2014/2/20 更新
広告
項目

登録可能広告数

Google

Yahoo!SS

YDN

PC・スマートフォン・タブレット

モバイル

PC・スマートフォン・タブレット

モバイル

PC・スマートフォン・タブレット

モバイル

テキスト広告：1広告グループにつき50個まで
IMG広告：1広告グループにつき300個まで
アカウント全体で400万個まで

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

1広告グループ：50個まで

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

1広告グループ：5個まで

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

広告名（文字数）

設定不可

設定不可

50文字まで

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

50文字まで

文字数（タイトル）

半角30文字
全角15文字

半角24文字
全角12文字

15文字

12文字

15文字

文字数（説明文）

半角38文字×半角38文字
全角19文字×全角19文字

半角24文字
全角12文字

19文字

12文字

19文字

PC・スマートフォン・タブレットと同じ
入力画面に応じて、（1）（2）どちらかの規定に沿って作成し
てください。
（1）タイトル文字数：14文字以内
説明文 文字数：19文字以内
（2）タイトル文字数：12文字以内
説明文 文字数：12文字以内
注意事項：全角・半角文字・スペースはすべて1文字と数

サイトリンク

表示URL

最大半角25文字まで

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

半角35文字

半角20文字

※日本語表示URLは19文字まで表示

※日本語表示URLは19文字まで表示

10文字

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

設定不可

29文字

20文字

29文字

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

50文字

1024文字

300文字

1024文字

300文字
PC・スマートフォン・タブレットと同じ

半角2048文字

半角200文字

※サイトリンクのURLはユニークで設定

※サイトリンクのURLはユニークで設定

ひらがな

全角

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

全角

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

全角

カタカナ

全角

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

全角

全角
※モバイルの場合表示は半角

全角

全角
※モバイルの場合表示は半角

英語

半角

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

全角・半角

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

全角・半角

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

数字

全角・半角

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

全角・半角

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

全角・半角

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

全角・半角

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

半角

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

半角

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

（ ） （全角）
( ) （半角）
※括弧記号については、（ ）を1 つの記号とみなす。

（ ） （全角）
( ) （半角）
※括弧記号については、（ ）を1 つの記号とみなす。

（ ） ［ ］ 「 」 『 』 ｛ ｝ ＜ ＞ ≪≫（全角）
( ) （半角）
※括弧記号については、（ ）を1 つの記号とみなす。

（ ） ［ ］ 「 」 『 』 ｛ ｝ ＜ ＞ ≪ ≫（全角）
( ) （半角）
※括弧記号については、（ ）を1 つの記号とみなす。

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

‘ ’ ` ´ （全角）

‘ ’ ` ´ （全角）

‘ ’ ` ´ （全角）
“ ” （全角）

‘ ’ ` ´ （全角）

。、
※日本語文中には使用可（英文間では不可）

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

。 、 （全角）

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

。 、 （全角）

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

使用可能な記号種別（中点）

・
※区別・区分表示として使用可（全角のみ）

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

・ （全角）

・ （全角）
※モバイルの場合表示は半角

・ （全角）※モバイルの場合表示は半角

・ （全角）
※モバイルの場合表示は半角

使用可能な記号種別（カンマ）

．（全角） .（半角）

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

， （全角） , （半角）

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

， （全角） , （半角）

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

使用可能な記号種別（ピリオド）

，（全角） ,（半角）

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

． （全角） . （半角）

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

． （全角） . （半角）

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

リンク先URL

スペース

【】
※略語表記には使用不可
使用可能な記号種別（括弧）

（）〈〉［］「」『』｛｝《》【】
※全角推奨
（）
※略語表記、注釈表記時に使用可能

使用可能な記号種別（引用符）

‘’`´
※タイトル全てを囲うのは不可。
説明文は区切りの使用であれば可。
“”
※タイトル全てを囲うのは不可。
説明文は区切りの使用であれば可。

使用可能な記号種別（句読点）

使用可能な記号種別（アンダーバー）

＿（全角） _（半角）

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

設定不可

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

＿ （全角）

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

使用可能な記号種別（パーセント）

％（全角） %（半角）

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

％ （全角）

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

％ （全角）

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

使用可能な記号種別（アンパサンド）

＆（全角） &（半角）

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

＆ （全角）

設定不可

＆ （全角）

設定不可

： ； （全角）
: ; （半角）

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

： ； （全角）
: ; （半角）

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

： ； （全角）
: ; （半角）

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

設定不可

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

… （全角）

設定不可

… （全角）

―（全角） ー（半角）

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

- （半角）

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

ー （全角）

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

＋ － ± × ÷ ＝ ≠ ∞ （全角）
- +（半角）

＋ － ± × ÷ ＝ ∞ （全角）
- +（半角）

＋ － ± × ÷ ＝ ≠ ∞ ≦ ≧（全角）
- +（半角）

＋ － ± × ÷ ＝ ∞ ≦ ≧ （全角）
- +（半角）

使用可能な記号種別（コロン・セミコロン）
使用可能な記号種別（三点リーダー）
使用可能な記号種別（ハイフン）
使用可能な記号種別（計算記号）
使用可能な記号種別（波型）

- + × = （全て全角。半角OK）
使用可能ではあるが、掲載枠によっては文字化けの可能性
もあるため、推奨されていない

使用不可

使用可能な記号種別（スラッシュ）

／ ＼
※分数や日付に半角スラッシュ使用可。

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

使用可能な記号種別（疑問符・感嘆符）

？！ ?!
※「？」はタイトル説明文各１個使用可。
「！」は説明文のみ使用可。

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

使用可能な記号種別（矢印）

使用可能な記号種別（その他）

使用可能な記号種別
（ギリシャ文字・キリル文字）

使用不可な記号種別

最高表現
「最大」「最高」「最小」「最速」「No.1」
「世界初」などの最大級・絶対的表現のある
クリエイティブ

他社比較
「～より優れている」、「～より早い」など。

／ （全角）
？ ！ （全角）
? ! （半角）

～ （全角）

設定不可

～ （全角）

／ （全角）

／ ＼ （全角）

／ （全角）

？ ！ （全角）

？ ！ （全角）
? ! （半角）

？ ！ （全角）

設定不可

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

設定不可

設定不可

⇒ ⇔ → ← ↑ ↓ （全角）

設定不可

＄ ＊ ♯ ＠ 〃
※注釈表記時に使用可・目立たせる場合は不可。 ～
￥ （全角）
※半角は文字化け

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

￥ ＠ （全角）

￥ ＠ （全角）

￥ ＄ ＊ ＃ ♪ ＠ 〃 〆 ※ 〒 （全角）

￥ ＊ ＃ ♪ ＠ 〃 〆 ※ 〒 （全角）

設定不可

設定不可

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨ
Ω
αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψ
ω
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХ
ЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфх
цчшщъыьэюя（全角）

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨ
Ω
αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψ
ω
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХ
ЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфх
цчшщъыьэюя（全角）

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

≧ ≦ ≠ ± ÷ ♪ … 〆 〒 ※ ☆★○●◎■◆
□◇▲△▽▲♀♂など
機種・環境依存文字

:) :-o) ^_^ → ♥ ☺

顔文字を使用した広告
機種依存文字

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

〖〗、〘 〙などの括弧記号、㈱などの
機種依存文字、&、%、/など
の半角記号（全角は使用可能）

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

広告で宣伝されているウェブサイトにサードパーティによ
る客観的な根拠が提示されている場合使用可。

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

広告で宣伝されているウェブサイトにサードパーティによ
る客観的な根拠が提示されている場合使用可。

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

・広告テキストで使用できない記号
<3 ,=> ,<= ,⇐ ,⇍ ,->, ⇒, :-), :), <, >, ~, »»», ∞, ⋇,Ξ,
****
・記号や句読点を不必要または過度に使用できない
・感嘆符を見出しに使用することはできない
・感嘆符は広告テキスト全体で 1 つのみ使用可
・記号、数字、文字は、本来の用途でのみ使用

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

過度な使用は不可

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

PCと同様

使用不可

使用不可

実証されていない事項を挙げる比較表現、不公平な基準
による比較表現は掲載できません。
比較広告を掲載する場合は、以下を満たす必要がありま
す。なお、業界の公正競争規約で比較広告に対し制限が
ある場合はそれに従う必要があります。

実証されていない事項を挙げる比較表現、不公平な基準
による比較表現は掲載できません。
比較広告を掲載する場合は、以下を満たす必要がありま
す。なお、業界の公正競争規約で比較広告に対し制限が
ある場合はそれに従う必要があります。

「最大」「最高」「最小」「最速」「No.1」「世界初」などの最大
級・絶対的表現のあるクリエイティブは、以下を満たす必要
があります。
(1) クリエイティブ内に第三者によるデータ出典・調査機関
名および調査年が明記されていること。ALT テキストのみは
認められません。
(2) 調査データが最新の1 年以内のデータであること
ただし、以下サービスについては「最大」「最高」「最小」「最
速」「No.1」「世界初」などの最大級・絶対的表現をクリエイ
ティブ内に掲載することはできません。
・スポンサードサーチ
実証されていない事項を挙げる比較表現、不公平な基準
による比較表現は掲載できません。
比較広告を掲載する場合は、以下を満たす必要がありま
す。なお、業界の公正競争規約で比較広告に対し制限が
ある場合はそれに従う必要があります。

使用不可

実証されていない事項を挙げる比較表現、不公平な基準
による比較表現は掲載できません。
比較広告を掲載する場合は、以下を満たす必要がありま
す。なお、業界の公正競争規約で比較広告に対し制限が
ある場合はそれに従う必要があります。

(1) 比較広告で主張する内容が客観的に実証されているこ (1) 比較広告で主張する内容が客観的に実証されているこ (1) 比較広告で主張する内容が客観的に実証されているこ (1) 比較広告で主張する内容が客観的に実証されているこ

ルール（記号）

ルール（スペース）

ルール（変換）

広告変更
ルール（文字カウント）
画像種類
※アニメーション以外
画像種類
※アニメーション
画像種類
※Flash広告
画像ファイルサイズ
※アニメーション以外・アニメーション・Flash広
告

画像ピクセルサイズ
※アニメーション以外

・半角カタカナは使用できない
・強調目的でのアルファベットは使用不可
・タイトルとテキストの重複表現は使用不可
・タイトル説明文・サイトリンクへの電話番号の記載不可
・有料電話番号 日本では、「0570」や「0990」で始まる電
話番号は許可されません。

同じ種別の記号はタイトル・説明文内で2 つまで使用可。
※句読点、中点、カンマ、ピリオドには除く
同じ種別の記号の連続使用はできない。
※記号と記号の間にスペースを挟んだ場合も記号の連続
使用とみなされる。
※ただし、括弧の場合は同じ記号でなければ連続使用も可
能。

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

同種記号の3回以上の使用不可。
同種記号の連続使用不可。

ルール（変換）に記載

ルール（変換）に記載

スペースを装飾的に使用することはできません。

・全角スペースを入力した場合…半角スペースに変換
・半角カナを入力した場合…全角カナに変換
・連続してスペースを入力した場合…１つのスペースのみ
残し、それ以外のスペースは削除
・タイトル・説明文の前後にスペースを入力した場合…タイ
トル前後のスペースを削除

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

・全角スペースを入力した場合…半角スペースに変換
・半角カナを入力した場合…全角カナに変換
・連続してスペースを入力した場合…１つのスペースのみ
残し、それ以外のスペースは削除
・タイトル・説明文の前後にスペースを入力した場合…タイ
トル前後のスペースを削除

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

変更可能。

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

広告（タイトル、説明文、表示URL、リンク先URL）の変更はで
きない。
変更する場合は、新たに広告を作成する。

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

変更可能

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

全角は全角、半角は半角でカウント

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

全角・半角文字・スペースはすべて1 文字とカウント。

PC・スマートフォン・タブレットと同じ

全角・半角文字・スペースはすべて1 文字とカウント。

PC・スマートフォン・タブレットと同じ
ー

.JPEG .JPG .PNG GIF

JPEG、PING
※GIFファイルも使用できるが、PCのIMG広告にガイドライン
仕様を従うことが条件

設定不可

設定不可

JPEG（RGBのみ）
※拡張子「.jpg」「.jpeg」
GIF89a
※拡張子「.gif」

GIF

設定不可

設定不可

設定不可

ー

ー

SWF（Flash）
※モバイルは、Flash対応していない

設定不可

設定不可

設定不可

ー

ー

５KB以下

設定不可

設定不可

50KBまで

ー

・日本標準サイズ
* 192×53、5 KB 未満のファイル サイズ

設定不可

設定不可

（PC・タブレット）
300×250
468×60
728×90
160×600

ー

150 KB 以下
（PC・タブレット）
レクタングル（縦長）: 240×400
バナー: 468x60
ビッグバナー: 728×90
スクエア: 250×250
スクエア（小）: 200×200
レクタングル（大）: 336×280
インライン レクタングル: 300×250
スカイスクレイパー: 120×600
ワイド スカイスクレイパー: 160×600
ハーフページ: 300×600
ビッグバナー（大）: 970×90
ビルボード: 970×50

（スマートフォン）
300×250
320×100
320×50

（スマートフォン）
モバイル ビッグバナー: 320×50
モバイル バナー（大）: 320×100
スクエア（小）: 200×200 （PC・TB共通サイズ）
スクエア: 250×250 （PC・TB共通サイズ）
インライン レクタングル: 300×250 （PC・TB共通サイズ）

画像ピクセルサイズ
※アニメーション

バナー: 468×60
ビッグバナー: 728×90
スクエア: 250×250
スクエア（小）: 200×200
レクタングル（大）: 336×280
インライン レクタングル: 300×250
スカイスクレイパー: 120×600
ワイド スカイスクレイパー: 160×600
ハーフページ: 300×600
ビッグバナー（大）: 970×90

設定不可

設定不可

設定不可

ー

ー

画像ピクセルサイズ
※Flash広告

バナー: 468×60
ビッグバナー: 728×90
スクエア: 250×250
スクエア（小）: 200×200
レクタングル（大）: 336×280
インライン レクタングル: 300×250
スカイスクレイパー: 120×600
ワイド スカイスクレイパー: 160×600
ハーフページ: 300×600
ビッグバナー（大）: 970×90

設定不可

設定不可

設定不可

ー

ー

アニメーションの長さは 30 秒以下
アニメーションをループさせる場合でも、全体の長さは 30
秒以下
GIF 形式のアニメーション広告は毎秒 5 フレーム以下

設定不可

設定不可

設定不可

ー

ー

設定不可

設定不可

設定不可

ー

ー

設定不可

設定不可

設定不可

ー

ー

アニメーションの長さと再生速度

Flashアニメーションの長さと再生速度

アニメーションの長さ：30 秒以下
※ループさせる場合でも、全体の長さは 30 秒以下
Flash 広告：毎秒 20 フレーム以下

Flash のバージョン

現在、AdWords は Adobe Flash Player バージョン 4～
10.1 のみに対応。
他のバージョン（10.2 など）が使用されている広告はアップ
ロードできない。
これらのパラメータを使用すると、Flash 広告が動作しない
可能性あり。

モバイル バナーサイズ
6：1縦横比

設定不可

・6:1 縦横比
* 300×50、7.5 KB 未満のファイル サイズ
* 216×36、4.5 KB 未満のファイル サイズ
* 168×28、3 KB 未満のファイル サイズ

設定不可

設定不可

ー

ー

モバイル バナーサイズ
4：1縦横比

設定不可

・4:1 縦横比
* 300×75、7.5 KB 未満のファイル サイズ
* 216×54、4.5 KB 未満のファイル サイズ
* 168×42、3 KB 未満のファイル サイズ

設定不可

設定不可

ー

ー

設定不可

設定不可

ー

ー

設定不可

設定不可

ー

ー

モバイル バナーサイズ
日本標準比

モバイル マークアップ言語

設定不可

現在、次のマークアップ言語に対応しています。
WML（WAP 1.x）
XHTML（WAP 2.0）
CHTML（i-mode など）
PDA 対応の HTML

・日本標準サイズ
* 192×53、5 KB 未満のファイル サイズ

・マークアップ言語
* wml (WAP 1.x)
* XHTML (WAP 2.0)
* chtml (iMode など)
* PDA 対応の HTML
※通常chtml (iMode など)を使用

2013/12/26 更新
KW
項目

登録可能KW数

サーチキーワード数

除外可能KW数

KW文字数

Google

Yahoo!SS

YDN

1アカウントにつき500万個、
1広告グループにつき2万個まで

1アカウントにつき5万個、
1広告グループにつき対象外キーワードと合わせて2,000個まで

設定不可

設定不可

設定不可

1アカウントにつきサーチキーワードリスト100個まで
1サーチキーワードリストにつきサーチキーワード500個
まで
1広告グループに設定できるサーチキーワードリストは
1個

除外キーワードリストごとに5,000キーワード
リストは１アカウントにつき20個登録可能

キャンペーン：5000個
広告グループ：広告グループ内の登録キーワードと合わせて
2000個

設定不可

80文字

80文字

設定不可

使用禁止文字

：［］｛｝〈〉「」『』∞＃＊※〒≪≫♪＜＞＄【】_%"=/´‘’☆
「」｢｣（）〈〉＜＞<>［］｛｝{}『』《》≪≫“”$･！!？?\／＊＃＠％～⇒…
ｦｧｨｩｪｫｬｭｮｯｰｱｲｳｴｵｶｷｸｹｺｻｼｽｾｿﾀﾁﾂﾃﾄﾅﾆﾇﾈﾉﾊﾋﾌﾍﾎﾏﾐﾑﾒﾓﾔﾕﾖﾗﾘﾙﾚ ★ｨｩｪｫｬｭｮｯｱｲｳｴｵｶｷｸｹｺｻｼｽｾｿﾀﾁﾂﾃﾄﾅﾆﾇﾈﾉﾊﾋﾌﾍﾎﾏ
ﾛﾜｵﾝ
ﾐﾑﾒﾓﾔﾕﾖﾗﾘﾙﾚﾛﾜｵﾝ<>｀〃〆

ルール（変換）

・キーワードに記号は使用不可！！！！ただし、「＆」とアクセント記号（á など）は例
外
・「bed and breakfast」と「bed & breakfast」は別ワードです！重複にはなりませ
ん！！
・「sidewalk cafe」と「sidewalk café」は異なる
・「T-rex」は「T rex」と同一ワードなので重複！
・「Fifth Ave.」は「Fifth Ave」と同一 ワードなので重複！！！

キーワード入札価格

1円～9,999円
※1円単位で設定可能

・全角スペースを入力した場合…半角スペースに変換
・半角カナを入力した場合…全角カナに変換
・連続してスペースを入力した場合…１つのスペースのみ残
し、それ以外のスペースは削除
・KWの前後にスペースを入力した場合…KW前後のスペース
を削除
1円～9,999円
※1円単位で設定可能

〖〗、〘 〙などの括弧記号、㈱などの
機種依存文字、～（波形）、&、%、/の半角記号
送り仮名の補正 ・組み合わせキーワードの補正
半角カタカナを全角カタカナに変換
全角英数字・半角英数大文字を半角英数小文字に
変換
旧字体を新字体に変換
設定不可

2014/2/7 更新
広告Gr
項目
１キャンペーンあたりのグループ数
１グループあたりの広告数
広告グループ入札価格
広告グループ名（文字数）
画像名（文字数）

スマートフォン入札価格調整率

ウォッチリスト

Google

Yahoo!SS

YDN

20,000

2000

1000

テキスト広告：50個まで
ディスプレイ広告：300 個まで（イメージ広告を含む）
1円～9,999円
※1円単位で設定可能

50

50

1円～50000円
※1円単位で設定可能

1円～50,000円
※1円単位で設定可能

半角255文字 全角127文字

50文字まで

50文字まで

全角91文字

設定不可

ー

-90%～+300% の範囲
-100% に設定すると、携帯端末への広告配信は行われない。キャンペー
ンのモバイル向けの入札単価調整が -100% である場合は、広告グルー
プのモバイル向けの入札単価調整は適応されない。

引き上げ率：0％～300％
引き下げ率：1％～90％
※広告グループのスマートフォン入札価格調整率を設定しない場合は、
キャンペーンのスマートフォン入札価格調整率を適用

設定不可

設定可能（名称ラベル）

設定可

設定不可

キーワードは除外キーワード リストごとに 5,000 個まで
（リストは２０個まで）

1広告グループに登録キーワードと合わせて2000個設定可

設定不可

広告グループのターゲット数
（キーワード、プレースメント、ユーザー層リス
ト、
商品ターゲットなど）

広告グループごとに 20,000 個（アカウントごとに 500 万個）

設定不可

ー

広告グループのターゲット
（キーワード、プレースメント、ユーザー層リス
ト、
商品ターゲットなど）

コンテンツ ターゲット
キーワード ターゲット
トピック ターゲット
トピック ターゲット
オーディエンス ターゲティング
デバイスのターゲット設定

設定不可

インタレストカテゴリーターゲティング
サイトカテゴリーターゲティング
地域ターゲティング
（都道府県単位市区郡単位）
曜日・時間帯ターゲティング
（曜日、時間帯を1時間単位で設定）
年齢ターゲティング
・12歳～14歳
・15歳～17歳

-90%～+900% の範囲で入札単価調整可能（モバイルも同様）

設定不可

ー

対象外キーワード

曜日・時間帯

2013/12/26 更新
CP
項目
1アカウントあたりのキャンペーン数
キャンペーン名（文字数）
スケジュール設定
キャンペーン予算（日額）

Google

Yahoo!SS

YDN

10,000個

100

1000
全角、半角問わず最大50文字まで
※アカウント内で同一のキャンペーン名は利用でき
ない。
開始日・終了日設定可
※開始日、終了日には、過去の日付は設定できな
い。

全角64文字まで

全角、半角問わず最大50文字まで
※アカウント内で同一のキャンペーン名は利用できない。

開始日・終了日設定可
※開始日、終了日には、過去の日付は設定できない。

開始日・終了日設定可
※開始日、終了日には、過去の日付は設定できない。

1円以上、1円単位で設定可

100円以上、100円単位で設定可

100円以上、1円単位で設定可

入札方法

手動
自動

手動
自動

手動
自動

配信方法

標準: 広告を 1 日の中で均等に表示
集中化: できるだけ早い時間帯に広告を表示します

1日の中で均等に広告表示
できるだけ早い時間帯に広告表示

ー

モバイル向けの入札単価調整は -90%～+300% の範囲で設定すること
が可能。
-100% に設定すると、携帯端末への広告配信は行われない。

スマートフォン入札価格調整率
引き上げ率：0％～300％
引き下げ率：1％～90％

ー

国単位で設可能
半径1KMから設定可能だが、推奨は20KM以上
1万ヶ所まで設定可能（除外地域含む）

都道府県まで
都道府県ごとに調整率設定可
地域判別の詳細設定可

広告グループで設定可

１日につき６件
15分単位で設定可能
-90%～+900% の範囲で入札単価調整可能

１日につき６件
15分単位で設定可能
-90%～+900% の範囲で入札単価調整可能

広告グループで設定可

検索ネットワーク
ディスプレイネットワーク

検索を含むすべての広告掲載方式
検索のみ

・インタレストマッチ
・ターゲティング
・モバイル
・トップページプロモーション
・センターテキスト
・リーディングテキスト
・サイトリターゲティング
・モバイルバナー
・トップページプロモーション サイトリターゲティング
・[特別] スマートフォントップパネル
・[特別] スマートフォントップパネル サイトリターゲ
ティング
・[特別] スマートフォントップバナー
・[特別] スマートフォントップバナー サイトリターゲ
ティング
・その他の広告

クリック重視で最適化（デフォルト）
コンバージョン重視で最適化
均等にローテーション
無期限にローテーション

最適化して配信（クリック率の高い広告を優先的に配信）
均等に配信（90日間均等に配信、その後最適化）
無期限で均等に配信（最適化しない）

ー

設定可（名称ラベル）

設定可

ー

日本語以外にも様々な言語に対応

日本語のみ

ー

デバイス設定

地域設定

曜日・時間帯

広告掲載方式の指定

広告表示の最適化

ウォッチリスト
言語

2013/12/26 更新
電話番号オプション
項目

スケジュール設定

時間帯設定
曜日設定
電話番号の種類種別
デバイス
文字数
ファックス番号

登録可能件数

国

Google
電話番号表示オプションを表示する期間、曜日、時間
帯を指定することができます。

15分単位での設定が可能。

Yahoo!SS

YDN

開始日は「設定しない」、もしくは任意の日付を設定。
終了日は「設定しない」または任意の日付を設定。
ただし、開始日、終了日に過去の日付を設定することはできな
い。

ー

15分単位での設定が可能。
時間帯は1日につき6件まで設定可能。

ー

設定可能

設定可能

ー

フリーダイヤル、一般電話、携帯電話、通話料分担課
金、特別有料電話の番号を使用できる。

着信課金用（0120）、着信課金用（0800）、
統一番号用（0570）、市外局番から始まる電話番号

ー

全てのデバイスで使用可

全てのデバイスで使用可

ー

半角 35 文字以内

00000-00000-00000
上記形式で入稿。最大半角5文字ずつ入力可能。

ー

使用不可

使用不可

ー

キャンペーン毎又は広告G毎に20件

200件/アカウント
20件/キャンペーン
20件/広告グループ

ー

世界で使用可能

日本のみ

ー

2013/12/26 更新
クイック・サイトリンクオプション
項目
クイックリンクURL
配信本数（PC・タブレット）

Google

Yahoo!SS

YDN

リンク先 URL は 2048 文字以内

最大1024文字まで入力可能。

ー

2～6件まで

最大4件まで。
※Yahoo! JAPANのメイン検索の場合
最大4件まで。
※Yahoo! JAPANのメイン検索の場合

ー

配信本数（スマホ）

4件まで

スケジュール設定

電話番号表示オプションを表示する期間、曜日、時間帯を指定すること
ができます。

開始日は「設定しない」、もしくは任意の日付を設定。
終了日は「設定しない」または任意の日付を設定。
ただし、開始日、終了日に過去の日付を設定することはできない。

ー

15分単位での設定が可能。

15分単位での設定が可能。
時間帯は1日につき6件まで設定可能。

ー

設定可能。

設定可能。

ー

キーワードの挿入は不可: リンク テキストではキーワード挿入機能を使
用できない。無許可での商標使用は不可:
商標権所有者様が商標使用許諾リクエストを提出しており、Google が該
当の商標の使用を許可している場合を除き、リンク テキストで商標名を
使用することはできない。

広告と同じルール。

ー

広告と同じルール。

広告と同じルール。

ー

同じキャンペーンや広告グループの複数のサイトリンクに、同じリンク
先ページまたは同じコンテンツを割り当てることはできない。
また、サイトリンクのリンク先ページに、広告のリンク先ページと同じもの
を指定することもできない。

1キャンペーン、もしくは1広告グループにつき複数の
クイックリンクオプションが関連付けられていても、
「開始日」「終了日」「曜日・時間帯」の共通部分が無く、
配信可能なクイックリンクオプションが2本未満になった場合、
関連付け本数が不足するためクイックリンクオプションは配信されない。

ー

ルール（変換）

広告と同様
記号などは使用しないほうがベター

・全角スペースを入力した場合…半角スペースに変換
・半角カナを入力した場合…全角カナに変換
・連続してスペースを入力した場合…1つのスペースのみ残し、それ以外の
スペースは削除
・説明文の前後にスペースを入力した場合…説明文前後のスペースを削除

ー

テキスト文字数

半角 25 文字以内

10文字

ー

各キャンペーン 10 個またはそれ以上追加することが可能

最大4件までが広告掲載面に表示
200件/アカウント
20件/キャンペーン
20件/広告グループ

ー

時間帯設定
曜日設定

テキスト

URL

その他

設定本数

拡張サイトリンク

拡張サイトリンク文字数

国

設定可能。

設定不可

ー

タイトル：12（全角）
リンクテキスト1：17（全角）
リンクテキスト2：17（全角）

設定不可

ー

世界で使用可能

日本のみ

ー

2013/12/26 更新
アプリDL広告
Google

Yahoo!SS

YDN

デバイス

項目

タブレット・SP

タブレット・SP

タブレット・SP

タイトル

全角12文字

12文字
※挿入機能、補完テキスト設定可。

ー

説明文

17文字ｘ2行（34文字）

17文字ｘ2行（34文字）
※結合して1行で表示

ー

制限なし

1024文字

1024文字以内

リンク先URL
ウォッチリスト
その他

ルール（変換）

ルール（その他）

設定不可

設定可

ー

審査完了後、配信が開始されるまでに
24時間程度かかる場合があります

審査完了後、配信が開始されるまでに
24時間程度かかる場合があります

ー

広告と同様
記号などは使用しないほうがベター

・全角スペースを入力した場合…半角スペースに変換
・半角カナを入力した場合…全角カナに変換
・連続してスペースを入力した場合…1つのスペースのみ残
し、それ以外のスペースは削除
・説明文の前後にスペースを入力した場合…説明文前後のス
ペースを削除

ー

特定OSに向けて広告の配信は可能ですが、
そのアプリをインストール可能な端末にのみ表示さ 基本的にデバイスを指定して広告を配信することはできませ
ん。
れる。つまり、Android 向けアプリの広告は、
※特定デバイスのみダウンロードできるアプリの場合は、
Android 搭載端末にのみ表示され、iOS 搭載端末
当該デバイスのみに広告配信が可能です。
には表示されない。 また、タブレット向けアプリの広
※アプリ広告には、「スマートフォン入札価格調整率」が適用さ
告は携帯電話には表示されない。
れるため、当該調整率を「引き下げ率100%」に設定することで
タブレットにのみ広告を配信することが可能です。

ー

2013/12/26 更新
その他オプション
項目

キーワードアドバイスツール

広告プレビューツール

操作履歴

対象外キーワードツール

コンバージョン測定

Google

Yahoo!SS

YDN

キーワード、ウェブサイトのURL、その他の入力条件などを入力し、
関連するキーワード候補や各種推定データ
（月間検索数や推定コストなど）を
過去の実績に基づいて表示するツールです。

キーワード、ウェブサイトのURL、その他の入力条件などを入
力し、
関連するキーワード候補や各種推定データ
（月間検索数や推定コストなど）を
過去の実績に基づいて表示するツールです。

ー

広告プレビューツールは、インプレッションを発生させることな
く、
通常のYahoo! JAPAN検索結果ページと同じように、
広告を表示することができます。キーワードまたはフレーズ、
地域設定をして広告のプレビューを表示します。
広告のオン/オフや入札価格変更などの操作履歴を参照できま 広告のオン/オフや入札価格変更などの操作履歴を参照で
す。
きます。
また、取得期間を指定し、操作履歴をダウンロードすることもできま また、取得期間を指定し、操作履歴をダウンロードすることも
す。
できます。
広告プレビューツールは、インプレッションを発生させることなく、
通常のYahoo! JAPAN検索結果ページと同じように、
広告を表示することができます。キーワードまたはフレーズ、
地域設定をして広告のプレビューを表示します。

ー

広告のオン/オフや入札価格変更などの操作
履歴を参照できます。
また、取得期間を指定し、操作履歴をダウン
ロードすることもできます。

キャンペーンまたは広告グループに、
対象外キーワードを登録することができます。

キャンペーンまたは広告グループに、
対象外キーワードを登録することができます。

ー

広告をクリックしてサイトに訪れたユーザーの
購入、申し込み、会員登録、資料請求などの
アクションをコンバージョン（成果）として測定します。

広告をクリックしてサイトに訪れたユーザーの
購入、申し込み、会員登録、資料請求などの
アクションをコンバージョン（成果）として測定します。

広告をクリックしてサイトに訪れたユーザーの
購入、申し込み、会員登録、資料請求などの
アクションをコンバージョン（成果）として測定し
ます。

設定不可

ー

目標CPA単価と広告、予算の指定のみで実施可能。目標CPAに
ディスプレイキャンペーンオプティマイザー（DCO）
向けて、面の最適化とターゲットに合わせた入札単価調整の両方
を、自動的に最適化する機能。上限CPC設定も可。

2014/1/31 更新
ターゲティング
Targeting Name
性別
年齢
曜日・時間帯
地域
プレイスメント
サイトカテゴリー・トピック・コンテンツ
インタレストカテゴリー・インタレストカテゴリ
サーチターゲティング
サーチコンパニオンマーケティング
シミラーユーザー
リマーケティング・サイトリターケティング
ダイナミックリマーケ

Google
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

YahooSS
○
○
○
-

YDN
○
○
○
○
○
○
○
○
○
-

備考
Yahoo!の方が細かく設定可能
Googleは半径の指定が可能、住所表示オプションを使用可能、Yahoo! 市町村単位
Yahoo!277個設定可能
Yahoo!561個設定可能、Google 2,134個設定可能

YDNはメインタグでのシミラーユーザーしか設定しかできない。
Googleの方がクッキー期間、フリークエンシーキャップの面で細かく設定可能

サーチターゲティング（Y）とサーチコンパニオンマーケティング（G）の違い
■検索クエリ
Q：当該キャンペーンで、どういったクエリで配信されたか確認できるか？
サーチターゲティング（Y）
確認できる
⇒ つまりどういったクエリが効果が良いかわかるため、施策改善の余地ができる
サーチコンパニオンマーケティング（G）
確認できない
⇒ あくまでもSCMキャンペーン全体の効果しか見られない
■表示タイミング
Q：ユーザーがどういった行動をした際に配信されるか？
サーチターゲティング（Y）
あらゆるタイミング
⇒ 過去30日間のユーザー履歴にもとづいてYDN枠に配信
サーチコンパニオンマーケティング（G）
検索行動直後
⇒ ユーザーが設定したキーワード（拡張あり）で検索して最初にクリックされた（GDN枠がある）ページに配信
■検索エンジン
Q：それぞれのターゲティングはどの媒体で検索された時に機能するか？
サーチターゲティング（Y）
Yahooで検索された履歴のみ
サーチコンパニオンマーケティング（G）
Yahoo、Googleで適応される
⇒YahooがGoogleのエンジンを使用しているため
■使用できるキーワード
Q：設定できるキーワードの種類は？
サーチターゲティング（Y）
登録されているキーワードのみ
サーチコンパニオンマーケティング（G）
あらゆるキーワードで使用可能

