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1 
画面が見えない場合： 

ポップアップブロッカーを解除してください。 

2 
音が聞こえない場合： 

ブラウザをリフレッシュしてください。  

3 
質問がある場合： 

Q&Aボックスから質問してください。 

4 
セミナーについてフィードバックがある場合： 

アンケートにご協力ください。 

5 
もう一度視聴したい場合： 

後日、録画動画のリンクにアクセスください。 
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1 エンハンストキャンペーンの作り方（検索） 

2 入札単価調整について 

3 テキスト広告の作り方 

4 サイトリンクについて 
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マルチスクリーン化に対応する強力なマーケティング ツール  
デバイス、場所、時間帯に応じて 

入札単価を管理できます。 

新しいコンバージョン タイプを測定可能な 

先進的なレポート機能  
通話、デジタル ダウンロード、実店舗での 

購入、クロスデバイスでのコンバージョンと 

いった新しいコンバージョン タイプを 

トラッキングできます。 

(日本では将来的に利用可能) 

ユーザーのコンテキストに応じた 

最適な情報を表示する高度な広告  
ユーザーの利用環境やデバイスの機能
に応じて、適切な広告やサイトリンク、
アプリ、広告設定オプションが自動的
に表示されます。 

これらすべてを一つのキャンペーンで実現することができるようになります 

エンハンスト キャンペーンの機能 
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• キャンペーン管理ページより、「新しいキャンペーンの作成」ボタンをク
リック 

 

• 作成したいキャンペーンタイプを選択 
 
 

Step 1 – 新しいエンハンスト キャン
ペーンの作成 
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• デフォルトでは、「標準」に設定されています 

 

• エンハンスト キャンペーンのフル機能をご利用頂くために、「すべての機
能」に変更 

 
 

Step 2 – 新しいエンハンスト キャン
ペーンの作成 
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設定画面の変更点 

旧来キャンペーンの「設定」ページ 

エンハンスト キャンペーンの「設定ページ」 
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• 広告クリエイティブ、キーワード、上限クリック単価を設定し、新しい広告
グループの保存 

 

Step 3 – 新しいエンハンスト キャン
ペーンの作成 
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• キャンペーン設定ページに誘導 
• キャンペーン最適化のための豊富な詳細オプションが利用可能 
• 時間帯、ロケーション、デバイス別の単価調整比率を設定  

 
 

Step 4 – 新しいエンハンスト キャン
ペーンの作成 
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旧来キャンペーンのアップグレード方
法 

 
Step-1. AdWords でアップグレードするキャンペーンを開く 
 

 
Step-2. キャンペーン上部に表示されているアラートより、「アップグレードを開
始」を選択 
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旧来キャンペーンのアップグレード方
法 

 
Step-3. モバイルの入札単価調整を設定する 
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旧来キャンペーンのアップグレード方
法 

 
 Step-4.エンハンスト キャンペーンへの移行が完了したのを確認 
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1 エンハンスト キャンペーンのローンチ後、新しく作成されるキャンペーンは、エン
ハンストがデフォルトとなる.  

2 
2013 年6月1日からの自動移行が始まるまでの間、引き続き旧来型キャンペーン
に戻すことができます。しかしながら、弊社では、新機能の利便性を受けて頂くた
めに、新しく作成する全てのキャンペーンをエンハンストにして頂くことを推奨して
います。  

3 検索キャンペーンまたはハイブリッドキャンペーンでは、デバイス、OS、キャリア
ターゲティングができません。2月8日以降、新しいエンハンスト キャンペーンを作
ると、これらのターゲティングオプションはご利用いただけません。ディスプレイに
ついては、端末モデル、キャリア、OSターゲティングできます。 

4 

 
一度、エンハンスト キャンペーンを作成すると、広告主様は、モバイル単価の調整
比を指定する必要があり、必要に応じて、テキスト広告のうち「モバイル優先広告」
を指定してください。 モバイル優先広告がないと、通常のテキスト広告はすべてに
配信されます。 
 

キャンペーン作成の変更点まとめ 
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• エンハンスト キャンペーンでも、品質スコアの評価方法は変わりません 

• デスクトップ キャンペーンをアップグレードして、他の変更を加えなかった場合、
デスクトップでの品質スコアの履歴はそのまま残ります 

• キャンペーンを統合するためにモバイル専用キャンペーンを一時停止する場合、
品質スコアを維持するには、元のモバイル広告を新しいエンハンスト キャン
ペーンのモバイル最適化広告としてコピーする必要があります 

• キーワードの品質スコアはデバイスごとに計算されるため、モバイルでの 
掲載結果がデスクトップでの品質スコアに影響することはありません 

• AdWords 管理画面のレポートに表示されるスコアは、各デバイスでの 

品質スコアの平均値となります（検索ボリュームにより加重平均されます） 

1 

2 

3 

4 

5 

品質スコアに対する影響 
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コンバージョン トラッキングはアカウント単位の機能であるため、 
タグの再設定が必要になる場合があります。 

シナリオ 
コンバージョン トラッキング 
タグの再設定の必要性 

次のステップ 

モバイルとデスクトップで分けてい
たアカウントを統合する 

必要 統合したアカウントで、モバイルと PC での両方のコンバージョン
にタグを設定するようにします 

モバイルとデスクトップで分けてい
たキャンペーン（同一アカウント内）
を統合する 

不要 モバイル サイトにタグを設定していない場合は、この機会にタグを
設定して、モバイルでの広告掲載の成果を正確に測定することを
おすすめします 

キャンペーンをエンハンスト  
キャンペーンにアップグレードする 

不要 なし 

コンバージョントラッキングについて 
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1 エンハンストキャンペーンの作り方（検索） 

2 入札単価調整について 

3 テキスト広告の作り方 

4 サイトリンクについて 
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地域、デバイスで入札金額を管理したい場合、キャンペーンを複製
する必要がありました。これは管理上つぎの問題を生んでいました: 
 
 

• キーワードカバレッジに一貫性がない 

• スケールしない 

• 膨大な数のキャンペーンの管理が大変である 

• その他いろいろ:( 
 

エンハンストキャンペーン以前は… 
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入札単価調整とは？ 
 

• 単価調整はキャンペーンレベルでまず行われ、キーワード、広告グループレベルで設定している単価

に上乗せして適用されます。 

• 1つ以上の単価調整の場合、同じキャンペーンに掛け合わせて適用されます。 

 

NOTEs 

入札単価調整は常に必要なわけではない 
例えば、コンバージョントラッキングを導入していて、自動化ツール（eCPC、CO等）を利用している広
告主は、入札単価調整と同様の働きを自動化ツールが行なってくれるため、入札単価調整を別途使用する
必要はない 

 

戦略的な入札コントロールのための入
札単価調整 

キャンペーンレベルで単価調整を適用できる軸は？ 
 

• 地域: 都市、カスタム地域等毎に単価調整が可能、地域毎にレポートが見れる 

• デバイス: モバイルデバイスのROI が最適化できる 

• 時間: 時間帯毎のビジネスチャンスに合わせて単価調整が可能 

• 更に新しい軸も今後追加予定！ 

 
*ディスプレイネットワークキャンペーンでも同様に広告グループレベルの単価調整が可能 
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ツール/機能 対応状況 機能 

自動化ルール 対応 入札単価調整は、キーワードレベルまたは広告グループレベルの最終入札単価に
上乗せして適用されます。最終入札金額が、管理画面上での手動による設定、
自動化ルールによる設定、APIによる設定など、どんな方法でセットされても、その
最終金額に上乗せされます。 

コンバージョン  
オプティマイザー 

一部対応 コンバージョン オプティマイザーは、モバイル用単価調整比が -100% の場合を除
き、設定された入札単価調整より優先されます。 

拡張 CPC 対応 入札単価調整は、拡張 CPC により最適化された入札単価に適用されます。 

AdWords  
キャンペーン  
エクスペリメント 

対応 • 入札単価調整は、既存のテストにも適用されます（コントロール グループとテスト 
グループの両方に等しく適用されます）。 

• ただし、AdWords キャンペーン エクスペリメントを使用して、入札単価調整を
変更した場合をテストすることはできません。 

商品リスト広告 対応 • 商品リスト広告はどのデバイスでも同じように機能しますが、モバイル デバイス
に表示される場合はモバイルの入札単価調整が優先されます。広告主様が
フィードに手を加える必要はなく、Merchant Center への影響も一切ありません。 

ディスプレイ  
キャンペーン  
オプティマイザー 

一部対応 ディスプレイ コンバージョン オプティマイザーは、モバイル用単価調整比が -100% 
の場合を除き、入札単価調整より優先します。 
 

ツールや機能のエンハンスト キャンペーン
への対応状況 
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「すべてのオンラインキャンペーン」内の「設定」という新しいサブタブ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域別の入札単価調整の設定と地域
ターゲット 
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パフォーマンス閲覧、入札調整、地域ターゲットの編集 

地域ターゲットしたロケーションに対して、入札単価の調整可能  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

入札単価調整のカラムをクリックし、インライン編集で (-90 - +900%)の数字を
入力します 

地域ターゲットの設定 
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検索の意図と物理的な場所を踏まえて、入札調整と地域管理をします 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

物理的ロケーションに基づくパフォー
マンス確認 
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一つないし複数のロケーションを選択し、新しいターゲットを追加したり、入札

単価を調整します 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

入札単価設定のためにロケーション設
定 
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「すべてのオンラインキャンペーン」内の「設定」サブタブ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

モバイルデバイスのための入札単価調
整 
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「入札単価調整」のカラムをクリックして、フルブラウザ対応のモバイルデバイ

ス用に入札単価をセットします 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

デバイスの入札単価調整比は  
-100% から +300%.  
 

引き下げ率 100% はモバイルデバ
イスへの配信をオプトアウトする
意味となります 

モバイルデバイスのための入札単価調
整 
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「すべてのオンラインキャンペーン」内の「設定」サブタブ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

時間帯別の入札調整：一つの画面で、
入札調整、レポーティング、高度なス
ケジュール設定が可能 
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「入札単価調整」の列より、インラ
イン編集 (-90% - +900%) 
 
一日あたりの時間別設定の上限は、6
つまで 

パフォーマンスチェック、入札調整、
スケジュール編集 
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• もし、設定した入札調整比率が重なった場合、オークションに入る単価は掛け

合わせになります   
 

最終的な上限クリック単価の算出のための計算式 

(デフォルト単価、または手動設定単価) x (入札単価調整 1) x (入札単価調整 2)  

x (入札単価調整 3) 
 
 

• 最終的な入札単価の計算は、複数の入札単価調整比を設定しているキャンペー

ンでは、自動的に表示されます 
 
 

入札調整比率の掛け合わせ 
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例: 

デフォルト単価: 100円 

地域の入札単価調整比率:  サンフランシスコ + 20% 

時間の入札単価調整比率:    土曜日 - 50% 

デバイスの入札単価調整比率: : フルインターネットブラウザのモバイル + 10% 
 
 

サンフランシスコで、土曜日、モバイルで検索するユーザーには: 

= デフォルト単価 100円 X (サンフランシスコ 1.2) X (土曜日 0.5) 

 X (モバイル 1.1) = 100円 X 0.66  

 

最終の上限クリック単価 = 66円 (or -34% of original bid) 
 
 

注意: 掛け合わせの最大上限金額は10倍まで (e.g. including Device, Location 

and Time). 
 

入札調整比率の掛け合わせの例 
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掛け合わせ計算ツールは、重ね合わせの調整比率がいくらか算出するのに利

用できます 

掛け合わせ計算のサポートツール 
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掛け合わせ計算のサポートツール 
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入札調整の掛け合わせのベストプラクティスのための6つの手順: 
 

1. まず最初にもっとも重要な軸で入札単価調整をセット 

2. 生じるパフォーマンス結果を許容する 

3. その他のディメンジョンのパフォーマンスをレビュー 

4. つぎに二番目に重要な軸について、入札単価調整をかける 

5. 必要に応じて繰り返す 

6. 定期的にレビューし、必要に応じて入札比率を調整する 

入札掛け合わせのベストプラクティス 
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1 エンハンストキャンペーンの作り方（検索） 

2 入札単価調整について 

3 テキスト広告の作り方 

4 サイトリンクについて 
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テキスト広告には、「モバイル優先」のフラグを付けることができます 

 

o エンハンスト キャンペーンでは、全てのデバイスをまたいで広告が配信さ

れます。モバイルデバイスに優先的に掲載したい広告には、それを指定で

きるので、今後は、デバイス固有のキャンペーンを作成する必要がありま

せん。 

 

 

o モバイル優先のフラグを付けることで、外出中のユーザーのために、見出

し、説明分、URL、エクステンションなどのメッセージングを調整するこ

とができます。 

o 注記: ただし、広告グループ内にモバイル優先広告しか入れていない

場合には、デスクトップやタブレットに掲載されます。  

一つのキャンペーンですべてのデバイ
スに最適な広告が可能 
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すべてのデバイスをターゲットする広
告クリエイティブの作成 
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モバイル優先広告の作成 
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広告クリエイティブのコピー 
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特定デバイス優先広告の見分け方 
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デバイス設定の一括編集 
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デバイス設定の一括編集 
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モバイル優先広告のヘルプツール 
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エンハンストキャンペーンでは、デジタルダウンロードのプロモーションが容易

になります 

 

o エンハンストキャンペーンで利用可能な新しい ‘アプリ/デジタルコンテンツ広

告’ テンプレートは、Google Play や App Store などのストアから直接、互換

性情報を取得します 

o キャンペーン設定において、デバイスやキャリアやOSを指定する必要がなく

なります。関連のある最適なデバイスに広告テンプレートを配信します。(ie. 

ad for an iOS app will not show on an android phone)  

o 自動的に、アプリアイコンや価格などの情報を抽出します 

o エンハンストキャンペーンに合わせて、タブレット用の Click to download も

ローンチしました 

 
 
 

アプリ リンク設定オプションの新しい
テンプレート 



Google Confidential and Proprietary 

アイコンと価格が自動表示 
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アプリ リンク設定オプション ：アプ
リ プロモーション テンプレートを使
用する 
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アプリ リンク設定オプション ：アプ
リ プロモーション 広告を選ぶ 
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アプリ リンク設定オプション ：アプ
リ プロモーション 広告を作成する 
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1 エンハンスト キャンペーンを利用すれば、デスクトップとモバイルのキャン
ペーンを分けて作成する代わりに、一つのキャンペーンですべてのデバイス
に簡単にメッセージを訴求できます。 

2 デフォルトで広告はすべてのデバイスに配信。必要に応じてモバイル優先に
フラグを付けることができます。 

3 デバイス優先設定において、一括編集可能 

4 新しいアプリエクステンション用のアプリ広告テンプレートと、本や音楽の
Click to Download は今後ローンチ予定. 

テキスト広告の変更点まとめ 
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1 エンハンストキャンペーンの作り方（検索） 

2 入札単価調整について 

3 テキスト広告の作り方 

4 サイトリンクについて 
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既存のサイトリンクをアップグレードするための 5 つの手順: 
 

1. 管理画面の左ナビゲーションから「全てのオンラインキャンペーン」をクリック 

2. 画面中央の「広告設定オプション」タブをクリック 

3. 「表示」のドロップダウンメニューより、「サイトリンク」を選択 

4. ドロップダウンメニューから「アップグレードする」を選択 

5. 二つのテーブルがあり、一つはキャンペーンレベルで作成するサイトリンクのための

もの、もう一つは、広告グループレベルのためのもの 

 
 

アップグレードしたサイトリンクは、旧来のサイトリンクと同じ場所からアク
セスできます（「広告設定オプション」タブ） 

サイトリンクのアップグレード 
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サイトリンクを新規作成、または広告グループに既存のサイトリンクを追加すると、
自動的にサイトリンクがアップグレードされます 

新しいサイトリンクの作成 
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いつでもアップグレードしたサイトリンクとそうでな
いサイトリンクを切り替えできます 

アップグレード済みか否かの見分け方 
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1. パフォーマンスレポート 
 

2. 広告グループレベルでの設定 
 

3. サイトリンクのコピー機能 
 

4. モバイル優先サイトリンク 
 

5. サイトリンクのスケジュール設定 

アップグレードされたサイトリンクの
５つの機能 
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個々のサイトリンクのパフォーマンスと承認状況が容易に俯瞰 

1. パフォーマンスレポート 
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広告グループレベルのサイトリンクの上書き: 

• デフォルトでは、すべての広告グループは、キャンペーンレベルのサ

イトリンク設定を利用 

• もし広告グループ用にサイトリンクを作ると、それが優先されて表示  

• キャンペーンレベル/広告グループレベルのいずれにおいても、サイト

リンクのセットはなし 
 
 
 

2. 広告グループレベルでの設定 
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サイトリンクを簡単に複製できます。これは、たとえばモバイルデバイス
のために、既存サイトリンクを調節したいときに便利です 
 
 

3. サイトリンクのコピー機能 
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モバイルに優先させて表示させたいとき、とてもシンプルで、サイトリンクを
編集し、「デバイス設定」にチェックを付けるだけです 
 
 

4. モバイル優先のサイトリンク 
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あるキャンペーンや広告グループのみで、モバイル上では、サイトリンクの表示
を無効にすることもできます（たとえば、広告掲載の目的が電話での問い合わせ
のときで、その他の拡張オプションを出したくないとき） 
 
 

モバイルの場合のサイトリンク非表示 
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サイトリンクを表示させる時間帯をスケジューリングできます（たとえ
ば、店舗営業時間内のときにだけ店舗検索のサイトリンクを表示させた
い場合） 
 
 

5. 注目機能：サイトリンクのスケ
ジュール設定 
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現在のサイトリンク 新しいサイトリンク 

作成 キャンペーンレベルのみ キャンペーン/広告グループの両
方 

審査 キャンペーンレベルでまとめて審査 個々で審査 

編集 編集すると過去のパフォーマンス統
計がゼロリセット 

インライン編集で、パフォーマ
ンス統計の引き継ぎ 

レポート サイトリンクの集合データ 各１リンクごとのデータ 

モバイル モバイル優先機能なし モバイル優先機能/モバイル非表
示機能あり 

アップグレードしたサイトリンクは、たくさんの目玉の新機能をつかって、サイト
リンク管理を最適化します。 

サイトリンクの変更点まとめ 
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Please fill out our feedback survey in the widget or pop-
up window before you leave. We appreciate your input! 

Questions? 

Q&A 
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エンハンスト キャンペーン シリーズのご紹介 

第1回目 3/7 6:00pm〜  

エンハンストキャンペーンのご紹介 

 

第2回目 3/14 6:00pm〜 

エンハンストキャンペーン 新しい機能の詳細説明と操作方法 

 

第3回目 3/21 6:00pm〜 

エンハンストキャンペーン ディスプレイキャンペーンのアップデート 

 

第4回目 4/11 6:00pm〜  

エンハンストキャンペーン 移行への手順とガイダンス 

 

第5回目 4/18 6:00pm〜 

エンハンストキャンペーンの活用事例  
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エンハンスト キャンペーン  
新しい機能の詳細説明と操作方法 

 

 

Takeshi Kou 

Agency Training Program Manager 

3/14 

Thank You 
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ValueTrack と API について 

• 新しい ValueTrack パラメータ {Device} が使用できるようになります 

• このパラメータの値は m、t、c のいずれかになります 

• この新しいパラメータは、現在の {ifmobile} とは別に追加されます 

• 既存の API 機能はすべて、従来どおり機能します 

• モバイル用単価調整比と時間帯による入札単価調整は、標準の API で利
用可能です 
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PC :www.example.com 
HED:www.s.example.com/?xxxx 

Case : PCのURLにサブドメインもしくはパラメーターを追加する 

対応可能 
下記のようにValue Trackのifmobileパラメーターを使用することで対応可能。
www.{ifmobile:s.}example.com/?{ifmobile:xxxx} 
モバイルで検索された際は、www.s.example.com/?xxxxというURLになります。 

※ただしifmobileパラメーターだとタブレットはモバイルに含まれるため、タブレットでクリックすると上記のケースだと、HEDサイトにユーザーが誘導されます。 

PC :www.example.com/hogehoge 
HED:www.example.com/?xxxx 

Case : PCのURLの一部を削除する 

対応不可 
例えば、www. example.com/?{ifmobile:xxxx}を設定した場合、 
モバイルで検索された際は、www. example.com/?xxxxというURLになりますが、 
PCで検索された際は、www.example.comとしかなりません。 

Value Track 使用が可能な例/不可な例 

http://www.s.example.com/?xxxx
http://www.s.example.com/?xxxx
http://www.example.com/
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PC :www.example.com 
HED:www.example.com/?m 

Case : PCのURLに/mをつければいい場合。 

対応可能 
下記のようにValue Trackのifmobileパラメーターを使用することで対応可能。
www.example.com/?{device} 
モバイルで検索された際は、www.s.example.com/?m というURLになります。 

Value Track 使用が可能な例/不可な例 

http://www.s.example.com/?m
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現在、下記の機能がサポートされます 
 
 

アドワーズ・エディター（10.0.1） 
• キャンペーンに「エンハンスト」のマー

クを付ける 

• テキスト広告に「モバイル優先」のマー

クを付ける 

• デバイス別の入札単価調整 

• 地域別の入札単価調整 

 
 

API (v201302) 
• キャンペーンに「エンハンスト」のマークを付

ける 

• テキスト広告に「モバイル優先」のマークを付

ける 

• デバイス別の入札単価調整 

 
Note: 

• API の通常の仕様は利用可能 

• 現在のAPI でも利用可能（移行の必要なし） 

• EC のローンチにより、現在のAPI のコールが破

棄されることはない 

 
※エンハンスト キャンペーンの仕様は先日リリース
した新バージョンで対応可能 
 
 

アドワーズエディターとAPI のサポー
ト内容 


