています。

※既にレコメンド等の表示に利用されているテンプレートを修正している場

合は、保存後デザインが即時反映されます。

選択したデザインテンプレートの編集画面が表示されます。
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4-2．最大表示件数を確認する 【設定】→【テンプレート】→【各テンプレート名】

「最大表示件数を確認」にカーソルを合わすと表示されます。

最大表示件数

各機能の表示する際に出力するアイテム数を表示しています。

最大10件まで設定可能

最大表示件数を変更されたい場合は、弊社までご相談ください。

※10件以上表示する場合は、別途料金がかかります。

最大表示件数の確認ができます。
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4-3．基本タグを生成する 【設定】 → 【基本タグ】

レコメンド関連タグ（表示・収集タグ）を

設置しているページの<head>～</head>間へ貼り付けてください。

※レコメンド関連の表示タグは各レコメンドメニューの「表示タグ」

でご確認ください。

※ <head>～</head> 間への設置が難しい場合は、<body>～

</body>間へ設置いただいても問題ございませんが、 弊社レコメン

ドの表示タグ、収集タグより上に設置してください。

※重複で設置はしないでください。

レコメンド基本タグが生成できます。
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①

4-4．レコメンド最適化設定（ランダム設定）をする 【設定】→【レコメンド】→【基本設定】

次回レコメンド生成時（朝・夜の1日2回）に反映されます。

①レコメンド最適化設定

［上位10位からランダムで表示］

保持されているレコメンドデータのアイテムをランダムで表示します。

レコメンドの表示は、前日から約3ヶ月分のデータを使って

計算しますので、表示内容が頻繁に変わることはありません。

レコメンド最適化設定ができます。
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4-5．レコメンド補てん設定をする 【設定】→【レコメンド】→【基本設定】

①レコメンド補てん設定

ユーザーの行動履歴がレコメンド表示件数に満たなかった場合に

発生するレコメンドの表示抜けを、

3つの設定から穴埋めすることができます。

なにもしない…機能を無効

内容が似ているアイテムを補てん…アイテム名が似ているアイテムを補てん

ランキングで補てん…各ランキングデータを元に補てん

補てん用アイテムを設定…補てんするアイテムを指定

※次回レコメンド生成時（朝・夜の1日2回）
に反映されます。

レコメンド補てん設定ができます。
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4-6．IP除外設定をする 【設定】→【レコメンド】→【基本設定】

①IP除外設定

ユーザの行動履歴からレコメンド演算をするときに、

レコメンド演算に含めたくないユーザのIPアドレスを除外します。

例えば、よくサイトをアクセスする管理者様のIP除外設定を

おこなうと、サイトを訪問してくるお客様の行動に

より近いレコメンドアイテムを表示することができます。

▼IP除外設定にて、IPアドレス「111.111.111.111」を設定した場合

Aさん
IPアドレス
111.111.111.111

Bさん
IPアドレス
222.222.222.222

※Aさんの行動ログを集計せず、レコメンドアイテムに反映させない。

※Bさんの行動ログを集計して、レコメンドアイテムへ反映させる。

※設定後、すぐに反映されます。

IP除外設定ができます。
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4-7．リファラ除外URL設定をする 【設定】→【基本設定】

①リファラ除外URL設定

リファラ除外URL設定をおこなうと、

設定したURLからのアクセスは集計しないようになります。

アクセスされる可能性が高いTOPページなどを設定すると、

より効果的です。

※商品同士が結びついてしまい
レコメンドに反映される傾向あり

※TOPページからのアクセスは
集計しないようにする※設定後、すぐに反映されます。

IP除外設定ができます。
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4-8．全体ルール設定をする 【設定】→【レコメンド】→【全体ルール設定】

レコメンド表示時に必ず表示したいアイテムを設定できます。

①検索欄

設定を行いたい商品のキーワードもしくはアイテムのIDを入力
すると管理画面に登録されているアイテムから一致するアイテ
ムが表示されます。

商品を選択し「追加」を押下すると設定できます。
※codeとアイテム名のみ入力可能。それ以外入力するとエ
ラーとなります
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4-9．アイテム別ルール設定をする 【設定】→【レコメンド】→【アイテム別ルール設定】

レコメンド表示時に必ず表示したいアイテムを特定のア

イテム毎に設定できます。

① アイテム設定を追加
② 表示アイテムを追加

設定を行いたい商品のキーワードを入力すると管理画面に登録
されているアイテムから一致するアイテムが表示されます。

追加する商品を選択し「表示アイテムを追加」ボタンを押下し
て下さい。

【登録できないケース】 ・空のアイテムコード
・存在しないアイテムコード
・重複したアイテムコード

【表示されないケース】 ・削除されたアイテム
(適用)      ・在庫切れ(なし)のアイテム

・アイテム名(name)のないアイテム

※アイテム設定を行うことができるアイテムの登録数に上限はありま
せんが、レコメンド表示を行うことができる最大数は「10アイテ
ム」となっています。
11件目以降のアイテムは在庫切れ、削除アイテムの
補てんアイテムとして設定しておくことができます。

※カテゴリ別レコメンドでは、対象のカテゴリ以外のアイテムは表示
されません。

※次回レコメンド生成時（朝・夜の1日2回）に反映されます。
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4-10．レコメンド ルール設定をする 【基本設定】→【レコメンド】→【全体ルール設定】

レコメンドルール設定をする上での注意点

・PVレコメンド

・CVレコメンド

（閲覧履歴、ランキングは適用されません）

※実際にレコメンドの表示に反映されるのは、朝・夜1日2回となります。

下記の番号順に優先して表示を行います。

１．全体ルール

２．アイテムルール（特定のアイテム毎に設定が可能なアイテムルール設定）

３．基本設定の「レコメンド補てん設定」の「補てん用アイテム」で設定されたアイテム

ランダム設定を行っており、且つ表示件数が10件未満の場合は、各ルール設定は適用されません。

◆優先される順位について

◆ランダム設定をしている場合の表示について
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4-11．レコメンド表示をおこなったPV数を確認する 【設定】→【レコメンド】→【表示タグ】

レコメンド表示するためのタグを、選択された項目

に応じて自動生成します。

① 種類
レコメンドに表示する内容をPVベース、CVベースでお選びいた
だけます。
※CVは、CV(購買)ベースのレコメンドをご利用されている方の
み表示がされます。

②アイテムコード
URLからアイテムコードが取得できない場合にご利用頂く項目に
なります。
記入欄には、PHPやJavaScriptを入力いただけます。
URLからアイテムコードを抽出する設定をご利用の方のみ表示が
されます。

③テンプレート
作成されているテンプレート一覧から選択できます。
適用させたいテンプレートをお選びください。

④フィルタ
カテゴリレコメンドをご利用の方のみ表示がされます。

⑤表示タグを生成
生成された表示タグを商品詳細ページに設置してください。
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4-12．ランキングルールを設定する 【設定】→【ランキング】→【全体ルール】

ランキング表示時に必ず表示したいアイテムを

設定できます。

①この順位にアイテム設定を追加
設定を行いたい商品のキーワードを入力すると管理画面に登録
されているアイテムから一致するアイテムが表示されます。
どの商品を追加するか選択することで、追加ができます。
設定したアイテムはドラッグ＆ドロップで順位を変更できます。

※アイテム設定を行うことができるアイテムの登録数に上限は
ありませんが、ランキング表示を行うことができる最大数は
「10アイテム」となっています。
11件目以降のアイテムは在庫切れ、削除アイテムの補てんアイ
テムとして設定しておくことができます。

※カテゴリ別ランキングでは、対象のカテゴリ以外のアイテム
は表示されません。

※アイテムデータを管理画面上から削除した場合は無効になり、
ランキングには表示されません。アイテムデータが再度登録さ
れましたら、設定が適用されます。

※次回レコメンド生成時（朝・夜の1日2回）に反映されます。

【登録できないケース】 ・空のアイテムコード
・存在しないアイテムコード
・重複したアイテムコード

【表示されないケース】 ・削除されたアイテム
(適用)      ・在庫切れ(なし)のアイテム

・アイテム名(name)のないアイテム
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4-13．ランキングの表示タグを生成する 【設定】→【ランキング】→【表示タグ】

ランキング表示するためのタグを、選択された項目に応

じて自動生成します。

① 種類
ランキングに表示する内容をPVベース、レコメンド経由PVベース、
CVベースでお選びいただけます。
※CVは、CV(購買)ベースをご利用されている方のみ表示がされま
す。

②集計期間
ランキングの集計期間をお選びください。
デイリー：前日のデータを集計したランキング結果を表示。
ウィークリー：前日から7日前までのデータを集計したランキング
結果を表示。
マンスリー：前日から30日前までのデータを集計したランキング
結果を表示。

③テンプレート
「テンプレート」にて作成した内容を選択できます。
適用させたいテンプレートをお選びください。

④カテゴリ
カテゴリランキングをご利用の方のみ表示がされます。
レコメンド管理画面に登録されている値を選択いただけます。

⑤表示タグを生成
生成された表示タグを該当箇所に設置してください。



4．基本設定

©COLONY+iNTERACTIVE INC. 25

4-14．閲覧履歴の表示タグを生成する 【設定】→【閲覧履歴】→【表示タグ】

閲覧履歴を表示するためのタグを、選択さ

れた項目に応じて自動生成します。

①テンプレート
「テンプレート」にて作成した内容を選択できます。適
用させたいテンプレートをお選びください。

②表示されたタグを生成
生成された表示タグを該当箇所に設置してください。
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4-15. 新着アイテムの表示タグを生成する 【設定】→【新着アイテム】→【表示タグ】

新着アイテムを表示するためのタグを、選択され

た項目に応じて自動生成します。

① 新着期間
レコメンド管理画面にアイテムデータが登録された日を起算日として、
いつまでを新着とするかを選択できます。

無期限：期限はありません。新しく管理画面へ登録された順に表示が
されます。(最大10件)
1週間：当日を含む、1週間を新着アイテムとする。
2週間：当日を含む、2週間新着アイテムとする。
1ヶ月：当日を含む、1ヶ月を新着アイテムとする。

②テンプレート
「テンプレート」にて作成した内容を選択できます。
適用させたいテンプレートをお選びください。

③カテゴリ
カテゴリランキングをご利用の方のみ表示がされます。
レコメンド管理画面に登録されている値を選択いただけます。

④表示タグを生成
生成された表示タグを該当箇所に設置してください。
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4-16. 表示したいアイテム一覧を任意に設定する 【設定】→【ピックアップ】→【基本設定】

表示したいアイテム一覧を任意に設定するこ

とができます。

①ピックアップを作成
ボタン押下でピックアップを登録欄が表示されま
す。

②アイテムを追加
設定を行いたい商品のキーワードを入力すると管
理画面に登録されているアイテムから一致するア
イテムが表示されます。
追加したい商品を選択し、「アイテム追加」ボタ
ンを押してください。
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4-17．ピックアップの表示タグを生成する 【設定】→【ピックアップ】→【基本設定】

ピックアップを表示するためのタグを、

選択された項目に応じて自動生成します。

① ピックアップ
基本設定で作成したピックアップから適用させたいピック
アップをお選びください。

②テンプレート
「テンプレート」にて作成した内容を選択できます。
適用させたいテンプレートをお選びください。

③表示タグを生成
生成された表示タグを該当箇所に設置してください。
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4-18．レコメンドメールの表示タグを生成する 【設定】→【レコメンドメール】→【表示】

レコメンドメールに記載する情報を表示するためのタグを、

選択された項目に応じて自動生成します。

サイト内の行動・購入履歴を基にユーザーごとのおすすめ商品をメール配信する
ことができる機能です。

レコメンドメールは、お客様が普段利用しているメール配信サービスにてかんた
んに利用することができ、難しい設定やシステム連携などは必要ありません。

レコメンドだけでなく、ランキングや新着アイテムなどを配信することができる
ので、様々な切り口でユーザーにアプローチすることが可能です。

① 表示内容
ラジオボタンで表示したいHTMLを選択してください。
※閲覧履歴・購買履歴からのレコメンドをご利用の場合は

【会員ID収集タグ】をサイト内に設置いただく必要がございます。

②HTML
ラジオボタンで選択された内容のHTMLが生成されます。
HTMLメールにこのまま貼り付けてください。
※タグはHTMLのみが生成されます。
レコメンドメール用画像の位置調整はHTMLメール内のCSSでご調整ください。
※取得した会員IDに、特殊記号（#%/?）が含まれる場合は、メールを送る際に
URLエンコードした会員IDを使用してください。

③プレビュー
HTMLメールで配信された際に実際に表示される画像です。
※閲覧履歴・購買履歴からのレコメンドをご利用の場合は

会員IDを選択すると各ユーザに配信される内容をご確認いただけます。
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4-19．会員ID収集タグ 【設定】→【レコメンドメール】→【会員情報収集タグ】

会員IDを収集するタグです。

① 会員ID収集タグ
「閲覧履歴からのレコメンド」「購入履歴からの
レコメンド」をご利用いただく場合に、サイトに
設置していただく必要があります。

収集タグ中の「会員ID」部分は、サイトにログイ
ンしているユーザーのIDを挿入できる動的タグを
設置してください。

※おすすめの設置場所…マイページなどのログイ
ン後ページ

※配信対象ユーザーが特定できない、特定ユー
ザーの行動履歴がとれていない、またはレコメン
ドする商品数が足りない場合は、レコメンド経由
閲覧ランキングで補填されます。

会員IDの取得可能な文字

英数字 及び 下記の記号

.!#$%&'*+-/=?^_`{|}~@

！注意！

特殊記号（#%/?）が含まれる場合は、メールを送る際に

URLエンコードした会員IDを使用してください。
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【カゴラボサポートセンター】

0120-713-362 [ フリーダイヤル ]
support@cagolab.jp

電話受付サポート時間は、平日（月～金曜日）の10:00～17:00となっております。
ご了承下さいませ。
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