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はじめに︓⽤語の説明

■オークション ︓広告枠に広告を表⽰する際に⾏われるオークション形式の選定プロセス。
■インプレッション ︓広告表⽰。広告をユーザーに100％表⽰したことを指す。
■クリック ︓広告をユーザーがクリック（タップ）したことを指す。

■コンバージョン ︓コンバージョンタグまでユーザーが到達、またはアプリのインストールが発⽣したことを指す。
■クリック率（CTR） ︓クリック数÷インプレッション数。広告の表⽰回数に対してどの程度クリックされたかを⽰す。

■コンバージョン率（CVR） ︓コンバージョン数÷クリック数。クリック数に対してどの程度コンバージョンされたかを⽰す。
■CPA ︓Cost per Action。利⽤⾦額÷コンバージョン数。コンバージョンの単価を指す。
■CPC ︓Cost per Click。利⽤⾦額÷クリック数。クリックの単価を指す。

■eCPM ︓広告表⽰1000回あたりの⾦額。（＝CPM）
■クリエイティブ ︓広告における画像部分。管理画⾯では「メディア」と呼称。

■デモグラフィックデータ配信 ︓年齢、性別、地域、興味関⼼などでターゲットを指定した配信⽅法。（＝デモグラ配信）
■オーディエンス配信 ︓ユーザー情報に基づいたセグメントを指定する配信⼿法。（＝リターゲティング配信）
■類似配信 ︓コンバージョンオーディエンスやアップロードした顧客情報に類似したユーザーを指定する配信⼿法。

■キャンペーン ︓アカウントにひもづき、配信の⽬的・配信期間・期間中の予算を管理。
■広告グループ ︓キャンペーンにひもづき、配信オーディエンス、配信先、⼊札⽅法、⼀⽇の予算を管理。

■広告 ︓広告グループにひもづき、クリエイティブ（メディア）、タイトル、ディスクリプション、LPで構成される。
■LP ︓ランディングページ。広告クリック後の遷移先を指す。
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はじめに︓LINE広告の配信先
LINE広告 LINE広告ネットワーク

LINEアプリ内における様々な配信⾯

LINEファミリーアプリと3rd partyアプリへ配信

配信枠によって表⽰されるクリエイティブ、
フォーマットや表⽰領域の⼤きさが異なる

インフィード⾯の配信量が多い

配信先ブラックリスト対応可能

配信枠によって表⽰されるクリエイティブフォーマットや
表⽰領域の⼤きさが異なる

配信枠単位での出し分けは⾮対応

LINEマンガ LINE BLOG LINEポイント LINEショッピング
ウォレット LINEチラシ

Smart Channel タイムライン LINE NEWS



4

はじめに︓オークションの仕組み

広告A
eCPM￥800

広告グループA

広告B
eCPM￥500

各広告グループ内の広告それぞ
れに対し、クリック率などの予
測値を元にしたeCPM（1,000イ
ンプレッションあたりの⾦額）
が計算されます。その値が最も
⾼い広告が選定され、オーク
ションに進みます。

各広告アカウントから選ばれた
広告同⼠でオークションが実施
されます。

オークションに参加した広告の中
で最も⾼いeCPMを提⽰したもの
が実際に掲出され、これが1イン
プレッションとしてカウントされ
ます。

LINE広告では、どの広告が表⽰されるかはオークションによってリアルタイムに決定されます。
具体的には以下の流れでオークションが⾏われ、広告が掲載される仕組みです。

インプレッションオークションセレクション集客

ユーザーが広告枠に訪れたタ
イミングで広告の表⽰を要請
する「アドリクエスト」が発
⽣し、広告のセレクションが
⾏われます。

広告
A

広告A
eCPM￥800

広告C
eCPM￥500

広告D
eCPM￥300
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開始初⽉はLINE利⽤ユーザーの興味を引く
広告、タイトル、ディスクリプションの表
現を探しましょう。

ユーザーの興味関⼼を引く表現を⾒つけた
ら、⽬的が達成できるように継続的に配信
設定を⾒直しましょう。

継続的に新しい広告クリエイティブやタイ
トル・ディスクリプションを試しましょう。

はじめに︓プロモーションの設計

プロモーションを成功させるために、配信の⽬的と⽬標を決めましょう
本資料ではウェブサイトコンバージョンを⽬的とした配信について解説いたします。
コンバージョン⽬的の配信では⼀ヶ⽉間に期待するコンバージョン数と使⽤できる広告予算から⽬標CPAを算出します。

短期的にプロモーションを成功させるのは難易度が⾼く、また⼿間もかかります。
2~3ヶ⽉のスパンでプロモーションを⾏っていくことで、⽬標とする広告効果を安定的に得やすくすることができます。

継続的なプロモーションを⾏い、マーケティングプランを持続的な成功に導きましょう

広告の内容が異なるとユーザーの反応は⼤きく変わり
ます。

LINE広告は運⽤型広告ですので、⽇々オークション
の状況が変化します。クリック率やコンバージョン率
を確認しながら、配信設定を定期的に⾒直すことをお
すすめします。

ユーザーが広告を⾒慣れてしまうと、クリック率やコ
ンバージョン率は低下していきます。ユーザーの反応
が悪化しきってしまう前に、新しい広告を試すことを
おすすめします。



6

⽬次

はじめに

LINE広告を運⽤するうえで重要なTIPS

LINE広告を運⽤する

LINE広告の効果を改善する

クリエイティブによる配信効果改善事例

広告クリエイティブ例
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LINE広告を運⽤するうえで重要なTIPS
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⾃動⼊札の活⽤ クリエイティブ運⽤

LINE広告を運⽤するうえで重要なTIPS

⾃動⼊札を活⽤することで機械学習を使⽤し、個々のオー
クションにおいて⼊札の最適化を⾏います。配信結果に基
づいて、⽬標に近づけるよう⾃動で⼊札調整をしながら配
信を⾏うので効率改善や運⽤⼯数の削減が期待できます。

LINE広告においてクリエイティブは配信結果を左右する重
要な要素です。クリエイティブ検証を繰り返し⾏い、より
よいクリエイティブで配信を⾏うことで広告パフォーマン
スの効果維持が期待できます。

「⾃動⼊札の活⽤」と「クリエイティブ運⽤」がLINE広告を運⽤するうえで重要なカギ

\
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⾃動⼊札の活⽤

⾃動⼊札はCV数を確保しながら、ターゲティングを広げることが重要

適切な⼊札戦略を選択する
1つの広告グループに
⽉間40件以上の
CV数を蓄積する

パフォーマンスに応じて
ターゲティングを拡⼤し
学習対象を広げる

\ \

\ \
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クリエイティブ運⽤

勝ちクリエイティブを⾒つけることが重要

⽉間予算
10万円
⽬標CPA
5,000円
CV数
20

⽉間予算
50万円
⽬標CPA
2,500円
CV数
200

⽉間予算
100万円
⽬標CPA
2,000円
CV数
500

⽉間予算
500万円
⽬標CPA
2,000円
CV数
2,500

CVが少ない CVが多い

⻑い

静⽌画だけでなく、動画やカルーセルなど複数のフォーマットにおい
てそれぞれ勝ちクリエイティブを⾒つけることで、パフォーマンスの
最⼤化が⾒込めます。複数サイズがあるフォーマットではサイズも網
羅することが必要です。

キャンペーンや広告グループがあまりに多い場合は、1つのクリエイティブに対して配信
⺟数が少なくなり、正確な検証ができない状態になります。検証⺟数を担保できるアカウ
ント構造を意識することで、より正確な検証を素早く⾏うことができます。
予算と⽬標CPAから⽉間CV数を算出し、1ADあたり10件以上のCV蓄積を⽬安に上限本数
を決定しましょう。

クリエイティブフォーマットを網羅する 検証しやすいアカウント構造を意識する

低い

検証期間

検証精度

短い

⾼い



11

LINE広告を運⽤する
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LINE広告におけるターゲティングの考え⽅
LINE広告では3つのタイプのオーディエンスを設定することができます。配信の⽬的や⽬標にあったターゲティ
ングを設定しましょう。

役割
コンバージョンする可能性が⾼いユーザーのため、
効率良く獲得し全体CPAを押し下げる。ただしリー
チ数が少ないため、コンバージョン数を最⼤化した
い場合は他の配信⼿法にてリーチを広げていく。

⼊札/ターゲティング
オークション機会が損失しないように、⼿動⼊札で
⾼めのCPC、CPMを設定する。デモグラやインタ
レストなど属性で絞り込みは⾏わず、ページ階層別
やリーセンシー別に細分化を⾏う。

リターゲティング類似配信

役割
ブロード配信よりも効率良くコンバージョンが獲得で
きるため、類似配信を中⼼に獲得数を伸ばしていくこ
とが多い。⽬標CPA内で獲得数を最⼤化したい場合は
類似配信を中⼼に配信していく。

⼊札/ターゲティング
⾃動⼊札を使⽤して配信することで獲得精度が⾼まる。
配信ボリュームが少ない場合は類似度を拡⼤し、獲得
効率を⾒ながら最適な類似度を判断する。ユーザー属
性については最適化が⾏われるため、個別にデモグラ
やインタレストの設定を⾏う必要はない。

デモグラ配信/ブロード配信

役割
類似配信やリターゲティングで効率良く
獲得できており、コンバージョン数の最
⼤化を図る場合に実施する。

⼊札/ターゲティング
予算や配信フェーズに応じて⼿動⼊札と
⾃動⼊札を使い分ける。コアターゲット
属性のデモグラやインタレストなどを設
定して配信し、⽬標値内で獲得できてい
る場合はターゲティングを広げていく。

CVR ⾼CVR 低
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デモグラ配信/ブロード配信・類似配信︓Target設定
おすすめの設定

・訴求する商材に合わせた年齢・性別を中⼼にやや広めの年齢を
選択する

年齢・性別を最初から狭めすぎず、やや広めのターゲットからスタートすること
で、商材と相性のよい年齢・性別のユーザーに取りこぼしなく露出することが期
待できます。その後、配信量、クリック数、獲得数、CPAを年齢・性別ごとに確
認しながら効率の悪いユーザー層を省くなど、調整していくことをおすすめいた
します。

・ユーザー属性の詳細を設定しない

・除外したいオーディエンスを設定する
初回購⼊の商品訴求など、同⼀ユーザーが複数回コンバージョンしにくいと想定
される商材では、コンバージョン済みのユーザーを除外して配信することでCVR
を⾼めることができます。

・配信先は「⾃動配置」で設定する

避けてほしい設定

・年齢・性別を細かくわけて広告グループを⼤量に作る
広告グループを作りすぎると、⾃動⼊札に必要なコンバージョン数がたまりに
くくなったり、⼀⽇あたり⼗分な配信量を確保できない場合があります。（現
状⼿動⼊札で設定している場合でも、⾃動⼊札に切り替える可能性があるため、
細かくわけないことを推奨します）

・年齢層を狭くしすぎる
商材に合わせた年齢層を指定することでクリック率やコンバージョン率の向上
が期待できますが、狭すぎると配信量が狭まり、ターゲットユーザーを取りこ
ぼす場合があります。初回はターゲットの年齢層を狭めすぎず、やや広めに設
定することをおすすめします。

・興味関⼼などのユーザー属性の詳細を設定する
商材に合わせてターゲットを指定することでクリック率やコンバージョン率の
向上が期待できますが、狭すぎると配信量が狭まり、ターゲットユーザーを取
りこぼす場合があります。初回はなるべく詳細設定を設定しないことをおすす
めします。

・配信開始当初からLINE広告のみ、またはLINE広告
ネットワークのみなど細かく設定する

訴求商材と配信先の相性を確かめるため、最初から配信先を絞ることは推奨し
ません。
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デモグラ配信/ブロード配信・類似配信︓⼊札・⽇予算設定
おすすめの設定

・⾃動⼊札で余裕をもった⽬標CPAを設定する

※配信初期で予算を⼗分にかけることができない場合は、⼿動⼊札で設定し
ましょう。
⼿動⼊札の場合、⾼めの単価を設定することを推奨します。
CPC⼿動⼊札︓40~70円を⽬安に設定
CPM⼿動⼊札︓250~350円を⽬安に設定

・⽬標CPA×獲得したいコンバージョン数(1⽇あたり) の
⾦額を設定する

CPAとコンバージョン数から予算を計算して設定します。
また、⼗分な予算の⽬安としては⽬標CPAに対して2倍以上の⾦額が望ましい
です。

避けてほしい設定

・⼿動⼊札で⼊札価格を最低⼊札単価に設定する
⾃動⼊札を使⽤することでCPAが⾼くなるリスクを抑えながら配信するこ
とができます。⼿動⼊札の場合も⼊札単価を⾼く設定することで、獲得機
会の最⼤化を図ります。

・⽬標CPAの⾦額と近しい値または⽬標CPA以下の
⾦額を設定する

・1,000円〜数千円程度の少額の予算を設定する
いずれの場合も、コンバージョンが発⽣する前に⽇予算に到達したり、⽇
予算による抑制で⼗分な量のクリックやコンバージョンが得られない可能
性があります。
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リターゲティング︓Target設定
おすすめの設定

・性別、年齢などのターゲティングを設定しない
特定のユーザー層限定の商材であったり、特定層に限定した訴求の場合を除き、
性別・年齢を設定しない

・ユーザー属性の詳細を設定しない
・リーセンシーやページ階層別に分けたオーディエンスごとに

広告グループを作成する
例）広告グループ①LP訪問7⽇
広告グループ②LP訪問14⽇
広告グループ③カート30⽇

※オーディエンスを設定するにあたり、事前にオーディエンスの作成を⾏ってください。

・除外したいオーディエンスを設定する
初回購⼊の商品訴求など、同⼀ユーザーが複数回コンバージョンしにくいと想定
される商材では、コンバージョン済みのユーザーを除外して配信することでCVR
を⾼めることができます。

・配信先は「⾃動配置」で設定する

避けてほしい設定

・年齢・性別を細かく分ける
オーディエンス配信でリターゲティングする場合は、特定のページまで到達しているユー
ザーであるため、今後コンバージョンする可能性が⾼い（興味関⼼が⾼い）ユーザーです。
どうしても性別・年齢を設定したいケースを除き、年齢・性別を分けない⽅がコンバー
ジョンが⾒込めるユーザーへの配信機会を最⼤化することができます。

・興味関⼼などのユーザー属性の詳細を設定する
すでにランディングページ以降に到達しているユーザーが配信対象であるため、リターゲ
ティングのすべてのユーザーを対象にしたほうがコンバージョンが⾒込めるユーザーに
リーチできます。

・1つのオーディエンスだけで配信する
リーセンシーが短ければマーク数が少なくなり配信量が⾮常に少なくなります。逆に⻑い
場合はマーク数が増えますが、コンバージョン率は相対的に下がる可能性があります。い
くつかのリーセンシーに区切り配信することで配信量と広告効果のバランスが期待できま
す。また、カートやフォーム到達のオーディエンスなど、ページ階層が深いものはコン
バージョン率が⾮常に⾼い可能性があるので、LP到達のオーディエンスなどと配信を分け
ることを推奨します。

・複数のオーディエンスを1つの広告グループにまとめて設定する
リーセンシーやページ階層が異なるとコンバージョン率に差異が⽣まれる可能性があるた
め、⼊札単価を最適な価格で設定するために、オーディエンスごとに広告グループを分け
ることでコンバージョン数の最⼤化が⾒込めます。
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リターゲティング︓⼊札・⽇予算設定
おすすめの設定

・⼿動⼊札で⾼めの単価を設定する
CPC⼿動⼊札︓100円以上を⽬安に設定
CPM⼿動⼊札︓500円以上を⽬安に設定

配信後にボリュームと獲得効率を⾒ながら調整し、⽬標CPA以下で獲得できて
いる場合は⼊札価格を変更しても配信量が伸びないところまで⼊札単価を上
げていきます。

・⽬標CPA×獲得したいコンバージョン数(1⽇あたり) の
⾦額を設定する

CPAとコンバージョン数から予算を計算して設定します。
また、⼗分な予算の⽬安としては⽬標CPAに対して2倍以上の⾦額が望ましい
です。

避けてほしい設定

・⾃動⼊札で上限CPAを設定する
・⼿動⼊札で⼊札価格を最低⼊札単価に設定する
上限CPAを設定した⾃動⼊札では獲得機会の損失が発⽣する可能性がある
ため、⼿動⼊札で⼊札単価を⾼く設定することで、獲得機会の最⼤化を図
ります。

・⽬標CPAの⾦額と近しい値または⽬標CPA以下の
⾦額を設定する

・1,000円〜数千円程度の少額の予算を設定する
いずれの場合も、コンバージョンが発⽣する前に⽇予算に到達したり、⽇
予算による抑制で⼗分な量のクリックやコンバージョンが得られない可能
性があります。
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PACKAGE01（ENTRY） 配信スケジュール

開始初⽉ 2か⽉ 3か⽉

50万円 50万円 50万円

150万円／3か⽉︓⽬標CPA 5,000円で想定

リターゲティング
割当予算︓20万円 想定CPA︓2,000円 想定CV数︓100件

類似配信
割当予算︓30万円 想定CPA︓7,000円 想定CV数︓約40件

リターゲティング
割当予算︓20万円 想定CPA︓2,000円 想定CV数︓100件

類似配信
割当予算︓30万円 想定CPA︓6,000円 想定CV数︓約50件

リターゲティング
割当予算︓15万円 想定CPA︓2,000円 想定CV数︓75件

類似配信
割当予算︓25万円 想定CPA︓6,000円 想定CV数︓約40件

デモグラ配信
割当予算︓10万円 想定CPA︓7,000円 想定CV数︓約15件

1広告グループあたり最低でも⽉間10-20件のCV数を担保できる構成が良いため、コンバージョン確度が⾼いリターゲティングと類似配信で配信を開始する。
なお、⾃動⼊札を導⼊している広告グループについては⽉間40件のCVを蓄積することが理想。
ある程度配信ボリュームとCPAのバランスが整い、クリエイティブの勝ち傾向が⾒えてきたタイミングでデモグラ配信を試してみるのも良い。

POINT

リターゲティング

類似配信

デモグラ配信
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PACKAGE01（ENTRY） 配信設計

Phase1︓配信開始~1ヶ⽉ Phase2︓配信後1ヶ⽉~3ヵ⽉

リターゲティング

ページ階層別×リーセンシーで細分化
例）LP1⽇ / LP30⽇ /フォーム1⽇ / フォーム90⽇
推奨広告グループ数︓4~8個

クリエイティブ
推奨本数︓2-4本
検証頻度︓低
アドフォーマット︓静⽌画

クリエイティブ
推奨本数︓4-10本
検証頻度︓⾼
アドフォーマット︓静⽌画

リターゲティングは⽐較的CVRが⾼いと
想定されるため細かな検証を⾏う必要は
ない。著しくCPAが⾼いものを停⽌する、
類似配信やデモグラ配信で効果が良かっ
たものを追加するなどを⾏う。

予算⽐率が⾼くメインの配信となるた
め、クリエイティブ検証は注⼒して⾏
う。配信開始後、特定の広告に数値が
偏る場合は、配信が出ないものを停⽌
し配信が出ていたもののブラッシュ
アップを⾏う。

基本的に細かなターゲティング変更や⼊札調整は⾏う必要がな
い。CPAが良い場合はリーセンシーの拡⼤を⾏う。

⼿動⼊札

類似配信

拡張元オーディエンス×類似度で細分化
例） CVユーザー拡張_類似度3% / 類似度5%
推奨広告グループ数︓1~3個

類似度5%程度で配信を開始し、効率感を探る。パフォーマン
スの良し悪しによって類似度を調整する。

CV
⾃動⼊札
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PACKAGE01（ENTRY） 配信設計

リターゲティング
クリエイティブ
推奨本数︓2-4本
検証頻度︓低
アドフォーマット︓静⽌画

クリエイティブ
推奨本数︓4-10本
検証頻度︓⾼
アドフォーマット︓静⽌画

引き続き、著しくCPAが⾼いものを停⽌
する、類似配信やデモグラ配信で効果が
良かったものを追加するなどを⾏う。

勝ちパターンとなる訴求軸が⾒えてきた
タイミングで構成やデザインが異なるも
のや、勝ちクリエイティブをブラッシュ
アップしたものを中⼼に回していく。

画像素材を追加できない場合はタイトル
のみの検証でもパフォーマンスに差が出
る可能性があるため有効である。

例）LP1⽇ / LP30⽇ /フォーム1⽇ / フォーム90⽇
推奨広告グループ数︓4~8個

CPAが安定したまま配信ボリュームが出ていれば特に設定は変更する
必要がない。⼿動⼊札

類似配信
例） CVユーザー拡張_類似度3% / 類似度5%
推奨広告グループ数︓1~3個

ある程度勝ちクリエイティブの傾向が⾒えてきた段階で類似度を広げ
ながらパフォーマンスを良化させていく。

CV
⾃動⼊札

ページ階層別×リーセンシーで細分化

拡張元オーディエンス×類似度で細分化

例）⼥性20代/⼥性30代/⼥性40代
推奨広告グループ数︓1~2個

リターゲティングや類似配信で効率良く獲得できているようであれば、
コアターゲットに絞って配信を⾏い効率感を探る。

⼿動⼊札

Phase1︓配信開始~1ヶ⽉ Phase2︓配信後1ヶ⽉~3ヵ⽉

デモグラ配信 デモグラで細分化
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開始初⽉ 2か⽉ 3か⽉

PACKAGE02（STANDARD） 配信スケジュール
300万円／3か⽉︓⽬標CPA 5,000円で想定

100万円 100万円 100万円

リターゲティング
割当予算︓20万円 想定CPA︓2,000円 想定CV数︓100件

類似配信
割当予算︓60万円 想定CPA︓7,000円 想定CV数︓85件

リターゲティング
割当予算︓20万円 想定CPA︓2,000円 想定CV数︓100件

類似配信
割当予算︓60万円 想定CPA︓6,000円 想定CV数︓100件

リターゲティング
割当予算︓20万円 想定CPA︓2,000円 想定CV数︓100件

類似配信
割当予算︓60万円 想定CPA︓6,000円 想定CV数︓100件

デモグラ配信
割当予算︓20万円 想定CPA︓7,000円 想定CV数︓約30件

1広告グループあたり最低でも⽉間10-20件のCV数を担保し、⾃動⼊札を導⼊している広告グループについては⽉間40件のCVを蓄積できる構成が良い。
配信初期はターゲティングや⼊札単価の調整を⾏いつつ、ある程度配信ボリュームとCPAのバランスが整ってきたタイミングで本格的にクリエイティブ検証を⾏う。
検証の余裕がある場合、クリエイティブフォーマットの検証も⾏うと良い。

POINT

リターゲティング

類似配信

デモグラ配信

デモグラ配信
割当予算︓20万円 想定CPA︓7,000円 想定CV数︓約30件

デモグラ配信
割当予算︓20万円 想定CPA︓8,000円 想定CV数︓25件
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PACKAGE02（STANDARD） 配信設計

リターゲティング
例）LP1⽇ / LP30⽇ /フォーム1⽇ / フォーム90⽇
推奨広告グループ数︓4~8個

基本的に細かなターゲティング変更や⼊札調整は⾏う必要がない。
CPAが良い場合はリーセンシーの拡⼤を⾏う。⼿動⼊札

類似配信
例） CVユーザー拡張_類似度5% / 類似度10%
推奨広告グループ数︓4~6個

類似度5%程度で配信を開始し、効率感を探る。パフォーマンスの良
し悪しによって類似度を調整する。

CV
⾃動⼊札

ページ階層別×リーセンシーで細分化

拡張元オーディエンス×類似度で細分化

デモグラ配信
例）⼥性20代/⼥性30代/⼥性40代
推奨広告グループ数︓1~2個

リターゲティングや類似配信で効率良く獲得できているようであれば、
コアターゲットに絞って配信を⾏い効率感を探る。

⼿動⼊札

デモグラで細分化

Phase1︓配信開始~1ヶ⽉ Phase2︓配信後1ヶ⽉~3ヵ⽉

クリエイティブ
推奨本数︓2-4本
検証頻度︓低
アドフォーマット︓静⽌画

クリエイティブ
推奨本数︓4-10本
検証頻度︓⾼
アドフォーマット︓静⽌画・動画

リターゲティングは⽐較的CVRが⾼いと想定
されるため細かな検証を⾏う必要はない。
著しくCPAが⾼いものを停⽌する、類似配信
やデモグラ配信で効果が良かったものを追加
するなどを⾏う。

予算⽐率が⾼くメインの配信となるため、
クリエイティブ検証は注⼒して⾏う。配
信開始後、特定の広告に数値が偏る場合
は、配信が出ないものを停⽌し配信が出
ていたもののブラッシュアップを⾏う。
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クリエイティブ
推奨本数︓2-4本
検証頻度︓低
アドフォーマット︓静⽌画

クリエイティブ
推奨本数︓4-10本
検証頻度︓⾼
アドフォーマット︓静⽌画・動画

引き続き、著しくCPAが⾼いものを停⽌
する、類似配信やデモグラ配信で効果が
良かったものを追加するなどを⾏う。

勝ちパターンとなる訴求軸が⾒えてきた
タイミングで構成やデザインが異なるも
のや、勝ちクリエイティブをブラッシュ
アップしたものを中⼼に回していく。

検証の余裕があれば、アドフォーマット
ごとの検証も進められると良い。

PACKAGE02（STANDARD） 配信設計

リターゲティング
例）LP1⽇ / LP30⽇ /フォーム1⽇ / フォーム90⽇
推奨広告グループ数︓4~8個

CPAが安定したまま配信ボリュームが出ていれば特に設定は変更する
必要がない。⼿動⼊札

類似配信
例） CVユーザー拡張_類似度5% / 類似度10%
推奨広告グループ数︓4~6個

ある程度勝ちクリエイティブの傾向が⾒えてきた段階で類似度を広げ
ながらパフォーマンスを良化させていく。

CV
⾃動⼊札

ページ階層別×リーセンシーで細分化

拡張元オーディエンス×類似度で細分化

例）⼥性20代/⼥性30代/⼥性40代
推奨広告グループ数︓1~2個

この予算感であれば無理にターゲットを広げずにコアターゲット群で
効率良く獲得できる状態を⽬指す。

CV
⾃動⼊札

Phase1︓配信開始~1ヶ⽉ Phase2︓配信後1ヶ⽉~3ヵ⽉

デモグラ配信 デモグラで細分化
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開始初⽉ 2か⽉ 3か⽉

PACKAGE03（ADVANCE） 配信スケジュール
1,000万円／3か⽉︓⽬標CPA 5,000円で想定

300万円 300万円

400万円

リターゲティング
割当予算︓50万円 想定CPA︓2,000円 想定CV数︓250件

類似配信
割当予算︓100万円 想定CPA︓7,000円 想定CV数︓約140件

リターゲティング
割当予算︓50万円 想定CPA︓2,000円 想定CV数︓250件

類似配信
割当予算︓100万円 想定CPA︓6,000円 想定CV数︓165件

リターゲティング
割当予算︓50万円 想定CPA︓2,000円 想定CV数︓250件

類似配信
割当予算︓100万円 想定CPA︓6,000円 想定CV数︓165件

デモグラ配信
割当予算︓250万円 想定CPA︓7,000円 想定CV数︓約215件

1広告グループあたり最低でも⽉間10-20件のCV数を担保し、⾃動⼊札を導⼊している広告グループについては⽉間40件のCVを蓄積できる構成が良い。
類似配信やデモグラ配信にて積極的にターゲティングを広げながら配信を⾏い、クリエイティブの検証を進める。

POINT

リターゲティング

類似配信

デモグラ配信

デモグラ配信
割当予算︓150万円 想定CPA︓7,000円 想定CV数︓約215件

デモグラ配信
割当予算︓150万円 想定CPA︓8,000円 想定CV数︓約190件
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クリエイティブ
推奨本数︓2-4本
検証頻度︓低
アドフォーマット︓静⽌画

クリエイティブ
推奨本数︓4-10本
検証頻度︓⾼
アドフォーマット︓静⽌画・動画

リターゲティングは⽐較的CVRが⾼いと想定
されるため細かな検証を⾏う必要はない。
著しくCPAが⾼いものを停⽌する、類似配信
やデモグラ配信で効果が良かったものを追加
するなどを⾏う。

予算⽐率が⾼くメインの配信となるため、
クリエイティブ検証は注⼒して⾏う。配
信開始後、特定の広告に数値が偏る場合
は、配信が出ないものを停⽌し配信が出
ていたもののブラッシュアップを⾏う。

スピード感をもって検証が進められるた
め、⼤枠の訴求軸検証は配信初期で終わ
らせておきたい。

PACKAGE03（ADVANCE） 配信設計

リターゲティング
例）LP1⽇ / LP30⽇ /フォーム1⽇ / フォーム90⽇
推奨広告グループ数︓6~10個

基本的に細かなターゲティング変更や⼊札調整は⾏う必要がない。
CPAが良い場合はリーセンシーの拡⼤を⾏う。⼿動⼊札

類似配信
例） CVユーザー拡張_類似度10% / 類似度15%
推奨広告グループ数︓5~10個

類似度10%程度で配信を開始し、効率感を探る。パフォーマンスの良
し悪しによって類似度を調整する。

CV
⾃動⼊札

ページ階層別×リーセンシーで細分化

拡張元オーディエンス×類似度で細分化

例）⼥性20代/⼥性30代/⼥性40代
推奨広告グループ数︓5~10個

訴求する商材に合わせた年齢・性別を中⼼にやや広めのターゲットに
配信し、効率を合わせていく。

CV
⾃動⼊札

Phase1︓配信開始~1ヶ⽉ Phase2︓配信後1ヶ⽉~3ヵ⽉

デモグラ配信 デモグラで細分化
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クリエイティブ
推奨本数︓4-8本
検証頻度︓低
アドフォーマット︓静⽌画

クリエイティブ
推奨本数︓ 8-20本
検証頻度︓⾼
アドフォーマット︓静⽌画・動画

引き続き、著しくCPAが⾼いものを停⽌する、
類似配信やデモグラ配信で効果が良かったも
のを追加するなどを⾏う。

勝ちパターンとなる訴求軸や構成が固
まっており、デザイン違いのものによる
検証やブラッシュアップによって更に改
善を図る。

LPとの整合性を意識しながら、記事LPの
コンテンツ検証やクリエイティブとの掛
け合わせパターンの検証など、より複合
的な要素を加味したPDCAが回せると良い。

PACKAGE03（ADVANCE） 配信設計

リターゲティング
例）LP1⽇ / LP30⽇ /フォーム1⽇ / フォーム90⽇
推奨広告グループ数︓6~10個

CPAが安定したまま配信ボリュームが出ていれば
特に設定は変更する必要がない。⼿動⼊札

類似配信
例） CVユーザー拡張_類似度10% / 類似度15%
推奨広告グループ数︓5~10個

類似度は少なくとも10%以上の配信を維持し、
15%まで拡⼤できていることが理想である。

CV
⾃動⼊札

ページ階層別×リーセンシーで細分化

拡張元オーディエンス×類似度で細分化

例）⼥性20代/⼥性30代/⼥性40代
推奨広告グループ数︓5~10個

ターゲットをさらに広げながら、勝ちクリエイティブを中⼼に積極的
に配信していく。

CV
⾃動⼊札

Phase1︓配信開始~1ヶ⽉ Phase2︓配信後1ヶ⽉~3ヵ⽉

デモグラ配信 デモグラで細分化
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LINE広告の効果を改善する
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広告効果を改善する前に
アカウント全体のコンバージョン件数やCPAを意識しましょう

限られた予算内で⽬標とするCPAを守りつつコンバージョン件数を最⼤化するためには、アカウント全体での配
信実績を加味し各キャンペーンや広告グループの広告効果を正確に判断する必要があります。

例）⽉額予算︓100,000円 ⽬標CPA︓1,000円 の場合

アカウント

キャンペーンA
（リターゲティング）

ご利⽤⾦額︓20,000円
CPA︓500円
CV数︓40件

キャンペーンB
（類似拡張配信）

ご利⽤⾦額︓80,000円
CPA︓約1,300円
CV数︓62件

上記のような実績のときに
類似拡張配信のCPAが⽬標値を上回っているので
⼊札を抑制したり類似度を狭めてしまうと・・・

ご利⽤⾦額︓100,000円
CPA︓約1,000円 CV数︓102件

アカウント

キャンペーンA
（リターゲティング）

ご利⽤⾦額︓20,000円
CPA︓500円
CV数︓40件

アカウント全体では⽬標CPA以内で
コンバージョン獲得ができていた状態だったが、
抑制によりコンバージョン数が⼤きく減少した。

ご利⽤⾦額︓60,000円
CPA︓750円 CV数︓80件

キャンペーンB
（類似拡張配信）

ご利⽤⾦額︓40,000円
CPA︓約1,000円
CV数︓40件
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広告効果を改善する前に
各広告グループの実績に合わせて適切なアクションを⾏いましょう

広告グループによってCPAやコンバージョン件数のボリュームが⼤きく異なる場合、⼀律のアクションを取って
しまうと効果的な改善につながらない場合があります。ターゲットとしているユーザーの⺟数や⽬標CPAとの乖
離幅などを加味しましょう。

例）⽉額予算︓100,000円 ⽬標CPA︓1,000円 の場合

キャンペーン

広告グループA
（デモグラ指定のみの配信）

ご利⽤⾦額︓60,000円
CPA︓2,000円
CV数︓30件

広告グループB
（類似拡張配信）

ご利⽤⾦額︓40,000円
CPA︓約1,200円
CV数︓33件

どちらの広告
グループも⼊札単価を20%抑制

ご利⽤⾦額︓100,000円
CPA︓約1,600円 CV数︓63件

キャンペーン

広告グループA
（デモグラ指定のみの配信）

ご利⽤⾦額︓20,000円
CPA︓1,000円
CV数︓20件

類似拡張配信の
CPAが下がりすぎている

ご利⽤⾦額︓30,000円
CPA︓910円 CV数︓33件

広告グループB
（類似拡張配信）

ご利⽤⾦額︓10,000円
CPA︓約770円
CV数︓13件
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数値や指標の関係性
改善したい数値や指標の関係性を把握しましょう

配信数値や指標はそれぞれが関係して成り⽴っています。関係性を把握することでより適切なアクションを取れ
るようになります。

CV

コンバージョン数を
増やしたい

CPA

コンバージョン単価を
改善したい

クリック

クリック数を増やす

インプレッション

インプレッション数を
増やす

CTR

クリック率を上げる

CPC

クリック単価を
改善する

CVR

コンバージョン率を
上げる
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施策⼀覧
課題に対して適切なアクションを選択しましょう

CPAを改善したい場合・コンバージョン数を伸ばしたい場合それぞれにおいて、どの施策が数値改善に寄与する
のかと施策による改善効果の⼤きさを加味して優先順位を⽴てて実⾏することが必要です。

課題 解決策 優先順位 アクション

コンバージョン数を増やしたい

インプレッション数を増やす

1 ⽇予算を増額する
2 ⼊札を強化する
3 ターゲティングを拡⼤する

4 広告フォーマットを網羅する

クリック率を上げる
1 クリエイティブの訴求を検証する
2 同じ訴求でも異なるアドフォーマットを追加する

クリック単価を改善する
1 ターゲティングを拡⼤する
2 クリック率を上げるためにクリエイティブの訴求を検証する

コンバージョン率を上げる
1 クリエイティブの訴求を検証する
2 LPとクリエイティブの整合性を確認する
3 LPの訴求を検証する

コンバージョン単価を改善したい

クリック単価を改善する
1 ⼊札を抑制する
2 クリック率を上げるためにクリエイティブの訴求を検証する

コンバージョン率を上げる

1 ターゲティングを縮⼩する
2 クリエイティブの訴求を検証する
3 LPとクリエイティブの整合性を確認する
4 LPの訴求を検証する
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施策フローチャート
コンバージョン数を増やしたい場合

⽇予算は消化しきれているか︖

⽇予算を増額する

⼊札を強化する

配信先を⾃動配置に変更し、
LINE広告ネットワークを配信先に含める

類似配信などを⾏い
ターゲティングを広げる

クリエイティブの検証によりCTRやCVRを改善する

⼊札の強化余地はあるか

配信先は⾃動配置になっているか

リターゲティングのみで配信をしているか

類似配信の類似度は10%以上か︖
またはデモグラ配信を⾏っているか︖

類似度の引き上げや
デモグラ配信の追加を検討する

Q2

Q5

Q6

YES NO

Q4

CPAが上昇しても良い︖
Q1

クリエイティブの検証により
CTRやCVRを改善する

Q3
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施策フローチャート
CPAを改善したい場合

YES NOCV数が減少しても良い︖

⼊札が抑制可能な状態か︖
(⼊札価格が最低単価、もしくは配信ボリュームが

ほとんどない状態ではないか)

⼊札を抑制する

ターゲティングを⾒直す
(例︓類似配信の類似度を15%→10%に絞る/

デモグラ配信の年齢を絞る/
リタゲ配信のリーセンシーを絞る など）

クリエイティブの検証により
CTRやCVRを改善する

⽬標とするCPAまで改善されたか

ターゲティングの縮⼩余地はあるか
(コアターゲット以外の属性まで含めて配信していないか)

⽬標とするCPAまで改善されたか

Q1

Q4

Q5

Q2

Q3

クリエイティブの検証により
CTRやCVRを改善することで
配信ボリュームを回復させる



33

Case１ デモグラフィックデータ配信をしてみる

アクション
ターゲティングを拡⼤する ターゲティングを縮⼩する

勝ちクリエイティブが⾒つかっており、インプレッション数を増やしたい
（配信を最⼤化したい）場合に実施することを推奨。

Case 2 類似オーディエンスの類似度を拡張する

インプレッション数を増やしたいものの、勝ちクリエイティブが⾒つかっ
ておらず、CPAの⾼騰が不安な場合に実施することを推奨。

Case１ デモグラフィックデータ配信の年齢を絞る

年齢別の配信実績を確認し、パフォーマンスがあっていない年代があった
場合、配信除外を⾏うことを推奨。年齢を絞りすぎてしまうと配信が出づ
らくなり、さらに効率が悪化する可能性があるため注意。

Case 2 類似オーディエンスの類似度を狭める

類似オーディエンスの効率が合わない場合、類似度を段階的に狭めること
を推奨。

Case 3 リターゲティングの配信リストを⾒直す

リターゲティングの効率が合わない場合、リストの対象期間や対象範囲を
⾒直すことを推奨。配信リストのオーディエンス数が少ない場合、配信が
出づらい可能性があるため⼊札を強化したほうが良い。
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アクション

クリエイティブを正しく効果検証・評価するために正しいサイクルで検証を進めることが重要です。
新規クリエイティブは⼀定のクリック数（⽬安40クリック）を基準として評価することが可能です。しかし、新規クリエイティブの中には予めパフォーマンスが低いと
判断され配信が出ないものもあるため、その場合は負けクリエイティブと判断します。また既存クリエイティブの評価に関しては毎⽇の効果には多少のブレが⽣じるた
め、⼀定期間の実績で評価することを推奨します。

クリエイティブの訴求を検証する

効果検証【初期】 効果検証【中期】 効果検証【⻑期】
クリエイティブ検証イメージ

新規クリエイティブを配信開始 既存クリエイティブが
効率低下により停⽌

A/Dをメインに配信しつつ
新規クリエイティブを検証

配信継続

配信停⽌

配信継続

効率維持

impがでない

効率維持（当たり）

impがでない 配信停⽌

配信停⽌

配信継続

既存
クリエイティブ

新規 A

新規 B

新規 C

広告グループ

配信停⽌

配信停⽌

広告グループ

既存
クリエイティブ

A

新規 D

新規 E

新規 F

効率低下

効率維持

impがでない

impがでない

効率維持 配信継続

配信停⽌impがでない

impがでない 配信停⽌

効率維持 配信継続

効率維持 配信継続

当たり 配信継続

広告グループ

A

D

新規 G

新規 H

新規 I
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クリエイティブによる
配信効果改善事例
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商品の⾒せ⽅の⼯夫でCTR/CVR改善

効果改善クリエイティブ

インストール

商品の視認性が⾼く、ユーザーが購⼊を検討するための充分な情報により効果が⾼まった

配信効果改善事例-EC静⽌画

元々のクリエイティブ

・商品を含む⼈物が⼩さく配置されていて、配信⾯
によっては視認性が悪く魅⼒が伝わりにくい可能性
がある
・商品の上に別の要素が配置されていて、商品が⾒
えづらい

・商品を含む⼈物を⼤きく配置することで視認性を
確保し、背景のデザインも商品とリンクしていて魅
⼒的に⾒える
・いろんな種類の商品が⾒やすく配置されているた
め、より多くのユーザーが興味を持ちやすい
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タイトルのみの検証でCTR/CVR改善

新たなモンスターと冒険へ出発︕

新クエストをクリアして激レアアイテムをゲット︕

LINE ストーリー

新たなモンスターと冒険へ出発︕

君はどっちのモンスターを選ぶ︖

新クエストをクリアして激レアアイテムをゲット︕

LINE ストーリー

君はどっちのモンスターを選ぶ︖

インストール インストール

ユーザーにとって⾃分ごと化できるような表現にアレンジして効果改善

配信効果改善事例-ゲームタイトル
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タイトルのみの検証でCTR/CVR改善
ユーザーにとって⾃分ごと化できるような表現にアレンジして効果改善

タイトル

スキマ時間にストレス発散できる︕

実際にプレイしたレビューの様な
ユーザー⽬線のメッセージ

ゲームの訴求ポイントが端的かつ強調するために
【】を使⽤した表現

配信効果改善事例-ゲーム

爽快パズルゲームの決定版︕

【組み合わせ10億通り︕】⾃分だ
けのモンスターを作れる︕

シリーズ最新作︕個性豊かなモンス
ターがいっぱい︕

【宇宙も作れる!?】進化した街づく
りゲーム

今話題の街づくりシミュレーション
ゲーム︕
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求⼈内容がリアルに想起できるビジュアルと職種名が効果的
お洒落なイメージ素材ではなく、実際の仕事や会社が想起しやすい職種名や勤務先の写真などを
使⽤した⽅が反応がよい

カルーセル 配信効果改善事例-⼈材
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読み進めたくなる気持ちをつくる
カルーセル 配信効果改善事例-漫画/電⼦書籍

冒頭の1枚⽬と最終画像は、続きが気になる様な展開を匂わせるコマの選定をし、視認性が考慮さ
れたレイアウトが望ましい

・・・

・・・

冒頭
・敢えて⾔い切らないことで
続きを読みたくなるセリフ

・1クリエイティブに対し1コマで
視認性が⾼い

冒頭
・ストーリーの魅⼒的なポイントが
⾔い切られているため、続きを
読みたい気持ちが⾼まらない

・1クリエイティブに対し3コマで
視認性が低い

最終カット
展開を予感させるような、続きを
読み進めたくなる最終カット

最終カット
ストーリーが完結しているように
⾒えてしまい、続きを読みたい気
持ちが⾼まらない
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類似画像の羅列にせず、モチベーションが⾼まるような流れ
1枚ごとに訴求内容を変えて、段階的にユーザーのモチベーションが⾼まるように意識する

カルーセル 配信効果改善事例-ゲームアプリ



42

スワイプを促す演出と、読み進めることで興味関⼼を深める展開
スワイプできることが伝わるデザイン、演出によって配信効果の向上が期待できます

カルーセル 配信効果改善事例-コスメ
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スワイプの特性を活かした表現でCTR向上
次に続くイメージと繋がっているように⾒えるトリミングでスワイプを促して
⼤きくイメージを表⽰することでブランドの世界観を強く印象付ける

カルーセル

1枚⽬
着⽤イメージで興味関⼼を促す

2~3枚⽬
商品のディテールが伝わる⼤きなトリミングで次のイメー
ジに繋げることでスワイプを促す

最後
最後までスワイプしたユーザー
には別の着⽤イメージで後押し

配信効果改善事例-ラグジュアリー
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動画冒頭シーンのアレンジで⽇販平均＆平均CTR約2倍

冒頭３秒に⾼速で切り替わるシーンを追加
アレンジ後

アレンジ前と同じ アレンジ前と同じ アレンジ前と同じ

動画の冒頭の演出をアレンジしたことで効果改善

配信効果改善事例-コスメ動画
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動画クリエイティブ追加でCPAを約67%に抑制

静⽌画クリエイティブ

動画クリエイティブ

利⽤イメージを映像でわかりやすく伝えて、続きが気になる演出で効果改善

動画 配信効果改善事例-コスメ
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訴求内容の変更と簡易な動画アレンジでCVR約5倍

静⽌画クリエイティブ 動画クリエイティブ

遷移先のLPの内容（アンケート）とリンクさせた内容と、アテンションを引くモーション

動画 配信効果改善事例-コスメ
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広告クリエイティブ例
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広告クリエイティブ例-アパレル（EC）

こなれたい⼈必⾒︕着映え
カラーワンピ
これ1枚でらくちんお出かけコーデ完
成︕コスパな⼤⼈服ならxxxxxをチェッ
ク♪

【業界最安値】ファッショ
ン通販xxxxx
プチプラだけど⾼⾒えアイテムがいっぱ
い︕トレンドアイテムも毎⽇⼊荷中︕
xxxxxを今すぐチェック

最⼤70%OFF︕最終クリア
ランスセール開催中
2020年春/夏の新作シューズも最⼤
70% OFFで購⼊のチャンス︕お⾒逃し
なく︕

商品イメージの視認性が⾼いレイアウトの⽅が配信効果良好

価格やセールの情報と、「コスパ」「プチプラ」といったワードも効果的

乾燥機OK!

リネン⾵
ロングワンピース

¥ 0,000

ワンピース

￥000〜

スカート・パンツ

￥000〜

バッグ

￥000〜

LOGO
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広告クリエイティブ例-⾷品（EC）

【期間限定】おためし⾷材
セットが特別価格︕
xxxxのおためし⾷材セットは、たっぷ
りの旬野菜とデザートも付いてお得です
♪さらに今だけ送料無料︕

＜送料無料＞カップケーキ
⾷べ⽐べセット
お取り寄せ・ギフトとしても⼤好評の
xxxx⾷べ⽐べセット。かわいいカップ
ケーキで、ご⾃宅で⾄福のひとときを。

【いまだけ送料無料】旬の
とれたてフルーツをお届け
とれたてのおいしいフルーツを農家から
直送︕好みにあわせて選べるうれしい
セットもあります♪

シズル感のある、おいしそうなイメージや旬の素材のビジュアルが効果良好

タイトル要素に「特別価格」「送料無料」といった訴求を含めると反応がよい傾向

LOGO

とれたてフルーツを
定期便でお届け

送料無料
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分譲では、物件を想起しやすいビジュアルと、具体的な地域名を含めた訴求が効果良好

賃貸では、期間限定のキャンペーンやお得な情報が含まれていると効果良好

広告クリエイティブ例-不動産（分譲/賃貸）

◎◎◎駅直結の全000邸、
2021年誕⽣。
プライムパーク◎◎◎。JR「xxx」駅直
結。渋⾕駅へ5分、新宿駅へ10分。
2KDK〜4LDKの豊富なプラン。

今の⾃宅、売ったらいくら
になるか知ってますか︖
神奈川は地価が上がるエリアが多く不動
産バブル状態。分譲売却増加中︕その理
由は…

最⼤3ヶ⽉相当分の家賃が無
料の物件も︕
【9/xxまで】対象物件へのお申込みで
最⼤3ヶ⽉相当分の家賃が無料になるフ
リーレントキャンペーン実施中︕お部屋
探しはxxxxxをチェック︕

最⼤3ヶ⽉家賃

¥0

LOGO
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広告クリエイティブ例-⾃動⾞（ディーラー・中古⾞販売）

キャンプ向けの中古⾞、⾼
値の取引多数
あなたの⼤切な⾞、ちゃんと買い取ま
す︕こだわりのつまった愛⾞を丁寧に鑑
定。

買取では、⾞体イメージと買取価格に期待を持てるようなテキスト訴求が効果良好

購⼊では、⾞体イメージとリアルな価格帯が認識しやすい内容が効果良好

xxxのxxxxがこの価格
で︕︖
xxxxなどの⼈気⾞種が全国でいつでも
在庫豊富︕中古⾞だからお得︕◎◎◎で
理想の⼀台に出会えます︕

「⾞⼿放す⼈続出︕」その
理由に納得
⽇本なら誰も欲しがらないような⾞でも、
海外なら... ︖あなたの⾞、売ったらい
くらになるか知ってる︖

xxx

000,0万円
中古⾞平均価格※

※----------------------
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THANK YOU


