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先のウェブサイト・タイトル/説明⽂）

本資料では、LINE広告を活⽤するために必要な準備と、
最適な配信設計の⽅法についてご説明いたします。



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。



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
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1.オークションと⼊札
- オークションの流れ

- ⼊札⽅法と⼊札戦略

2.配信前の準備
- 配信の⽬的と⽬標を決める
- 広告素材の準備

（画像または動画・遷移先のウェブサイト・タイトル/説明⽂）

3.配信設定をする
- キャンペーン作成

- キャンペーンの⽬的を選択する
- 掲載期間を設定する
- 上限予算を設定する

- コンバージョン⽬的における広告グループの設定
- サイトアクセス⽬的における広告グループの設定

4.広告クリエイティブの考え⽅

5.効果改善について



1-1.オークションの流れ

1-2.⼊札⽅法について

1. オークションと⼊札



1-1.オークションの流れ

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



1-2.⼊札⽅法について
⼊札⽅法には⾃動⼊札と⼿動⼊札があります。
初めて配信を開始した場合は、配信量が確保しやすい⼿動⼊札がおすすめです。
クリック率とコンバージョン率が⾼いクリエイティブや配信設計が⾒つかってきてからは、
機械学習による最適化が可能な⾃動⼊札がおすすめです。

⼊札⽅法 概要

⾃動⼊札

・設定した上限CPAまたは上限CPCに基づき、機械学習によってオークションごとに⼊札価格を⾃動調整します。

・最適化のための機械学習の完了⽬安は40コンバージョンです。

・特にクリック率が⾼い場合は⼊札戦略「イベント単価の上限を設定」で配信することで配信量を伸ばしながら広
告効果の最⼤化が期待できます。

⼿動⼊札
・CPCまたはCPM単価で⼊札設定ができます。どのオークションでも設定した⼊札単価を元に⼊札が実⾏されます。

・配信開始直後で配信量を確保する必要がある場合や、リターゲティング配信ように取りこぼしなく⾒込みのある
ユーザーに配信したい場合におすすめです。



2-1.配信の⽬的と⽬標を決める

2-2.広告素材の準備（画像または動画・遷移先のウェブサイト・タイトル/説明⽂）

2. 配信前の準備



2-1.配信の⽬的と⽬標を決める

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
コンバージョン⽬的の配信であれば、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。
サイトへのアクセスを増やしたい場合は、増やしたい訪問者数と使⽤できる広告予算から⽬標のCPCを算出します。

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
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。

具体的には、
・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。

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。

・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。
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。

・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。
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、新しい広告を試しすことをおすすめします。



2-1.⼊稿物を準備する -1（クリエイティブ・タイトル・ディスクリプション）
LINE広告ではクリエイティブだけでなくタイトルやディスクリプションも配信効果を⾼める重要な要素です。
複数の訴求軸で効果検証をすることで、配信効果を⾼めることが可能です。

1.クリエイティブ
・指先が⽌まるような、印象に残るビジュアル、

モバイル視聴環境が考慮された視認性の
⾼いものが望ましいです

3.ディスクリプション
・クリエイティブやタイトルで補えない

訴求要素を補完しましょう
・表⽰されない枠もあるのでご注意ください

・訴求要素を端的に表現しインパクトを
持たせましょう

※配信⾯によってディスクリプションが表⽰されないこともあるので、商品
名などよりも訴求内容の⽅が好ましいです

2.タイトル

【43歳必⾒】⽋品続きの神ジェルを試した結果
使うたびにまるでエステ帰りの肌に︕あの有名芸能⼈も愛⽤
するXXとは

●●●●●●

1

2
3

配信イメージ



2-2.⼊稿物を準備する -2（遷移先）
広告がタップされたあとの遷移先も配信効果を左右する重要な要素です。
広告の遷移先は、期待感を持って訪れたユーザーに対し、商品やサービスについて⼗分な理解や納得が得られる
内容に整える必要があります。

・広告クリエイティブと遷移先の内容において、デザ
インのトンマナや情報の温度感に相違がない

・広告の内容を補完する情報や、その他の伝えるべき
情報にが⼗分に⽤意されている

・コンバージョンに⾄るまでの導線が易しい

・広告クリエイティブと遷移先の表現やコンテンツに
違和感がある（公式⾵のクリエイティブからメディア
記事⾵の遷移先、またはその逆など）

・購⼊などを検討するにあたって内容が少ない

・誇⼤表現や広告として謳えない表現が含まれている
→健康⾷品や化粧品における効能効果など、内容によっては広告審査
にて配信不可となる場合もございますのでご注意ください。

効果がよい遷移先の内容避けてほしい遷移先の内容



3-1.キャンペーン作成
-配信の⽬的にそってキャンペーンを作成する

キャンペーンの⽬的を選択する
掲載期間を設定する
上限予算を設定する

3-2.コンバージョン⽬的における広告グループの設定
-デモグラフィックデータ配信（デモグラ配信）とオーディエンス配信（リターゲティング配信）の広告グループを作成する

3-3.サイトアクセス⽬的における広告グループの設定
-デモグラフィックデータ配信でLINE広告のみ配信する広告グループとLINE広告ネットワークのみ配信する広告グループを分ける

3.配信設定をする



LINE広告におけるアカウントの構造
⼊札⾦額、課⾦形式、⽇予算、⾃動最適化のオン/オフなど配信最適化は広告グループで⾏われます。

※1 グループは3階層まで紐づけ可能です
※2 キャンペーン上限予算(⽉単位／全期間)は管理画⾯上超えることがあります（超過分のご利⽤⾦額は請求時に切り捨てますので、実質上限は超えません）
※3 1⽇の予算は上限を超える可能性がございます

広告

・広告フォーマット
・テキスト
・遷移先情報（LP,URLなど）
・CTA（Call To Action）

広告グループ

・ターゲティング
・配信先
・⾃動最適化オン/オフ
・⼊札価格
・課⾦⽅法
・1⽇の予算※3

キャンペーン

・キャンペーンの⽬的
・掲載期間
・キャンペーン上限予算

（⽉単位/全期間）※2

メディア

・アプリ

メディア

・画像
・動画

グループ※1

広告主様

請求先情報

広告アカウント

請求先情報を
紐づけ



3-1.キャンペーン作成
-配信の⽬的にそってキャンペーンを作成する

キャンペーンの⽬的を選択する
掲載期間を設定する
上限予算を設定する

3-2.コンバージョン⽬的における広告グループの設定
-デモグラフィックデータ配信（デモグラ配信）とオーディエンス配信（リターゲティング配信）の広告グループを作成する

3-3.サイトアクセス⽬的における広告グループの設定
-デモグラフィックデータ配信でLINE広告のみ配信する広告グループとLINE広告ネットワークのみ配信する広告グループを分ける

3.配信設定をする



キャンペーンの⽬的・掲載期間・上限予算を設定する
キャンペーン作成

おすすめの設定

・キャンペーンの⽬的︓配信するキャンペーンの⽬的に沿って設定する
「キャンペーンの⽬的」に応じて設定できる⼊札戦略や機能が異なるため、
⽬的に応じた設定を⾏ってください。
⽬的が複数ある場合は、⽬的ごとにキャンペーンをわけて管理すると便利です。

・基本情報︓ステータスは「利⽤可能」に設定する

・掲載期間︓掲載期間に上限がある場合は設定する

・任意設定︓キャンペーン上限予算を設定する必要があれば設定する
毎⽉の上限予算を設定する場合は「⽉単位」
⽉間での上限予算を設定しない場合は「全期間」



3-1.キャンペーン作成
-配信の⽬的にそってキャンペーンを作成する

キャンペーンの⽬的を選択する
掲載期間を設定する
上限予算を設定する

3-2.コンバージョン⽬的における広告グループの設定
-デモグラフィックデータ配信（デモグラ配信）とオーディエンス配信（リターゲティング配信）の広告グループを作成する

3-3.サイトアクセス⽬的における広告グループの設定
-デモグラフィックデータ配信でLINE広告のみ配信する広告グループとLINE広告ネットワークのみ配信する広告グループを分ける

3.配信設定をする



キャンペーン内の広告グループの数と内容（配信先・⼊札⽅法）を考える
コンバージョン⽬的における広告グループの設定

・ターゲティングと⼊札内容に合わせて2~3の広告グループを作
成する

とくに配信開始後は効果的な広告・タイトル・ディスクリプションを
発⾒しつつ獲得効率と配信量を最⼤化するために
デモグラフィック配信とリターゲティング配信を組み合わせ
⼿動⼊札で配信量を確保することをおすめします。

例）
①デモグラ指定（男⼥30代）・⼿動⼊札
②リターゲティング・⼿動⼊札

・オーディエンス配信のみ、デモグラフィックデータ配信のみなど、
単独の広告グループのみ設定する
配信量が極端に少ない、または配信量は多いがコンバージョンがつかないな
ど、バランスの悪い配信になる場合があります。

・ターゲティング・⼊札内容が同じ広告グループを重複して複数作
成する。
ターゲティングと⼊札内容が同じであれば、広告グループが分かれていても
同じオークションに参加するため、なるべくまとめたほうが効率よく配信が
できます。

・広告グループをデモグラフィックなどで細かく分けて作成する
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、⼀⽇に⼗分な配信量を確保できない場合があります。

おすすめの設定避けてほしい設定



コンバージョン⽬的での広告グループ構成のモデルケース
コンバージョン⽬的における広告グループの設定

開始初⽉のおすすめ設定として、デモグラフィックデータ配信の広告グループとオーディエンス配信の2つの広告
グループを設定するモデルケースをご紹介します。

広告グループ ターゲット ⼊札⽅法 配信先

デモグラフィック
データ配信

年齢性別のみ設定し、
幅広いユーザーにリーチ。

⼿動⼊札で配信量を⼗分に
確保する。

⾃動配置で幅広い配信先に
リーチする。

オーディエンス配信 配信オーディエンスを設定し、
年齢・性別は設定しない。

⼿動⼊札で⾒込みのある
ユーザーになるべくリーチする。

⾃動配置で幅広い配信先に
リーチする。



デモグラフィックデータ配信①性別・年齢
コンバージョン⽬的における広告グループの設定

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。

・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。

避けてほしい設定



デモグラフィックデータ配信②詳細ターゲティング
コンバージョン⽬的における広告グループの設定

おすすめの設定

・ユーザー属性の詳細を設定しない

・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。

避けてほしい設定



デモグラフィックデータ配信③配信オーディエンス
コンバージョン⽬的における広告グループの設定

おすすめの設定

・デモグラフィックデータ配信の場合は設定しない

-

避けてほしい設定



デモグラフィックデータ配信④除外オーディエンス
コンバージョン⽬的における広告グループの設定

おすすめの設定

・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。

-

避けてほしい設定



デモグラフィックデータ配信⑤配信先
コンバージョン⽬的における広告グループの設定

おすすめの設定

・配信先は「⾃動配置」で設定する

・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。

避けてほしい設定



デモグラフィックデータ配信⑥⼊札単価の設定⽅法と⼊札価格
コンバージョン⽬的における広告グループの設定

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︓40~70円を⽬安に設定
CPM⼿動⼊札︓250~350円を⽬安に設定

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以上の場合は単価を引き
下げ、⽬標CPA以内の場合は単価を引き上げます。

・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。

避けてほしい設定



デモグラフィックデータ配信⑦1⽇の予算
コンバージョン⽬的における広告グループの設定

おすすめの設定

・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。

・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。

避けてほしい設定



オーディエンス配信①性別・年齢
コンバージョン⽬的における広告グループの設定

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

・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。

避けてほしい設定



オーディエンス配信②詳細ターゲティング
コンバージョン⽬的における広告グループの設定

おすすめの設定

・ユーザー属性の詳細を設定しない

・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。

避けてほしい設定



オーディエンス配信③配信オーディエンス
コンバージョン⽬的における広告グループの設定

・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。

おすすめの設定

・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。

避けてほしい設定



オーディエンス配信④除外オーディエンス
コンバージョン⽬的における広告グループの設定

おすすめの設定

・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。

-

避けてほしい設定



オーディエンス配信⑤配信先
コンバージョン⽬的における広告グループの設定

おすすめの設定

・配信先は「⾃動配置」で設定する

・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。

避けてほしい設定



オーディエンス配信⑥⼊札⽅式と⼊札単価
コンバージョン⽬的における広告グループの設定

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。

・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。

避けてほしい設定



オーディエンス配信⑦1⽇の予算
コンバージョン⽬的における広告グループの設定

おすすめの設定

・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。

・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。

避けてほしい設定



3-1.キャンペーン作成
-配信の⽬的にそってキャンペーンを作成する

キャンペーンの⽬的を選択する
掲載期間を設定する
上限予算を設定する

3-2.コンバージョン⽬的における広告グループの設定
-デモグラフィックデータ配信（デモグラ配信）とオーディエンス配信（リターゲティング配信）の広告グループを作成する

3-3.サイトアクセス⽬的における広告グループの設定
-デモグラフィックデータ配信でLINE広告のみ配信する広告グループとLINE広告ネットワークのみ配信する広告グループを分ける

3.配信設定をする



キャンペーン内の広告グループの数と内容（配信先・⼊札⽅法）を考える
サイトアクセス⽬的における広告グループの設定

・LINE広告のみに配信する広告グループと、LINE広告ネット
ワークのみに配信する広告グループを分ける。
LINE広告ネットワークについては、⼿動⼊札の場合1円から⼊札可能なので、
低めの単価を設定できるため、広告グループを分けることをおすすめします。

・オーディエンス配信や類似配信など、オーディエンス範囲を狭
めた配信ではなく、サイトに集客したいユーザーの年齢性別をやや
広めにターゲットとして設定する。

例）
広告グループ① デモグラ配信・LINE広告のみ・30代以上男⼥
広告グループ② デモグラ配信・LINE広告ネットワークのみ・

30代以上男⼥

・オーディエンス配信のみ、デモグラフィックデータ配信のみなど、
単独の広告グループのみ設定する
配信量が極端に少ない、または配信量は多いがコンバージョンがつかないな
ど、バランスの悪い配信になる場合があります。

・ターゲティング・⼊札内容が同じ広告グループを重複して複数作
成する。
ターゲティングと⼊札内容が同じであれば、広告グループが分かれていても
同じオークションに参加するため、なるべくまとめたほうが効率よく配信が
できます。

・広告グループをデモグラフィックなどで細かく分けて作成する
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、⼀⽇に⼗分な配信量を確保できない場合があります。

おすすめの設定避けてほしい設定



サイトアクセス⽬的での広告グループ構成のモデルケース
開始初⽉のおすすめ設定として、デモグラフィック配信・⾃動⼊札で、LINE広告への配信とLINE広告ネット
ワークへの安価な配信の2つの広告グループを設定するモデルケースをご紹介いたします。

サイトアクセス⽬的における広告グループの設定

広告グループ ターゲット ⼊札⽅法 配信先

①デモグラフィック
データ配信・LINE広
告のみ

年齢性別のみ設定し、
幅広いユーザーにリーチ。

⾃動⼊札を設定し、各配信⾯に
最適なCPCで⼊札する。 LINE広告のみに設定する。

②デモグラフィック
データ配信・LINE広
告ネットワークのみ

年齢性別のみ設定し、
幅広いユーザーにリーチ。

⼿動⼊札を設定し、
24円以下のCPCで⼊札する。 LINE広告ネットワークのみに設定する。



LINE広告①性別・年齢
サイトアクセス⽬的における広告グループの設定

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。

・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。

避けてほしい設定



LINE広告②詳細ターゲティング

おすすめの設定

・初回は詳細設定を設定しない
初回はLINE内のアクティブユーザーと商材の親和性を探るため、詳細設定をしないことを
おすすめします。その後、配信量、クリック数、獲得数、CPAを各設定ごとに確認しなが
ら効率の悪いユーザー層を省くなど、調整していきましょう。

・最初から詳細設定を細かく設定する
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。

サイトアクセス⽬的における広告グループの設定

避けてほしい設定



LINE広告③配信オーディエンス

おすすめの設定

・デモグラフィックデータ配信の場合は設定しない

-

サイトアクセス⽬的における広告グループの設定

避けてほしい設定



LINE広告④除外オーディエンス

おすすめの設定

・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。

-

サイトアクセス⽬的における広告グループの設定

避けてほしい設定



LINE広告⑤配信先

おすすめの設定

・「LINE」のみにチェックを⼊れる

・⾃動配置にする
LINE広告⾯とLINE広告ネットワーク⾯は最低⼊札価格が異なります。そのため、配信⾯
ごとに広告グループを分け、それぞれで最適な⼊札価格を設定することで効率の良い配信
が可能です。

サイトアクセス⽬的における広告グループの設定

避けてほしい設定



LINE広告⑥⼊札⽅式と⼊札単価

おすすめの設定

・⾃動⼊札に設定し、上限CPCを⼊⼒する。
上限CPCは、予算内でどの程度のクリックを集めたいかで計算し、設定します。

・⾃動⼊札で上限CPCをとりあえず最低価格に設定する
LINE広告⾯では最低⼊札価格がCPC24円に対し、LINE広告ネットワーク⾯の場合はCPC1
円から配信することができます。そのため最低価格に設定した場合、CPCが低くなり、
オークションに勝つことができず、ボリュームが確保できない可能性があります。

サイトアクセス⽬的における広告グループの設定

避けてほしい設定



LINE広告⑦1⽇の予算

おすすめの設定

・⽬標CPCと⼀⽇に獲得したいクリック数、全体の予算から⽇予算を設定する
CPCとクリック数から予算を計算して設定します。

・⾼すぎる⽇予算を設定してしまう
設定した分だけ⽇予算を消化してしまう可能性があるため、配信期間と予算に応じて⽇予
算を分配することをおすすめします。

サイトアクセス⽬的における広告グループの設定

避けてほしい設定



LINE広告ネットワーク①性別・年齢

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。

・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。

サイトアクセス⽬的における広告グループの設定

避けてほしい設定



LINE広告ネットワーク②詳細ターゲティング

おすすめの設定

・初回は詳細設定を設定しない
初回はLINE内のアクティブユーザーと商材の親和性を探るため、詳細設定をしないことを
おすすめします。その後、配信量、クリック数、獲得数、CPAを各設定ごとに確認しなが
ら効率の悪いユーザー層を省くなど、調整していきましょう。

・最初から詳細設定を細かく設定する
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。

サイトアクセス⽬的における広告グループの設定

避けてほしい設定



LINE広告ネットワーク③配信オーディエンス
サイトアクセス⽬的における広告グループの設定

おすすめの設定

・デモグラフィックデータ配信の場合は設定しない

-

避けてほしい設定



LINE広告ネットワーク④除外オーディエンス

おすすめの設定

・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。

-

サイトアクセス⽬的における広告グループの設定

避けてほしい設定



LINE広告ネットワーク⑤配信先

おすすめの設定

・「LINE広告ネットワーク」のみにチェックを⼊れる

・⾃動配置にする
LINE広告⾯とLINE広告ネットワーク⾯は最低⼊札価格が異なります。そのため、配信⾯
ごとに広告グループを分け、それぞれで最適な⼊札価格を設定することで効率の良い配信
が可能です。

サイトアクセス⽬的における広告グループの設定

避けてほしい設定



LINE広告ネットワーク⑥⼊札⽅式と⼊札単価

おすすめの設定

・⼿動⼊札で24円未満のCPCに設定する。
前述のとおり、LINE広告ネットワークのみの配信であればCPC1円から配信することがで
きるため、CPC24円未満に設定することで安価に配信することができます。

・⾃動⼊札で配信する
LINE広告⾯では最低⼊札価格がCPC24円に対し、LINE広告ネットワーク⾯の場合はCPC1
円から配信することができます。相対的にLINE広告より安価に配信できるため、⾃動⼊札
ではおすすめしません。

サイトアクセス⽬的における広告グループの設定

避けてほしい設定



LINE広告ネットワーク⑦1⽇の予算

おすすめの設定

・⽬標CPCと⼀⽇に獲得したいクリック数、全体の予算から⽇予算を設定する
CPCとクリック数から予算を計算して設定します。

・⾼すぎる⽇予算を設定してしまう
設定した分だけ⽇予算を消化してしまう可能性があるため、配信期間と予算に応じて⽇予
算を分配することをおすすめします。

サイトアクセス⽬的における広告グループの設定

避けてほしい設定



4-1.クリエイティブはフォーマットを考慮したセットで⽤意
4-2.静⽌画クリエイティブのポイント
4-3.動画クリエイティブのポイント
4-4.カルーセルクリエイティブのポイント
4-5.タイトル・ディスクリプションのポイント

4.広告クリエイティブの考え⽅



4-1.クリエイティブはフォーマットを考慮したセットで⽤意
クリエイティブで配信効果を⾼めるために複数の訴求軸でバリエーション展開することが重要です。
商材の特性やターゲットとするユーザーのインサイトをふまえた訴求軸を⽤意し、
フォーマットは静⽌画であればカード型・スクエア型の⼊稿素材を⽤意するなど⼯夫してみましょう。

複数の訴求軸 フォーマットとサイズの
バリエーション

配信される⾯の⼤きさが
異なります

×
LINEには多様なユーザー属性や

興味関⼼ごと（インタレスト）が存在します

多様なインタレスト（例）
美肌になりたい / 免疫⼒を上げたい / 疲れを取りたい

⼦供の背を伸ばしたい / 痩せたい / etc...

多様なユーザー属性
年齢 / 性別 / 職業 etc...



4-1.クリエイティブはフォーマットを考慮したセットで⽤意
クリエイティブのセットの例です。多様な配信⾯において最⼤限配信されるように、フォーマットのバリエー
ションを⽤意し、どういった表現が最も効率が良いのか⾒極めるためにも訴求軸も複数⽤意することが望ましい
です。

スクエア
1:1

1080×1080px

カード
1200×628px

効果効能

価格や実績訴求

スクエア
1:1

1080×1080px

カード
1200×628px

静⽌画

静⽌画

カード
1200×628px

効果効能

静⽌画

バリエーションの例

スクエア
1:1

1080×1080px

効果効能

スクエア
1:1

1080×1080px

静⽌画

静⽌画

スクエア
1:1

640×640px
動画

価格や実績訴求

スクエア
1:1

640×640px

動画

1つの訴求に1つのフォーマットのみ 複数の訴求に異なるフォーマットが⽤意されている

避けてほしい状態



4-2.静⽌画クリエイティブのポイント
静⽌画クリエイティブは⼩さい枠で配信されることもあるため視認性を考慮しつつ、
訴求軸を絞った作り分けと効果検証を⾏うことが重要です。

※サポートしているファイル形式やサイズなどはこちらの⼊稿規定資料を参照ください
https://www.linebiz.com/system/files/jp/download/%E3%80%90LINE%E5%BA%83%E5%91%8A%E3%80%91%E5%85%A5%E7%A8%BF%E8%A6%8F%E5%AE%9A.pdf

・画⾯上のテキストが20%を超えると配信が抑
制されてしまうので20%以内にテキストを収め
る必要がある

・伝えられる情報に限りがあるため、情報を詰
め込みすぎてわかりにくくならないように注意
する

・⼩さく表⽰されてしまう配信⾯もあるので、
クリエイティブを通じて伝えたいメッセージが
伝達しづらい可能性がある

検証したい要素以外は統⼀することで何が効果的だったのか検証する

親近感のある撮影素材

価格訴求 実績訴求

プロの撮影素材

ビジュアルのみの
検証イメージ
メッセージは統⼀させる

訴求軸のみの
検証イメージ
ビジュアルは統⼀させる

静⽌画における注意点

動画クリエイティブも検討しましょう



4-3.動画クリエイティブのポイント -1
静⽌画よりもアテンションをひきやすく、多くの情報を伝えることができるフォーマットです。
LINE広告では制作コストの⾼い低いに関わらず動画クリエイティブで配信効果を⾼めることが可能です。

動画のなかでも3秒地点の到達率が⾼い動画はCTRも⾼い傾向

3秒到達率の⾼い動画=
⻑く視聴してもらえる動画であることが重要

0sec 1sec 2sec 3sec

再⽣開始

途中で離脱



4-3.動画クリエイティブのポイント -2
冒頭から3秒までの内容で配信効果に違いが出ることがありますので、
冒頭だけをアレンジすることで効率良く検証前提の動画クリエイティブを作成することが可能です。

冒頭シーン
A

冒頭シーン
B

冒頭シーン
C

メイン内容
（共通）

最終フレーム
⽌まり絵
（共通）

メイン内容
B

最終フレーム
B

（⽌まり絵）

メイン内容
A

最終フレーム
A

（⽌まり絵）

メイン内容
C

最終フレーム
C

（⽌まり絵）

冒頭シーン
A

冒頭シーン
B

冒頭シーン
C

メインとなる動画を軸に
冒頭のバリエーションで3本制作

冒頭から最終フレームまで全部異なる
バリエーションで3本制作

制作コスト 低め 制作コスト ⾼め



4-4.カルーセルクリエイティブのポイント
静⽌画をスワイプすることで段階的に商品やサービスへの理解を深めることが可能なフォーマットです。
スワイプされる順番=ユーザーのモチベーションが考慮された制作〜検証が好ましいです。

冒頭の1枚⽬〜2枚⽬ 中盤の3枚⽬~
配信効果を⼤きく左右す
るユーザーが接触する最
初の1枚⽬~2枚⽬

商品やサービス理解を段
階的に促す

~最終カット

遷移先に促すための最後
の後押し

✔冒頭の1枚⽬~2枚⽬
どんなビジュアルや訴求メッセージが興味関⼼を促せ、続
きが⾒たくなるような展開になっているか

✔枚数
商品やサービスについてどこまで理解を促すのが好ましい
のか
※枚数=どこまで理解を促すのかという考えかた

✔タイトル・ディスクリプション
LINE NEWS⾯ではディスクリプションが表⽰されないの
でタイトルに⽐重を置いた検証が好ましい

1 2 3 4 5 最後

検証要素についてスワイプされる順ごとに考慮すべき点

ファーストビューの検証が重要

✔⼩さな枠でも内容が理解できる視認性は考慮されているか ✔興味関⼼を持ちやすい内容になっているか
✔ユーザー⽬線の訴求メッセージになっているか

✔商品やサービスの簡潔な説明は
されているか
✔クリックの後押しになりうるイ
ンセンティブやお得な情報は記載
されているか
✔クリック後のアクションを想起
させる⽂⾔（ダウンロード等）は
記載されているか

✔スワイプしたくなる（続きが気になる）演出はされているか

✔1枚⽬または直前の要素と同⼀の内容やイメージを使⽤して
いないか

まずはファーストビュー（冒頭の1枚⽬〜2
枚⽬）での検証を重要視していただくこと
を推奨します



4-5.タイトル・ディスクリプションのポイント
同⼀の広告クリエイティブでも、タイトルとディスクリプションによって配信効果に⼤きな差がでることもあり
ます。ビジュアル要素とあわせて、いくつかバリエーションを⽤意して効果検証を⾏うことが望ましいです。

利⽤想定ユーザーの気持ちを代弁するようなメッセージで共感〜興味関⼼を
促す

54歳でファンデ卒業︕︖その理由とは・・・
いつものコスメに⼀滴プラスするだけ︕使い続ける度
にまるでエステ帰りのような肌に

⺟「ずっとこのコスメでいい」
あの〇〇でお馴染みの製薬会社が開発した「肌年齢対
策」がすごすぎる︕

ターゲットユーザーにあった具体的な年齢の明⽰と、ユーザー⽬線の話し
⾔葉で共感・興味関⼼を促す

お肌のお悩み解決するなら〇〇コスメ
憧れの肌を実現する〇〇成分がたっぷり配合︕累計〇
〇〇万本を売り上げた今話題の〇〇コスメ

⼈気のコスメブランド〇〇から新シリーズ登場︕
＜xxxxオンラインショップならチャットで気軽に購⼊
相談できる︕＞期間限定で2,000円OFF︕

広告主からの⼀⽅的なメッセージ。具体的な年齢明⽰がないためターゲッ
トユーザーが⾃分ごと化できず、効果効能が想起できないため興味関⼼を
持ちづらい

「2,000円OFF」という重要なインセンティブ要素がディスクリプションの
後半に記載されており、⼀部端末や枠によっては表⽰されない

タイトルとディスクリプションの例）



5-1.広告効果を改善する前に
5-2.数値や指標の関係性
5-3.施策⼀覧
5-4.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
-CPAを改善したい場合

5.効果改善について



5-1.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



5-1.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



5-2.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



5-3.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



5-4.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



5-4.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


