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ADVisor

100以上の企業が選んだAIソリューション



more value.
less time.

統合型広告成果分析ソリューションとして

正確かつ客観的なデータをご提供します。

より良い価値、より効率的な運用時間

リアルタイム自動広告運用ソリューションと

して人手による業務は最小限に抑え、広告

コストのパフォーマンスは最大化します。

データの価値がちゃんと分かって活用できる真のAD Tech企業にお任せください。



オンライン広告が活性化して20年、

いまだに解決できていない難題

難しい 高い58.9%
効果検証が難しい

47.8%
広告コストが高い

クライアントの不満

1. 直接管理には限界がある

- １通販サイト当たり最大10万以上

の広告素材(キーワード)をコント

ロール

- リアルタイムの管理は困難

- 管理は一部の主要広告素材にとど

まるのが現状

2. 効果検証が難しい

- 広告媒体から提供されたデータを

代理店によって異なる基準で報告

- 分析は一部のデータに限られる

3. 広告コストが高い

- 一部のデータだけで成果を判断

 確信が持てない成果を見て、広告費を投資

- 全ての素材を管理するため、広告コストの無駄

が発生

- 運用する人手を減らすことができないため、コス

トがかさむ

出典– オンライン広告産業動向の調査及び分析(韓国インターネット振興院)/2018)

4



アドインテリジェンスが考え、

ADVisorが実現する。

ADVisorは

収集から運用に至るまで処理時間がわずか5分!

自動化により直接運用の問題を解決することで

素早くきめ細かな管理が可能
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ADVisor.Analytics

広告媒体のリアルタイム
統合分析

ADVisor.Insight

媒体別現状 /成果のまとめ

ADVisor.Operator

広告素材の24時間管理/運用

人気商品を露出

全体広告の
きめ細かな効果検証

広告コストの有効な配分によ
り、全体的なコスパがアップ

直接管理の
限界を解消



ADVisorなら、可能です!

ADVisor.Analytics

Analytics
分析資料
1. 独自のログ分析によるユーザー、商品情報の分析

3.   外部流入ルート(広告)の分析及び販売商品価格の

分析

2. 競合企業のリアルタイム検索量の分析

4. デバイス(pc、mobile)別KPI指標の分析

24時間のユーザー行動収集によるビッグデータの確保

全ての広告素材についての分析のみならず、通販サイトにおける個別商品の分析を提供

広告媒体ごとに一貫した指標を作成し、サマリー

サマリーされたデータにより、成果を一目で把握できる

広告媒体ごとの現状(キーワード、素材、フレーズ)及び支出成果を分析し、サマリーを作成

 ローコスト・ハイパフォーマンスを実現

成果が高い広告素材と低い素材のバランスを調節し、広告の全体効率がアップ

分析、サマリー、運用のプロセスを経て新たなキーワードを発掘

分析サマリーデータを活用し、最適化された広告をリアルタイムで自動展開(Facebook、Twitterなど)

ADVisor.Insight

Summarization

ADVisor.Operator

Operator



誰も

成しえなかったソリューション

長年オンラインマーケティングを管理・運

用した現場のプロフェッショナルが開発

したソリューション

feature 1

データの市場適合性、業界の反応を踏ま

え、2年間の検証を経て誕生したソリュー

ション！

feature 2

個別で提供されたサイトの内部成果と広告成果を

統合分析、マーケティングのインサイトを提供する

データ分析の革新的なソリューション！

feature 3

そして…

会社メンバーの75%が研究開発に従事しており、完成度の高いソリューションを目指して

サービスをリリースした後も様々なケースの間違いや正解を分析、標準化に向けた研究に

取り組んでおります。

完璧を追求し、日々疑いの目を向けるマーケッグラマーたち！
(マーケッター+プログラマー)
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他社のソリューション

ADVisor
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他社のソリューション

ADVisor

リーケージ率平均

24 減
%

ROAS 平均

96 増
%

* リーケージ率 広告コスト全体に占めるROAS150%未満のキーワードへの使用額の割合
(低いほど良い)

* ROAS 広告コストとして使った金額に対する売上げ (高いほど良い)

ADVisorと他社の効率比較(1)

比較媒体 : Naver

ショッピング検索広告
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第1週 第2週 第3週 第4週 第5週 第6週 第7週 第8週



1.8 高いパフォーマンス倍

<ROAS>

509% 252% 238% 336% 327%

Solution
A

Solution
B

Solution
C

Solution
D

<CPC>

221
ウォン

436
ウォン

483
ウォン

615
ウォン

840
ウォン

Solution
A

Solution
B

Solution
C

Solution
D

<CTR>

3.43% 2.87% 1.85% 0.83%

Solution
A

Solution
B

Solution
C

Solution
D

1.54%

比較媒体 : Facebook広告

2.7 安価なCPC倍 2 高いクリック率倍
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ADVisorと他社の効率比較(2)



TOP-CLASS通販サイトがアドインテリジェンスを選んだ理由

どうして 、アドインテリジェンスを選んだか?

ガールズ向けの通販サイト1位 / ユッユッガールズ

“会社の規模が拡大して、マーケティングについても見直しが必要だと考えてい
た。
広告ごとの成果のまとめや無駄なっている広告費用のチェックに至るまで、
AdVisorはこれまでの悩みを解消してくれた。これまで頭痛の種だった人手管理の
壁を突破できるソリューションという確信につながった。

キーワード広告のリーケージ率が2%台に

女性向けビッグサイズ通販サイト2位 / アントゥ

“複数の代理店や担当者に広告を依頼しているが、有効に運用されているか疑問だっ
た。オンライン広告は分析指標が多く、概念も複雑であるため、きちんと運用成果を振
り返ることが難しかった。AdVisorで最も満足しているのは機能や指標そのものより、機
能や指標をユーザーにとって分かりやすく具現化していることだ。

広告運用を気にしなくて済む

20代女性向け通販サイト1位 / リリエヌコー

“同時に2～3社の代理店と業務を進めているため、各代理店の報告書をまとめ、一つ
のフォーマットに改めて加工するという点で時間と手間がかかっていた。
AdVisorは広告の成果を一目瞭然に媒体ごとにチェックしているため、速やかに媒体
及び代理店ごとに広告を分析できるようになった。

広告の分析時間が大幅に短縮できた
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100以上の企業&ブランドをサポートする

AD Intelligence
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株式会社

アドインテリジェンス

設立日

CEO

資本金

従業員

住所

事業

2015.7.28

パク・ジョンべ、イ・ジョンウ

2億3千4百万ウォン

29名 (2021年12月現在、ベトナム事務所の5人を含む)

韓国ソウル特別市中区乙支路50韓国ビル20F2005号

オンライン広告媒体統合分析 オンライン広告の自動運用
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