
※キャプチャ画像はイメージです

LINE広告



LINE広告の全体構成
LINE広告は、以下3つから構成されており、それぞれを掛け合わせて広告を配信します。

LINE広告

1.広告配信面 2.クリエイティブ 3.広告配信機能

・トークリスト

・LINE NEWS

・タイムライン

・ウォレット

・LINEマンガ

・LINE BLOG

・LINEポイントクラブ

・LINEショッピング

・LINEチラシ

・LINEクーポン

・LINE広告ネットワーク

・LINEデモグラフィックデータ配信

・オーディエンス配信

・友だち追加

・LINE Dynamic Ads

・LINE公式アカウントの友だち
オーディエンス配信

・類似配信

・リエンゲージメント配信

・自動最適化配信

・リーチ&フリークエンシー
+ブランドリフトサーベイ

・Card

・Square

・Vertical

・Carousel 

・Small Image

・画像＋テキスト

135



※キャプチャ画像はイメージです

トークリスト掲載面のポイント
LINEのトーク一覧の最上部のトークリストに広告が表示されます。トークリストと同じ形式の広告をタップすると
商品・サービスのランディングページに遷移します。

圧倒的なDAUを誇るLINEアプリ内で、最もアクティブ率の高いトーク画面の最上部に
広告が表示されるため、大規模なプロモーションに活用できます。
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LINE NEWS掲載面のポイント
MAU 約7,500万人以上（※1）、月間PV数175億（※2）を超える国内最大級のニュースサービスです。
「LINEアカウントメディア プラットフォーム」の累計友だち数は2億人（※3）を突破し、340を超えるメディアに参画
いただいています。ユーザーの男女比はほぼ同率で、年代は、20代から50代がボリュームゾーンとなり、居住地は
全国の人口分布比率におおむね近しく、年齢や地域による利用率の偏りなく幅広いユーザーにご利用いただいております。
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ユーザーの属性は、男性47.17％、女性52.83％とほぼ同率で
閲覧が多い時間帯は12時、20時～22時（※4）となり、昼休みや帰宅時の合間に利用されていることが多いです。

※1 スマートフォン向けニュースサービスにおける月間利用者数（7,500万人／2020年4月時点）において（当社調べ）

※2「LINE NEWS」の月間アクティブユーザー7,500万人（2020年7月末時点 ）÷日本の総人口1億2631万人（平成31年2月1日現在 (確定値) 総務省統計局）当社調べ

※3 2020年５月末時点 (当社調べ)

※4 2019年6月と2020年6月の利用（クリック数）を比較 (当社調べ)

※キャプチャ画像はイメージです

MAU※1

7,500万
UU

月間PV数※2

175憶
PV

LINE NEWS 利用者

【年代比率】【男女比率】



タイムライン掲載面のポイント_他サービスとのリーチ比較
MAU 6,800万人以上（※）のタイムライン利用ユーザーへ、外部送客、ダイレクトレスポンス、アプリDL促進の
用途で広告掲載を行えます。

【LINEタイムラインユーザー全体の属性】※1
【LINEのみがリーチできる

タイムラインユーザーの属性】※2

※どのサービスも非接触：35.1％

※1 MAU:LINEのタイムラインを訪問したユーザーの数 社内調査（2019年8月時点）

※2 全国男女 15-69歳のスマートフォンユーザー対象 17,144サンプル マクロミル調査（2019年7月時点）

タイムラインユーザーの男女比率は女性の方が多く、年齢層は10代から60代まで幅広く利用されており
FacebookやTwitterでリーチできない層へリーチができます。

LINE公式アカウントのブロック状況にかかわらず、タイムラインを利用する全ユーザーにリーチ可能です。
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タイムライン掲載面のポイント_タイムラインにおける広告接触規模
タイムライン訪問ユーザー6,800万人以上のうち4,900万人以上は月に1回以上タイムライン上の広告に接触しています。

※キャプチャ画像はイメージです

※1 MAU:月に1回でもLINEのタイムラインを訪問したユーザーの数 社内調査(2019年8月時点)

※2 広告接触ユーザー(月) :タイムライン上にて月に1回以上広告に接触(imp)したユーザーのユニーク数 社内調査(2019年8月時点)
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ウォレット掲載面のポイント
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「ウォレット」タブは、月間5,200万超（※1）の幅広いユーザーに利用されており、 LINEが提供するさまざまな
金融サービスのゲートウェイとしての役割も果たしています。LINE内であらゆるお金のやりとりや管理を一元化できる
場所を目指し、モバイル送金・決済サービス「LINE Pay」を中心に、LINEのポイントサービスであるLINEポイント、
さまざまなブランドやサービスのポイントカードや会員証を一括管理するマイカード、国内飲食メジャーブランドの
クーポンをまとめて閲覧できるLINEクーポンなどへのアクセスが可能です。

ウォレット利用者

【年代比率】

※1 2020年9月時点

ユーザーの属性は女性の方がやや高く、全体に占める年代の内訳を見ると幅広い年齢層に利用されています。
特に20代以上のユーザーの利用率が高い点は特徴的です。

【男女比率】
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MAU

5,200万
UU



LINEマンガ掲載面のポイント
LINEマンガは、気軽にマンガ作品が楽しめるスマートフォン向け電子コミックサービスです。2013年4月のサービス
開始以降、日本国内におけるアプリダウンロード数は3,000万（※1）を突破し、スマホマンガアプリダウンロード数
ランキングにて1位を記録しています。さらに、2020年8月には世界最高レベルの電子コミックのノウハウを持つ米国
「Webtoon Entertainment」の傘下に入ったことで、日本の作品のグローバル展開、海外で人気となっている作品の
ローカライズを行い、その結果、さらなるコンテンツの充実やユーザー数増加が期待できます。

ダウンロード数

3,000万
突破

LINEマンガ利用者

【年代比率】

ユーザーの属性は男女ともに比率の差異はなく、全体に占める年代の内訳を見ると10代の利用が18％、
20-30代の利用が60％（20代：35％、30代：25％）となっており、若年層のみならず幅広い層に利用されています。

【男女比率】
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※1 2013年4月～2020年8月/iOS & Google Play 合計/出典: App Annie

※キャプチャ画像はイメージです



LINE BLOG掲載面のポイント
LINE BLOGは、アーティスト・タレントなど著名人をはじめとしたユーザーの外部への情報発信やファンとの
コミュニケーションツールとして活用されています。LINEを通じてメッセージを配信できるLINE公式アカウントと
連携しており、ブログを更新するとLINE公式アカウントのタイムラインに自動的にフィードが投稿されるなど、
LINEを活用した双方向コミュニケーションも高く評価されています（※1）。
ジャンルはアーティスト、タレント・モデル、ママタレント、ファッション、アイドル、スポーツ、文化人、スペ
シャリスト、スタンプクリエイターと多岐にわたり、2016年11月より一般の方でもブログ開設ができるようになっ
ております。2014年11月のサービス開始から5年間で、これまでに公式ブロガー総勢2,500組以上のブログが開設
されています（※2） 。

公式ブロガー※2

2,500組
以上

※1 LINE BLOG内の公式ブログのみ

※2 2019年8月時点

LINE BLOG利用者

【年代比率】

ユーザーの属性は男女比率 3：7で女性の方が多く、全体に占める年代の内訳を見ると20～40代が中心層で
77％（20代：25％、30代：24％、40代：28％）となっており、幅広い層で利用されています。

【男女比率】
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LINEポイントクラブ掲載面のポイント
LINEポイントクラブは、 「友だち追加」「動画視聴」「ミッション」などの指定条件をクリアすることで、ポイント
がもらえるサービスです。国内最大級のリーチ力を持っており、多くのユーザーに利用されています。

※1,2ともに自社調べ 2020年6月~2020年8月平均値

PV数※2

月/2.8億
PV

【男女比率】

LINEポイントクラブ利用者
各OS比率※1

約50％

ユーザーの属性は約8割が女性で、全体に占める年代の内訳を見ると40代～50代の利用が54％以上と半数を占め、
続いて他メディアではリーチが難しい10代ユーザーに利用されています。

【年代比率】
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LINEショッピング掲載面のポイント
LINEショッピングは、ファッションや雑貨をはじめ、スポーツ、インテリア、家電、コスメなど約300社、
3億点を超える商品をLINEアプリ上からおトクに買い物が楽しめるショッピングサービスです。
2017年6月のサービス開始以降、掲載アイテム数の拡張やサービス機能改善を行い、2020年9月時点での
会員登録数（※）は3,500万人を突破しております。

※LINEショッピングの利用規約に同意したユーザー数

LINE公式
アカウント
友だち数

4,000万人
以上

LINEショッピング利用者

【年齢別比率】

ユーザーの属性は男女比率 3：7で女性の方が多く、全体に占める年代の内訳を見ると20代後半、30代、40代前半
（25-34歳：39％、35-44歳：39％）と年齢層が高めのユーザーに利用されています。

【男女比率】
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LINEチラシ掲載面のポイント

145

LINEチラシは、LINE上で地域の店舗のセール・特売情報を閲覧できるスマートフォンに最適化したデジタルチラシ
サービスです。国内月間利用者数5200万人（※1）の「ウォレット」タブからアクセスできる「チラシメディア」上に、
LINEのユーザーごとにパーソナライズされた近隣店舗のチラシや、レコメンド商品が掲載されます。
ユーザーがスーパーやドラッグストアなどの店舗での購入を検討している際に閲覧する可能性が高く、LINE広告を
通して購買意欲の高いユーザーにアプローチが可能です。

【年代比率】

※1 2020年9月時点

ユーザーの属性はユーザーの属性は、男女比率は女性の方が75%と多く、全体の半数以上を40代以上が占めています。

【男女比率】
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LINEチラシ利用者

MAU

5,200万
UU



LINE広告ネットワークとは、1.1億MAU(LINE広告ネットワーク内の重複を除く) にリーチのできるモバイルアドネッ
トワークです。LINE広告を通じてLINEのファミリーアプリや 3rd party アプリへの広告配信が可能となります。

LINE広告ネットワーク掲載面のポイント

１.1億
APP MAU

smartphone users

配信先アプリMAULINE広告ネットワークの概念

ユーザーの性別・年代分布

LINE広告を通じてLINEのファミリーアプリや
3rd party アプリへと広く配信することが可能となりました。

LINE広告ネットワーク

LINE本体アプリへの
広告配信

LINEのファミリーアプリ
への広告配信

3rd party アプリ
への広告配信

LINE広告

LINE広告ネットワーク

自社調べ、2020年9月時点の配信先アプリMAU（LINE広告ネットワーク内の重複を除く）

2.60%

3.60%

3.70%

3.60%

4.60%

6.50%

8.20%

5.60%

6.90%

6.30%

7.40%

6.80%

7.70%

9.10%

9.70%

7.60%
TEEN

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-

ユーザーの性別・年代分布

自社調べ、2020年9月時点 LINEオーディエンスデータを活用して、
LINE広告ネットワーク全体の性別・年代分布を分析（アプリ媒体のみ）。
年代別の小数第二位は四捨五入

38%

男性 62%

女性
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クリエイティブ① Card
静止画（1200×628）、動画（16：9）の広告フォーマットです。

静止画
（1200×628）

静止画
（1200×628）

動画
（16：9）

トークリスト ◯ ✕

LINE NEWS ◯ ◯

タイムライン ◯ ◯

ウォレット ◯ ◯

LINEマンガ ◯ ◯

LINE BLOG ◯ ◯

LINEポイントクラブ ◯ ◯

LINEショッピング ◯ ◯

LINEチラシ ◯ ◯

掲載面

フォーマット

【掲載面×フォーマット一覧】

※キャプチャ画像はイメージです

※配信仕様は今後変更する可能性がございます

動画
（16：9）
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静止画（1080×1080）、動画（1：1）の広告フォーマットです。

静止画
（1080×1080）

動画
（1：1）

※キャプチャ画像はイメージです

※配信仕様は今後変更する可能性がございます

※配信面によっては一部配信できない枠がございます

クリエイティブ② Square
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静止画
（1080×1080）

動画
（1：1）

トークリスト ◯ ✕

LINE NEWS ◯ ◯

タイムライン ◯ ◯

ウォレット ◯ ◯

LINEマンガ ◯ ◯

LINE BLOG ◯ ◯

LINEポイントクラブ ◯ ◯

LINEショッピング ◯ ◯

LINEチラシ ◯ ◯

掲載面

フォーマット

【掲載面×フォーマット一覧】



9：16（動画）の広告フォーマットです。タイムライン上では、3：4の比率で広告が表示されるため、上下が省略
されます。ユーザーが動画をタップすると全画面（9：16）で表示されるようになります。字幕などを利用する
場合はカットされるサイズを考慮して作成することを推奨します。

【掲載面×フォーマット一覧】

※キャプチャ画像はイメージです

※配信仕様は今後変更する可能性がございます

Vertical
（9：16）

タイムライン表示時
（3：4）

全画面再生時
（9：16）

クリエイティブ③ Vertical
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Vertical
（9：16）

トークリスト ✕

LINE NEWS ✕

タイムライン ◯

LINEマンガ ✕

ウォレット ✕

LINE BLOG ✕

LINEポイントクラブ ✕

LINEショッピング ✕

LINEチラシ ✕

掲載面

フォーマット



※キャプチャ画像はイメージです

※最大表示数は10件です

1つの広告枠に複数商品を表示させることができるフォーマットです。

クリエイティブ④ Carousel
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※配信面は、タイムライン、LINE NEWSの一部枠のみになります。枠によりフォーマットは異なります。

※LINE Dynamic Adsは仕様が異なりますので、詳しくはP26をご覧ください。

静止画
（1080×1080）

【掲載面×フォーマット一覧】

静止画
（1080×1080）

トークリスト ✕

LINE NEWS ◯

タイムライン ◯

LINEマンガ ✕

ウォレット ✕

LINE BLOG ✕

LINEポイントクラブ ◯

LINEショッピング ✕

LINEチラシ ✕

掲載面

フォーマット



トークリスト面で表示される画像とテキストの広告フォーマットです。

要素番号 項目名 内容

画像 管理画面に入稿されている素材（静止画のみ）

タイトル
20文字以内（半角全角問わず）

※ 広告表示される文字数は端末によって異なります

企業名 LINE公式アカウントの名称

アクションボタン 管理画面より任意で設定できます

1

2

3

【広告構成】画像＋テキスト

※キャプチャ画像はイメージです

※配信仕様は今後変更する可能性がございます

4

クリエイティブ⑤ 画像＋テキスト
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2

3
1LINE コスメ

4



広告入稿内容(ウェブ・アプリ)

※1 広告グループで｢課金：CPC｣を選択した場合は「画像」しか表示されません。またカルーセルに関しては詳細仕様が画像／動画と異なるため次のページを参照ください

※3 計測ツールなどのURLはリンク先URLに設定してください
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広告 入稿規定入稿素材

ウェブ

■画像/動画/カルーセル/画像(小)※1

→「メディア」より入稿したものを選択
■タイトル※2

→20文字以内（半角全角問わず）
■ディスクリプション

→75文字以内(半角全角問わず)
■アクションボタン

→管理画面内の選択肢より選択
■ランディングページ

→LPのURLを記入
■リンク先URL(任意)※3

→計測ツールを使用する場合などに発行されるパラメータ付のURL

画像/動画/カルーセル

タイトル

ディスクリプション

アクションボタン

ランディングページ

リンク先URL(任意)

アプリ

■画像/動画/カルーセル/画像(小)※1

→「メディア」より入稿したものを選択
■タイトル※2

→20文字以内（半角全角問わず）
■ディスクリプション

→75文字以内(半角全角問わず)
■アクションボタン

→管理画面内の選択肢より選択
■アプリ

→「メディア」より登録したものを選択
■遷移先※3

→リンク先URL／ディープリンク／アプリストア／ランディングページ
インプレッションURL

画像/動画/カルーセル

タイトル

ディスクリプション

アクションボタン

アプリ

遷移先

※2 「画像（小）」を選択した場合はタイトルに加え、「長いタイトル（1行目）(2行目)」を入力する必要があります。「長いタイトル」はそれぞれ17文字以内で入力し、タイトルが切れないよう上下に分けて表示の調整を
可能にします。「画像（小）」の場合は広告が表示される場所に応じて、「タイトル」または「長いタイトル（1行目）（2行目）」のどちらかが表示されます。



広告入稿内容(カルーセル・LINE Dynamic Ads)

※1 計測ツールなどのURLはリンク先URLに設定してください
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広告 入稿規定入稿素材

カルーセル

■画像
→「メディア」より入稿したものを選択（最大10枚まで設定可能）

■タイトル
→20文字以内（半角全角問わず）

■ディスクリプション
→40文字以内(半角全角問わず)

■アクションボタン
→管理画面内の選択肢より選択

■ランディングページ
→LPのURLを記入

■リンク先URL(任意)※1
→計測ツールを使用する場合などに発行されるパラメータ付のURL

画像（1080×1080サイズのみ）

タイトル

ディスクリプション

アクションボタン

ランディングページ

リンク先URL(任意)

LINE Dynamic Ads

■ファイル形式
→CSV、TSV、JSON

■イメージ
→100×100pixel／600×600pixel（推奨）／1200×628pixel（推奨）
→形式：jpg/png
→容量：10MB以内

■文字コード
→UTF-8

■ファイルサイズ
→最小：10行（10商品～）
※CSV/TSV：最大1ファイル（8GB以内、または計300万行以内）
※JSON：最大24GB以内（1ファイル最大8GB以内、または 全てのファイル

1,000万行以内）

データフィード



メディア入稿内容(画像・動画)
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メディア 入稿規定入稿素材

画像

■サイズ
→1200×628pixel／1080×1080pixel／600×400pixel

■形式
→jpg/png

■ファイルサイズ
→5MB以内

静止画

動画

■動画
→H.264、メイン/ハイプロファイル推奨、正方画素、

固定フレームレート、プログレッシブスキャン
■音声

→AAC、128kbps以上を推奨、モノラルまたはステレオ
■フレームレート

→最大30fps
■フォーマット

→mp4
■アスペクト比

→16：9（width：240px以上1920px以下 height：135px以上1080px以下）
→1：1（width：600px以上1280px以下 height：600px以上1280px以下）
→9：16（width：135px以上1080px以下 height：240px以上1920px以下）

■解像度
→最大1080p(広告配信時は最大720p)

■ビットレート
→最大8Mbps 

■時間
→最大120秒(最低5秒以上）

■ファイルサイズ
→最大100MB以内

動画



メディア入稿内容(アプリ)
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広告 入稿規定入稿素材

アプリ

■プラットフォーム
→iOS/Androidを選択

■アプリ名
→アプリの正式名称を入力

■ストアURL
→iOSであればApp Store、AndroidであればGoogle PlayのURLを入力

プラットフォーム

アプリ名

ストアURL



LINE広告のアカウント構造

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

グループ※1

広告アカウント

メディア

・アプリ

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

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）

メディア

・画像
・動画

広告主様

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

請求先情報

請求先情報を紐づけ
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LINEデモグラフィックデータ配信
年齢・性別・地域・興味関心それぞれターゲットを指定して、配信対象と掛け合わせて配信をすることができます。
広告の対象となるユーザーの属性や興味を推測し、ターゲティングすることでアクションをしやすいユーザーに広告を
表示するため費用対効果の高い配信が見込めます。

※これらのオーディエンスデータはLINEファミリーサービスにおいて、LINEユーザーが登録した性別、年代、エリア情報とそれらのユーザーの行動履歴(スタンプ購入履歴、LINE公式アカウントの友だち登録履歴など)をもとに分類した「みなし属性」となります
（携帯キャリア・OSを除く）なお「みなし属性」とはユーザーが「LINE」上で購入・使用したスタンプや興味のあるコンテンツのほか、どのようなLINE公式アカウントと友だちになっているかといった傾向をもとに分析（電話番号、メールアドレス、アドレス帳、
トーク内容等の機微情報は含みません）したものです。属性情報の推定は統計的に実施され、特定の個人の識別は行っておりません。また、特定の個人を識別可能な情報の第三者（広告主等）の提供は実施いたしておりません

性別セグメント

男性・女性の指定配信ができます。

年齢セグメント

14歳以下から50代以上まで年代ごとに
切り分けて配信することができます。

例）-14歳,15-19歳,20-24歳,25-29歳,
30-34歳,35-39歳,40-44歳,45-49歳,
50歳-

属性セグメント

配偶者・子供・携帯キャリア・推定収
入を設定して配信することがでことが
できます。

18種類のインタレストカテゴリより
指定配信ができます。
さらに、自動車に関しては9種類の車種
も指定配信ができるようになりました。

例）ゲーム/デジタル機器・家電/
スポーツ/職・ビジネス/ファッション/
家・インテリア・園芸/テレビ・番組/
音楽/教育・学習・資格/金融/健康/
エンタメ/ショッピング/書籍・マンガ/
食べ物・飲み物/美容・コスメ/旅行/
自動車

└軽自動車/コンパクトカー/ハッチ
バック/セダン/スポーツカー/ステー
ションワゴン/ミニバン/SUV（コン
パクト）/SUV（ラージ）

興味関心セグメント

47都道府県別に加え、新しく市区町村
の指定配信ができるようになりました。

地域セグメント
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行動セグメント

テレビ視聴頻度・ゲームプレイ・コン
バージョンネットワーク利用、キャリ
ア・モバイル端末の変更状況、ラグ
ジュアリー商品の購買意欲などを設定
して配信することができます。



オーディエンス配信
ユーザーのデータを利用して、対象のユーザーに広告を配信することができます。例えば、初回購入したユーザーの端
末識別IDなどがあれば、そのデータを使って再び購入を促す広告を配信することができます。また、逆にそのデータを
使って購入者を広告の配信対象から除外することもできます。オーディエンスは端末識別ID以外にも、ウェブトラ
フィック、モバイルアプリイベント、LINE公式アカウントの友だちなどそれぞれの類似が作成可能です。

例）初回購入をした顧客データ 初回購入をしたユーザーを探し出し
ターゲティング

広告表示
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オーディエンス一覧
・ウェブトラフィックオーディエンス ・LINE公式アカウントの友だちオーディエンス
・IDFA/AAIDアップロード ・モバイルアプリオーディエンス ・動画視聴オーディエンス
・電話番号アップロード ・メールアドレスアップロード



LINE広告の友だち追加とは、 LINE広告を通じてLINE公式アカウントの
友だちを獲得する広告商品です。自然な流入により関心度の高い友だち獲得が見込めます。

項目 詳細

LINEオーディエンスデータ配信 LINE広告の通常ターゲティング、LINE公式アカウントの友だちオーディエンス

配信面 LINE NEWS面、タイムライン面、トークリスト面

掲載フォーマット 静止画 1200×628 / 1080×1080

配信価格 最低入札金額 自動入札75円～、手動入札50円～

対象LINEアカウント LINE公式アカウント

※キャプチャ画像はイメージです

※未認証LINE公式アカウントは対象外です（実施が確認された場合、配信停止の対応をさせていただくことがございます）

【配信詳細】

友だち追加

【タイムライン】 【LINE NEWS】
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【トークリスト】



※キャプチャ画像はイメージです

※最大表示数は20件です

LINE Dynamic Ads
ユーザーの商品の閲覧履歴に基づき、興味がありそうな特定商品を広告表示します。そのため、ユーザー一人
ひとりに向けた配信最適化が可能です。また、商品ごとに遷移先を設定できるため、より効率的に再来訪や購
入を促進できます。

【配信詳細】

項目 内容

LINEデモグラフィック
データ配信

年齢/性別/地域/興味関心

LINEオーディエンス
データ配信

商品ページ、カートページ、
コンバージョンページ

配信面※1
タイムライン、LINE NEWS、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

配信フォーマット データフィード

類似配信 可

※詳細はLINE Dynamic Adsの媒体資料をご参照ください

※ECの場合でも、「単品通販」「健康食品」「一部金融関連サービス」「サプリメント」
は対象外となります

※弊社ガイドラインに抵触する場合、いかなる理由でも、ご実施いただくことはできません

※商品点数が10点以下の場合は、ご実施いただくことができません

※1 配信面により配信されるフォーマットが異なります
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※オフラインアカウントのみの提供になります



LINE公式アカウントの友だちオーディエンス配信
LINE公式アカウントの友だちのオーディエンス作成、またそのオーディエンスへのターゲティング配信が可能です。
オーディエンス作成は、「アカウントの友だち（ターゲットリーチ）」「ブロック中の友だち」の2つが作成できます。
またこれらのオーディエンスをもとに類似オーディエンスの作成ができるため、未接触のユーザーへの配信も可能です。

※ターゲティング配信ができるのは、広告アカウントに紐づいているLINE公式アカウントの友だちのみです

※オーディエンスの作成は、「アカウントの友だち」「ブロック中の友だち」それぞれ一つずつです

※友だち削除済みユーザー、長期間LINEにログインしていないユーザーは対象外のため、アカウント全体の友だち総数とは一致しません

LINE公式アカウントの友だち
アカウントのターゲットリーチ
オーディエンスを作成して配信

広告表示

ターゲットリーチ ブロック中の
友だち
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類似配信

配信オーディエンス
・ウェブトラフィックオーディエンス ・LINE公式アカウントの友だちオーディエンス
・IDFA/AAIDアップロード ・モバイルアプリオーディエンス ・動画視聴オーディエンス
・電話番号アップロード ・メールアドレスアップロード

【類似配信が可能なオーディエンス一覧】

類似配信機能では、ソースオーディエンス（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LINE内で新たに探しオーディエンスを拡張して配信します。類似オーディエンスのサイズは1～15％、
もしくは「自動」の選択が可能です。類似度が高いほどアクションの確度は高まりますが、オーディエンスサイズは
小さく、リーチできる人数が限られます。逆に類似度が低いほどアクションの確度は下がりますが、オーディエンス
サイズは大きく、配信母数が増えます。

※類似オーディエンスを作成して、利用可能になるまでには最大24時間かかる場合がございます

※類似オーディエンスには、ソースオーディエンスに含まれるユーザーは除外されています

162

※一部広告アカウントはクロスターゲティングをオンにしていう



10％で設定
（手動）

13%まで拡張しても

効果が見込めるが

設定した値に絞られてしまう

1~15%を手動で設定

自動で設定

ロジックを用いて

最適なサイズである1

3%まで拡張

オーディエンスソース

類似オーディエンス

オーディエンスソース

類似オーディエンス

オーディエンスサイズを自動で設定

運用者はオーディエンスソースとオーディエンスサイズを

掛け合わせた検証を行う必要がある

最適なオーディエンスサイズを自動で判断するため

運用者はオーディエンスソースのみ検証をすれば良い

類似配信において、類似度とオーディエンスサイズを加味して、自動で最適なオーディエンスサイズに調整すること
ができる機能です。広告効果の検証なども効率よく行うことができます。

類似配信_オーディエンスサイズの自動とは
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リエンゲージメント配信
アプリをインストールしている休眠ユーザーを対象に広告を配信して再起動を促進します。ユーザーのアプリ内
イベントに応じてターゲティングができるので、より目的につながりやすいユーザーへの広告配信が見込めます。

インストール
起動後、アプリ内で
イベント発生後に休眠

任意のユーザーに広告表示

※キャプチャ画像はイメージです

※配信仕様は今後変更する可能性がございます
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リエンゲージメント配信_設定できるイベント一覧

イベント
（管理画面表記）

カテゴリID キーワード レベルID データ 名称

オープン － － － － － － － －

インストール － － － － － － － －

ホーム閲覧 － － － － － － － －

カテゴリ閲覧 ◯ － － － － － － －

商品閲覧 ◯ ● ◯ ◯ － － － －

検索 － － － － ● － － －

カート追加 ◯ ● ◯ ◯ － － － －

購入 ◯ ● ◯ ◯ － － － －

レベル達成 － － － － － ● － －

チュートリアル完了 － － － － － ◯ － －

カスタム － － － － － － ● ◯

アイテム

ID 価格 量

イベントごとに、以下のパラメータを指定可能です。

パラメータ

●：必須項目 ○：任意項目
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リエンゲージメント配信_指定できるパラメータ条件一覧

パラメータ 完全一致 部分一致 前方一致 後方一致 不一致 部分不一致 より大きい より小さい 以上 以下

カテゴリID ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － －

商品ID ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － －

価格 ※ ○ － － － ○ － ○ ○ ○ ○

個数 ※ ○ － － － ○ － ○ ○ ○ ○

検索キーワード ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － －

レベルID ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － －

カスタムデータ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － －

カスタムネーム ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － －

各パラメータごとに、以下の条件指定が可能です。

※数字のみ入力できます

※複数入力はできません

【パラメータ条件一覧】

●：必須項目 ○：任意項目

166



自動最適化配信
自動最適化は、機械学習を使用して個々のオークションの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。

目標CPAを設定（CV最適化） 目標CPA内で獲得できるよう自動で入札調整

CPC 80円

CPC 88円

CPC 85円

機械学習

キャンペーン目的
ウェブサイト
へのアクセス

ウェブサイト
コンバージョン

アプリの
インストール

アプリの
エンゲージメント

友だち追加
商品フィードから

販売
動画の再生

手動入札 ○ ○ ✕ ○ ○ ○ ✕

自動入札（クリック） ○ ○ ✕ ✕ ✕ ○ ✕

自動入札（コンバージョン） ✕ ○ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

自動入札（友だち追加） ✕ ✕ ✕ ✕ ○ ✕ ✕

自動入札（インストール） ✕ ✕ ○ ✕ ✕ ✕ ✕

自動入札（オープン） ✕ ✕ ✕ ○ ✕ ✕ ✕

自動入札（動画3秒再生） ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ○

【入札設定一覧】

※手動入札の場合の最低入札単価は、CPC24円、CPM200円、CPF50円です ※自動入札の場合の最低獲得単価は、CPC36円、CPA1,200円、CPI100円、CPF75円です
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リーチ＆フリークエンシー

詳細 リーチ＆フリークエンシー

商品説明 ブランド広告主様向けのリーチ最大化広告

配信仕様
・フリークエンシーと配信期間を指定して配信
・タイムライン面に通常配信よりも優先して配信

メリット
・短期間に多くのユーザーへの広告接触が可能
・レポートにてリーチ数の可視化が可能
・上限フリークエンシーの設定が可能

【配信詳細】

※キャプチャ画像はイメージです

月に1回以上タイムラインの広告に接触している4,900万人のユーザーに対して、
優先的に広告を配信をすることができます。

※詳細は別途ブランドメニューの資料をご確認ください
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ブランドリフトサーベイ

詳細 ブランドリフトサーベイ ライトプラン ブランドリフトサーベイ スタンダードプラン

商品説明
該当広告への接触者と非接触者に対し、広告認知度・ブランド認知度・

利用意向の3項目を設定し、調査を実施
該当広告への接触者と非接触者に対し、広告認知度やブランド認知度・

利用経験・好意度・利用意向などの項目を設定し、調査を実施

配信仕様 広告接触の有無でユーザーを分類抽出し、それぞれのユーザーに対してブランドリフト調査を行い、広告効果を測定

メリット ユーザーの反応を知ることで、正確に広告効果を把握しその後のマーケティング活動に活かすことが可能

【配信詳細 ※2】

■ブランド認知・利用経験
■ブランド好意度
■ブランド利用意向
■広告認知度
■・・・・・・・・

広告接触者

広告非接触者

ブランド認知・利用経験

例）30代・40代女性に広告配信 調査対象を抽出

30代・40代女性 広告接触者 30代・40代女性 広告非接触者※1

当社にて調査を実施 調査結果を分析

※1  調査対象の広告に接触していないユーザー

ブランドリフトサーベイとは、広告接触の有無でユーザーを分類抽出し、それぞれのユーザーに対して
ブランドリフト調査を実施できます。該当広告への接触者と非接触者に対し、広告認知度やブランド認知度・利用経験・
好意度・利用意向などの項目を設定し調査することで、正確に広告効果を把握し、その後のマーケティング活動に
活かすことができます。

※2  詳細は別途資料をご確認ください
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Sample
ブランドリフト効果 サマリー

ブランドリフトサーベイ_調査レポートサンプル
調査レポートでは、回答者の基本情報や各調査設問のリフト効果及び、各調査設問における性年代別のリフト効果
などをお渡しします。

Sample

Sample
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※オフラインアカウントのみの提供になります

Sample
広告認知状況

Sample
ブランドリフト効果 詳細

Sample
ブランドリフト効果 各項目



【アンケート設問例一覧】

調査テーマ 調査項目
必須4問
選択1問

設問文
選択
肢数

設問形式
（SA/MA）

選択肢例

ブランディング指標

ブランド認知
利用経験

必須
あなたは、「〇〇」をどのくらい知っていますか。

知っている方は、使ったことがありますか？
5 SA

使っている、使ったことがある/使ったことはな
いが、サービス内容、商品をよく知っている/

使ったことはないが、サービス内容、商品をある
程度知っている/名前を聞いたことがある程度/

まったく知らない (このアンケートで初めて知っ
た)

ブランド好意度 必須
あなたは、「〇〇」を

どのくらいお好きですか。
5 SA

とても好き/やや好き/どちらともいえない/
あまり好きでない/まったく好きでない

ブランド利用意向 必須
今後、「〇〇」をどのくらい使いたい/

買いたいと思いますか。
5 SA

ぜひ利用（購入）したい/やや利用（購入）した
い/どちらともいえない/あまり利用（購入）した

くない/まったく利用（購入）したくない

ブランド興味度 選択
あなたは、「〇〇」に

どのくらい興味がありますか。
5 SA

とても興味がある/やや興味がある/どちらともい
えない/あまり興味がない/まったく興味がない

ブランド関与意向 選択
あなたは、「〇〇」について

もっと知りたい/理解したいと思いますか。
5 SA

とても知りたい、理解したいと思う/やや知りた
い、理解したいと思う/どちらともいえない/あま
り知りたい、理解したいと思わない/まったく知

りたい、理解したいと思わない

ブランド推奨意向 選択
あなたは、家族や友だちへ「〇〇」の利用

（購入）を、どの程度すすめたいと思いますか。
5 SA

とてもすすめたい/ややすすめたい/
どちらともいえない/あまりすすめたいと思わな

い/まったくすすめたいと思わない

ブランド助成想起
(特定キーワード)

選択
△△と聞いて、思い浮かぶ

ブランド/サービス/商品は何ですか。
10

以内
MA

●●（自社ブランド/サービス/商品）競合B/競合
C/競合D/競合E/競合F/

競合G/競合H/競合I/あてはまるものはない

ブランド助成想起 選択
次のうち、知っている

ブランド/サービス/商品は何ですか。
10

以内
MA

●●（自社ブランド/サービス/商品）/競合A/競
合B/競合C/競合D/競合E/競合F/

競合G/競合H/競合I/あてはまるものはない

※赤文字は必須設問項目です

※アンケート内の言葉尻はスマートフォンでの回答のしやすさを考慮し適宜変更する場合がございます。
質問の意図や趣旨、回答内容に影響を及ぼすことのない範囲での調整となります

ブランドリフトサーベイ_アンケート設問例①
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調査テーマ 調査項目
必須4問
選択1問

設問文
選択
肢数

設問形式
（SA/MA）

選択肢例

広告認知度
・

広告クリエイティブ
評価

タイムライン広告の
認知度

必須
あなたは、○月○日～○月○日の間に、LINEの
タイムラインで以下の動画広告を見ましたか。

3 SA
確かに見た/見たような気がする/見ていな

い

タイムライン広告の
広告評価

選択
あなたは、先程ご覧になった広告に対して、

どのように感じましたか。それぞれお答えくだ
さい。

6 MA ※詳細は実際の調査票にてご確認ください

TVCMの認知度 選択
あなたは、○月○日～○月○日の間に、

TVCMで以下の広告を見ましたか。
3 SA

確かに見た/見たような気がする/見ていな
い

TVCMの広告評価 選択
あなたは、先程ご覧になったTVCMに対して、
どのように感じましたか。それぞれお答えくだ

さい。
6 MA ※詳細は実際の調査票にてご確認ください

メディア利用状況

メディアの利用状況 選択
ふだん、定期的に見たり読んだりしているもの

や行っていることはありますか。
6 MA ※詳細は実際の調査票にてご確認ください

主要SNSの利用状況 選択
ふだん、よく使っているSNSサービスは

何ですか。
1 MA ※詳細は実際の調査票にてご確認ください

TVの1日あたり
視聴時間

選択
あなたは、TVを1日に

どのくらい視聴していますか。
平日・休日ごとにお知らせください。

8 SA ※詳細は実際の調査票にてご確認ください

【アンケート設問例一覧】

※赤文字は必須設問項目です

※アンケート内の言葉尻はスマートフォンでの回答のしやすさを考慮し適宜変更する場合がございます。
質問の意図や趣旨、回答内容に影響を及ぼすことのない範囲での調整となります

ブランドリフトサーベイ_アンケート設問例②
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※LINE Tag/コンバージョンコードの計測期間は30日固定です（計測期間を1~180日で設定できるのはカスタムコンバージョンです）

項目 計測 注意点

ベースコード
ユーザーの行動を計測する全ページに設置
が必要なAd accountごとに固有のコード

トラッキングを行う全てのページの<head>~</head>内に
設置してください

コンバージョン
コード

コンバージョンを計測するページに設置が
必要なAd accountごとに固有のコード

ベースコードとセットで設置してください
※ベースコードが必ず先に読まれるよう設置してください

カスタムイベント
コード

広告主が自由にユーザーをラベリングする
事が可能なAd accountごとに固有のコード

ベースコードとセットで設置してください
※ベースコードが必ず先に読まれるよう設置してください

【LINE Tagコード内容】

項目 計測

リターゲティング LINE Tag  :  ベースコード(必須)、コンバージョンコード(任意)、カスタムイベントコード(任意）

コンバージョン計測 LINE Tag :  ベースコード(必須)、コンバージョンコード(任意)、カスタムイベントコード(任意）

コンバージョン地点の分割 LINE Tagで複数のコンバージョン地点を計測可能（カスタムコンバージョン）

コンバージョン計測期間 広告タップ後、1～180日で設定可能（カスタムコンバージョン）

【LINE Tag計測内容】

※ベースコードとコンバージョンコード（もしくはカスタムイベントコード)の間に他の記述が入っていても問題はないですが、必ずベースコードが先に読み込まれるよう設置してください

※LINE Dynamic Adsは設置タグに追記が必要になりますので、詳細は営業担当までお問い合わせください

※コンバージョンによる自動最適化を行う場合は、コンバージョンコードの設置が必須になります。

LINE Tag計測
リターゲティング、コンバージョンの計測にはLINE Tagをご利用いただきます。 LINE Tagには3種類のコードがあり、

目的に応じてそれぞれ任意のページに設置いただくと自由にオーディエンスやコンバージョン地点を作成することができます。
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例）
1月1日にLINE Tagを設定し、1月5日にオーディエンスを作成した場合でも1月1日時点からユーザー情報は蓄積されます。
1月20日時点に「有効期間が5日のオーディエンス」を作成した広告グループは、1月15日から1月20日（現在）までに
LINE Tagを設定したページを訪れたユーザーに広告配信ができます。

1月1日 1月5日 1月15日 1月20日

LINE Tag設置日

ユーザー情報蓄積開始

オーディエンス作成日 「有効期間が5日のオーディエンス」
作成日

20日（オーディエンス作成日）までに
ページを訪れたユーザーに広告配信ユーザー情報の蓄積（1月1日～）

※過去180日間分のユーザー情報をオーディエンスデータとして利用できますが、データ収集に少々時間がかかる場合があります

オーディエンス配信のタグ仕様

ページにLINE Tagを設置したタイミングからオーディエンス情報が蓄積されます。
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※SDK管理画面の設定に関するご質問はSDK側へお問い合わせください

【各社SDKに登録するID一覧】

管理画面表記 adjust AppsFlyer Kochava

広告アカウントID AdvertiserID Account_ID ADVERTISER ID

アプリID※ Mobile AppID Postback_ID MOBILE APP ID

※アプリIDは、メディアにてアプリを登録後付与されるIDです/アプリ一覧画面の「アプリIDまたはパッケージ名」ではありません

アプリコンバージョン計測

第三者SDKを利用したアプリコンバージョン計測は、「Ads Measurement Partner」以下3社のSDKが使用できます。

計測用URLやSDKの設定は各社異なりますので確認の上ご利用ください。

LINE広告
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AppsFlyer
Appsflyer,Inc.

kochava
Kochava,Inc.

Adjust
adjust株式会社

※Singular社のSDKも一部イベント連携が可能です



※「興味・関心」単位でレポートを生成した場合、重複ユーザーも表示されるため、impressionやclicks等が管理画面上の数値と異なる場合があります

※「地域別」単位でレポートを生成した場合、日本以外の地名が表示される可能性がございます（地域情報に関しては、LINE内での蓄積データを元に地域を判別しております）

配信先を「日本」に設定しているユーザーが、日本から海外へ移動した場合、日々データを更新をしていても現地でカウントされてしまう場合がございます

その場合は、移動先の海外国名が表示されます

※「集計単位」を選択した場合のレポートデータの更新は1日1回になります/前日分のデータを確認したい場合は、当日朝8時以降にご確認ください

項目名 内容 項目名 内容

adaccount name 広告アカウント名 Video completions 動画視聴完了

adaccount id 広告アカウントID Install アプリインストール数

impression 広告の表示回数 Open アプリ起動数

clicks クリック数 View home ホーム閲覧

CTR クリック率 View category カテゴリ閲覧

CPC 1クリック当たりのコスト View item 商品閲覧

CV コンバージョン Search 検索

CVR コンバージョン率 Add to cart カートに追加

CPA 1コンバージョン当たりのコスト Purchase 購入

Cost 広告費用 Level achieved レベル達成

currency 選択した通貨(日本円、海外） Tutorial complete チュートリアル完了

3-second video views 3秒再生 Install(view) インストール（ビュー）

Video watches at 25% 25%再生 Cost per Install (click+view) インストール単価（クリック＋ビュー）

Video watches at 50% 50%再生 Install(click+view) インストール（クリック+ビュー）

Video watches at 75% 75%再生 Reach (estimated) リーチ（推定）

Video watches at 95% 95%再生 CPM 広告の表示回数1,000回あたりのコスト

パフォーマンスレポート項目一覧
パフォーマンスレポートは、下記項目のデータを閲覧・ダウンロードすることができます。
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