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参考URL その他備考https://ads-promo.yahoo.co.jp/support/release/30294557.html ▶2022年7月27日から順次実施

【Yahoo!検索広告】動的検索連動型広告：新形式のページフィード提供開始

動的検索連動型広告において、旧形式から新形式のページフィードへ移行され、これまでより入稿可能なデータ上
限数が拡大される。

機能変更｜Yahoo!検索広告

■新形式移行スケジュール
▼2022/7/27　新形式提供開始
・管理ツールの「ツール」＞「ページフィード」に新形式と旧形式の2つのタブが追加。
・旧形式の新規作成は不可、作成済みページフィードへのアップロードは可能。

▼2022/8～2022/9　旧形式から新形式への自動移行
・旧形式へのアップロードも不可になる。
・移行中は新旧両方のページフィードがキャンペーンに設定されるが配信への影響はない。
・旧形式から新形式へは設定内容（ページフィード名、審査状況、キャンペーン設定など）を
引き継いで自動的に複製が行われる。

▼移行完了後　旧形式を配信停止

■新形式のメリット
入稿データ上限数が拡大される
（変更前）
・ページフィードの登録上限数：アドカスタマイザーのデータ自動挿入リストと合わせて1アカ
ウントにつき60件まで
・ページURLの登録上限数：広告表示オプションの登録件数、およびアドカスタマイザーで利
用するデータ自動挿入リストのデータ行数と合算して、1アカウントにつき500万件まで
（変更後）
・ページフィードの登録上限数：ページフィード単独で1アカウントにつき60件まで
・ページURLの登録上限数：ページURL単独で1アカウントにつき500万件まで

Yahoo!検索広告

機能変更

特になし

▶動的検索連動型広告にて、「ページフィード」新形式の提供の開始
新形式になることで入稿データ数の上限が拡大

▶特記事項なし

▶自動移行対象は、対象の指定方法が「ページフィード」または「ドメイン全
体とページフィード」となっているキャンペーンのみであり、「ドメイン全体」
を指定してるものは影響なし。
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参考URL その他備考https://ads-promo.yahoo.co.jp/support/release/30301718.html ▶2022年7月27日

【Yahoo!検索広告】自動入札タイプ名称変更

旧形式から新形式の名称に変更。入札挙動には変更はない。 機能変更｜Yahoo!検索広告

■対象入札タイプ
▼広告費用対効果の目標値
　＜移行後＞
　コンバージョン価値の最大化（広告費用対効果の目標値）

▼コンバージョン単価の目標値
　＜移行後＞
　コンバージョン数の最大化（コンバージョン単価の目標値）

Yahoo!検索広告

機能変更

特になし

▶自動入札タイプの名称変更

▶特記事項なし

▶移行後も自動入札の挙動に変更はなく、自動入札名の変更のみ。ポートフォ
リオ入札設定では新形式の自動入札を提供していないため、ポートフォリオ入
札設定を利用しているキャンペーンは自動移行の対象外となる。
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参考URL その他備考https://ads-promo.yahoo.co.jp/support/release/30315274.html ▶2022年7月19日（火）から8月1日（月）にかけて順次実施

【Yahooディスプレイ広告（運用型）】コンバージョン単価の目標値（tCPA）の精度改善

「コンバージョン単価の目標値（tCPA）」において、よりコンバージョンの獲得を強化した自動入札になる。 機能変更｜Yahooディスプレイ広告

▼精度改善の内容
自動入札「コンバージョン単価の目標値（tCPA）」において、キャンペーンの1日の予算の消
化状況が加味されるため、インプレッションシェア損失率（予算）がより小さくなるように自
動で調整して広告が配信される。

▼期待できる効果
インプレッションシェア損失率（予算）の数値が高い場合、コンバージョン数の増加やCPA
（顧客獲得単価）の改善が期待できる。
本改善以降、CPA（顧客獲得単価）が低くなった場合、1日の予算の増額の検討を推奨。コン
バージョン単価の目標値（tCPA）の範囲内でさらにコンバージョン数の増加が期待できる。

Yahoo!ディスプレイ広告

機能変更

特になし

▶自動入札「コンバージョン単価の目標値（tCPA）」の精度が改善
コンバージョン獲得をより強化した入札に変更

▶特記事項なし

▶自動入札「コンバージョン単価の目標値（tCPA）」の名称を変更する予定
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参考URL その他備考https://ads-promo.yahoo.co.jp/support/release/30317572.html ▶特記事項なし

【Yahooディスプレイ広告（運用型）】クローラーIPアドレスの変更

動的ディスプレイ広告の商品リストにおいて、定期更新（FTPによる定期巡回）でアップロードファイルを取得す
るクローラーのIPアドレスが変更される。

機能変更｜Yahooディスプレイ広告

定期更新を利用しており、IPアドレスをホワイトリストなどに登録している場合は、変更後の
IPアドレスの追加が必要となる。詳細は以下のとおり。

▼変更するIPアドレス
(変更前)
114.111.127.0/26
114.111.127.64/27
(変更後)
203.216.252.128/26

▼移行期間（2022/7/19～2022/9/1）における注意点
移行期間中は、変更前・変更後の両方のIPアドレスでアクセスする可能性がある。なお、移行
期間終了後は、変更後のIPアドレスを使用したクローラーのみがアクセスするようになる。上
記の移行期間内に変更後のIPアドレスの追加が必要。
ホワイトリストから変更前のIPアドレスを削除する場合は、2022年12月1日以降に実施を行
う。

Yahoo!ディスプレイ広告

機能変更

特になし

▶動的ディスプレイ広告の商品リストにおいて、定期更新（FTPによる定期巡
回）でアップロードファイルを取得するクローラーのIPアドレスの変更を実施す
る。定期更新をご利用で、IPアドレスをホワイトリストなどに登録している場合
は、変更後のIPアドレスの追加が必要となる。

▶特記事項なし

▶特記事項なし
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参考URL その他備考https://support.google.com/google-ads/answer/12351101 ▶2022年7月12日時点で実装済み

【Google広告】P-MAXキャンペーンに新機能が追加

Googleが提供するP-MAXキャンペーンについて、成果改善と自動化に関する新機能が追加された。 追加機能｜Google広告

最適化スコアにP-MAXの最適化案が追加
キャンペーンの伸びしろがある分野を把握できるほか、成果改善につながる最適化案を見つけ
て迅速に対応することが可能

季節性の調整、データの除外がP-MAXの入札戦略に影響される
プロモーションやセールなどの予定されるイベントでコンバージョン率に見込まれる変化（季
節性の調整）、タグ設定の問題やウェブサイトの停止などによるコンバージョン計測の不備期
間のデータ無視（データの除外）が適用

地域ターゲティングの詳細設定の追加
[所在地]か[所在地や興味・関心]に基づいてターゲティングする機能の追加

Google広告

追加機能

複数のキャンペーンタイプで広告を配信している広告主

▶P-MAXキャンペーンにて、以下の3つの主要分野に役立つ新機能が追加。
・成果改善に役立つアイデアをさらに入手
・新しい要素を利用して、お客様独自のビジネス知見に基づいて自動化を誘導
・パフォーマンスに関する詳しい説明で透明性を向上

▶P-MAX使用中のキャンペーンであれば、これらの新機能を活用することで一
層の成果向上が期待できる。

▶スマート自動入札には予測される季節限定イベントが予め考慮されている。
そのため季節性の調整は、短期間でコンバージョン率に急激な変動が予測され
る場合にのみ使用することを推奨。
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最適化を利用する場合のみ利用可能。あくまでも推定値なので実際の成果を保
証するものではない

- すでに追加済み

【LINE広告】 キャンペーン予算の最適化利用時のキャンペーンシミュレーター追加

キャンペーン予算の最適化を利用時、キャンペーン単位のシミュレーターが追加表示 追加機能｜LINE

LINE

追加機能

特になし

 ▽シミュレーション可能項目詳細

ウェブサイトコンバージョン：クリック数、デフォルトCV数
ウェブサイトへのアクセス：クリック数
アプリのインストール：クリック数、アプリのインストール数
友だち追加：クリック数
動画の再生：再生完了数
商品フィードから販売：クリック数、デフォルトCV数

・日予算に基づいた推定パフォーマンスを確認できる
・認知目的の案件でのシミュレーション作成時に参考値として利用



媒体

情報種別

おすすめの
広告主

概要

メリット
活用方法

懸念事項
注意点

参考URL その他備考

・オーディエンスの利用は180日間→180日経過後削除が必要
・オーディエンス生成の結果ボリュームが著しく少ない場合は利用不可
・オーディエンスサイズを確認したい場合はLINE営業担当へ相談
　(AND条件での抽出の場合は事前算出不可)

申し込み時のメールフォーマットが不明なため確認中

【LINE広告】 自動車メーカー(ブランド)ターゲティングの提供

特定の自動車メーカー(ブランド)に興味関心を持つユーザーへの配信が可能 追加機能｜LINE

LINE

追加機能

追加提供セグメントに関連する商材の広告主様

▶左記指定のリストの中からメーカー（ブランド）を指定後、
　広告アカウントにオーディエンスが付与される

▶流れ（申し込みから権限付与まで最短9~10営業日程度）
　1.指定メールフォーマットにて申し込み
　2.オーディエンス作成
　3.権限付与・承認
　4.オーディエンス付与
　5.配信

セグメントの追加に伴い、より細かくターゲティングが行えるようになった
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従来と同様、配信枠の指定はできない

- 既に追加済み

【LINE広告】 LINE NEWS記事面における掲載フォーマット追加

記事面関連記事内にある小さい広告枠(listview)がbigbannerに変更 機能変更｜LINE

LINE

追加機能

LINE広告を配信中の広告主様

▶記事面(summari&detail)の関連記事内にある小さい広告枠(listview)が
　bigbannerに変更

▶対応サイズは1200×628もしくは1080×1080

▶カルーセル広告も対象

広告のサイズが大きくなったことにより、アクティブユーザー数が多いLINE
NEWS面でより多くのユーザーの認知を得られるようになった
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パフォーマンスレポートはリリース以降の配信結果より反映されるため、リ
リース前の配信結果はこれまでの集計単位となる

- 既に追加済み

【LINE広告】 詳細ターゲティング  7月 アップデート情報

階層・タブ追加及び一括選択機能の追加 追加機能｜LINE

LINE

追加機能

特になし

▶一部の詳細ターゲティングに第3、第4階層が追加

▶階層カテゴリごとに一括選択、一括除外が可能に

▶「行動」タブ配下の「購買意向」カテゴリ廃止
　→「購買意向」タブを新たに追加

▶パフォーマンスレポートの集計単位に「購買意向」が追加

入稿作業の効率化、階層が細かく分かれたことにより、より精密なターゲティ
ングが可能になった
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従来と同様、配信枠の指定はできない

- すでに追加済み

【LINE広告】 LINE NEWS面 7月アップデート情報

LINE NEWS面において3点のアップデート 追加機能｜LINE

LINE

追加機能

友達追加広告の配信を行っている広告主様

1.OAメッセージ遷移後のリストページにカルーセル形式の広告を表示
2.記事面のフローティング広告枠に友だち追加広告を配信
3.トップのFOR YOUと話題枠にSmall Image ADの友だち追加広告を配信

トップのFOR YOUと話題枠の記事数（広告枠数）も以下にて増加
FOR YOU：記事数60本+広告6枠⇒記事数90本+広告枠10枠
話題枠：記事数30本+広告3枠⇒記事数45本+広告枠4枠

友達追加広告の配信枠拡大
アクティブユーザー数が多いLINE NEWS面に配信を行える割合が増える
ことで友達追加が効率的に行える可能性があがった
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