
LINE Dynamic Ads



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。

ユーザーが
サイト上の商品を閲覧 Swipe

ユーザーの閲覧履歴に基づき
クリエティブを動的に作成し配信



カルーセル シングルタイプ
（1:1）

シングルタイプ
（16:9）

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 ✕ ○ ○

トークリスト ✕ ○ ✕

LINE広告ネットワーク ✕ ○ ○

掲載イメージ

配信⾯ごとのフォーマット
配信⾯ごとに配信フォーマットが異なりますので、下記よりご確認ください。

※キャプチャ画像はイメージです
※サイズに満たない部分は⽩抜きで表⽰されます。
※掲出している配信⾯以外に新たに⾯が追加されることがあります。

構成要素

①アイコン
②画像 (フィード上の項⽬名︓”image_link”）
③タイトル (フィード上の項⽬名︓”title”）
④説明⽂ (フィード上の項⽬名︓”description”）
⑤アクションボタン

表⽰⽂字数
タイトル︓20⽂字
説明⽂ ︓40⽂字
※超過分は「…」表⽰
※全⾓半⾓問わず1⽂字カウント

❶

❷

❸
❹

❺



オーディエンス配信
オーディエンス 概要

ウェブトラフィック
（dpa_cart,dpa_detail,Conversion）

サイト上にLINE Tagのベースコードと、Dynamic Ads のイベントコードを設置することで商品単位で訪問ユーザーをターゲットとした
配信が可能です。

ウェブトラフィック
（ベースコード、カスタムイベントコード、特定ページ） サイト上にLINE Tagのベースコードと、イベントコード設置することで訪問ユーザーをターゲットとした配信が可能です。

モバイルアプリオーディエンス アプリ内で発⽣した指定イベントを元にオーディエンス作成が可能です。
細かくイベントを掛け合わせることでユーザーのリエンゲージメントを促す配信が可能です。

IDFA/AAIDアップロード クライアントの保有しているIDFA/AAIDデータをオーディエンスとして作成して配信が可能です。

LINE公式アカウントの友だち 「アカウントの友だち（有効友だち）」「ブロック中の友だち」への配信が可能です。

類似
（プロスペクティング配信） 上記4種類のオーディエンスに類似したユーザーをLINE内から新たに探し出し、ターゲットの幅を広げて配信することが可能です。

オーディエンスを設定しない場合 セグメントごとに反応の良い広告が表⽰する配信ロジックが適⽤されます。
デモグラフィック設定（年齢/性別など)を⾏うことも可能です。

※設定⽅法や仕様は通常のLINE広告と同様です。詳細はLINE広告の管理画⾯マニュアルをご参照ください。
https://www.linebiz.com/jp/manual/line-ads/

https://www.linebiz.com/jp/manual/line-ads/


LINE Dynamic Ads イベントコード
項⽬ 説明 タグ

ベースコード
全てのページに設置してください。
ベースコードはサイトの<head>〜</head>内に設置するか
タグマネージャーを利⽤して設置してください。

管理画⾯「トラッキング(LINE Tag)」から取得可能

イベントコード

検索結果ページ
カテゴリページ
（dpa_search）

ベースコードとセットで設置してください。
検索結果ページや、カテゴリページ（商品がリスト表⽰されるようなページ）に
設置し、上位3つの商品IDを${PRODUCT_ID1}箇所に動的に取得するよう設定
してください。
PRODUCT_IDに指定する商品のIDは、商品のカタログにある商品IDと同じにす
る必要があります。

<script>
_lt('send', 'cv', {
type: 'dpa_search',
itemIds: ['${PRODUCT_ID1} ', '${PRODUCT_ID2} ', '${PRODUCT_ID3} ']},
{ dpa: true },
['xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx']);
</script>

商品詳細ページ
（dpa_detail）

ベースコードとセットで設置してください。
ユーザーが閲覧した商品IDを${PRODUCT_ID1}箇所に動的に取得するよう設定
してください。
PRODUCT_IDに指定する商品のIDは、商品のカタログにある商品IDと同じにす
る必要があります。

<script>
_lt('send', 'cv', { 
type: 'dpa_detail', 
itemIds: ['${PRODUCT_ID1} ']}, 
{ dpa: true }, 
['xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx']);
</script>

カートページ
（dap_cart）

ベースコードとセットで設置してください。
ユーザーがカートに追加した商品IDを${PRODUCT_ID1}箇所に動的に取得する
よう設定してください。
PRODUCT_IDに指定する商品のIDは、商品のカタログにある商品IDと同じにす
る必要があります。

<script>
_lt('send', 'cv', { 
type: 'dpa_cart', 
itemIds: ['${PRODUCT_ID1} ', '${PRODUCT_ID2} ', '${PRODUCT_ID3} ']},
{ dpa: true }, 
['xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx']);
</script>

コンバージョンページ
（conversion）

ベースコードとセットで設置してください。
ユーザーがコンバージョンした商品IDを${PRODUCT_ID1}箇所に動的に取得す
るよう設定してください。
PRODUCT_IDに指定する商品のIDは、商品のカタログにある商品IDと同じにす
る必要があります。

<script>
_lt('send', 'cv', { 
type: 'Conversion', 
itemIds: ['${PRODUCT_ID1} ', '${PRODUCT_ID2} ', '${PRODUCT_ID3} ']},
{ dpa: true }, 
['xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx']);
</script>

※ʻxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxʼ の部分はベースコード内に記載されている「TagID」をコピーして貼り付けてください。
※dap_searchは⾃動でオーディエンスが作成されませんので、ご⾃⾝で作成くださいますようお願い致します。



フィードの登録⽅法

Dynamic Adsの権限付与された広告アカウントを開く

左上のメニューを開き「商品カタログ」を選択

「商品フィードを設定する」を選択

項⽬ 説明

業種 プルダウンより、対象業種を選択

ファイルURL 作成した商品フィードが保存されているURLを記⼊

フォーマット 詳細に関しては、仕様書をご参照ください

ID 保護されているURLのログインIDを⼊⼒

パスワード 保護されているURLのパスワードを⼊⼒

ボタン プルダウンよりふさわしい訴求⽂⾔を選択

業種を選択すると、こちらから
専⽤のテンプレートがダウンロードが可能です

※業種は⼀度選択すると変更できませんのでご注意ください。注意



業種別テンプレート
カテゴリ 管理画⾯ 選択業種 利⽤テンプレート名

eコマース・その他 eコマース･通販 eコマース・通販⽤テンプレート

⼈材 ⼈材 ⼈材⽤テンプレート

不動産 不動産 不動産⽤テンプレート

ホテル・ツアー ホテル・ツアー ホテル・ツアー⽤テンプレート

航空券 航空券 航空券⽤テンプレート

※⼈材、不動産、ホテル・ツアー、航空券に該当しない場合は、eコマース・通販のテンプレートをご利⽤ください。



商品フィードコンバート機能

項⽬ 説明

業種 プルダウンより、対象業種を選択

ファイルURL ファイルURLを⼊⼒

フォーマット 対象プラットフォームを選択

ID 保護されているURLのログインIDを⼊⼒

パスワード 保護されているURLのログインPASSを⼊⼒

■設定⽅法

プラットフォーム eコマース・通販
（その他） ⼈材 不動産 ホテル・ツアー 航空券

Google 〇 ✖ ✖ ✖ ✖

Facebook 〇 ✖ ✖ ✖ ✖

Criteo 〇 ✖ ✖ ✖ ✖

※順次、対応予定。■対応状況

他社プラットフォームのテンプレートで作成した商品フィードの転⽤も可能です。

※他社テンプレートを利⽤する場合でも、テンプレートのヘッダーの値（カラム）は削除しないでください。エラーとなります。注意



フィードの上限について

JSON

CSV TSV

・ファイル容量上限︓8GB
・商品点数（⾏） ︓300万点（300万⾏）

・ファイル容量上限︓合計24GB ※複数ファイルのアップロード可（上限約100ファイルまで）

・商品点数（⾏） ︓合計1,000万点（1,000万⾏）

※容量が8GBを超える場合、ファイルを分割してJSONフォーマットでアップロードしてください。
※容量が⼤きい場合、読み込みにお時間がかかる場合がございます。
※JSON形式でのアップロード⽅法の詳細は、フィード仕様書（別紙）をご参照ください。

※Single Fileの場合

※Multiple Files（複数）の場合

登録できるフィードの容量上限は下記の通りです。



フィード作成 登録時の注意事項

フィードテンプレートのヘッダーの値（カラム）は削除しないでください。エラーとなります。

必須項⽬は必ず⼊⼒してください。必須項⽬が空欄の場合は、エラーとなります。

任意項⽬は空欄でも配信は可能です。配信ロジックに影響はありません。

特殊⽂字、改⾏は使⽤できません。

Port番号はFTPの場合「21」、SFTPの場合は「22」を指定してください。

Imageの上限容量は5MBです。

秘密鍵には対応していません。（フィードの読み込みエラーとなります）

フィード登録後、エラーとなった場合は管理画⾯からエラーファイルをダウンロードして修正してください。

フィードの⼊⼒項⽬の詳細は、テンプレート内の説明⽂、もしくは、フィード仕様書（別紙）をご参照ください。

対応しているプロトコルは、FTP、SFTPです。（http、httpsには対応していません）



App Dynamic

■設定までの流れ

管理画⾯のメディアから
アプリ登録 必要項⽬を⼊⼒ 付与されたIDとアカウントID

をSDKツールに登録 設定完了

■各社SDKに登録するID⼀覧

LAP管理画⾯ adjust AppsFlyer F.O.X Kochava

広告アカウントID ADVERTISER ID Account_ID LINE広告主ID ADVERTISER ID

アプリに付与されたID ※1 MOBILE APP ID Postback_ID LINEモバイルアプリID MOBILE APP ID

※1 アプリIDはメディアにてアプリ登録後付与されるIDです。アプリID またはパッケージ名ではありません。

通常のLINE広告と同様に管理画⾯からアプリ登録を⾏い、発⾏されたIDと広告アカウントのIDをSDK管理画⾯
で設定してください

■提携SDK各社



App Dynamic 管理画⾯上の設定
App Dynamic の場合、広告グループでアプリを選択してください。

管理画⾯で登録したアプリを選択

アプリを選択すると 遷移先が商品フィード内の“link”ではなく ”ios/android url”になります

”ios/android url”

“link”

“link”

＜管理画⾯ イメージ＞



App Event

Event Category_ids
Items

Keyword Level_id Name data
Items.ids Items.price Items.currency Items.quantity

Open - - - - - - - - -

Install - - - - - - - - -

View_home - - - - - - - - -

View_category 〇 - - - - - - - -

View_item 〇 ●
（ItemID必須） 〇 〇 〇 - - - -

Search - - - - - 〇 - - -

Add_to_cart 〇 ●
（ItemID必須） 〇 〇 〇 - - - -

Purchase 〇 ●
（ItemID必須） - - - - - - -

Level_achieved - - - - - - 〇 - -

Tutorial_complete - - - - - - 〇 - -

Custom - - - - - - - 〇

※Web Dynamic同様【view_item】【add_to_cart】【purchase】にItemIDの連携は必須です。

※デフォルトの必須項⽬は割愛



設定例⼀覧

配信⽬的
管理画⾯ 商品フィード

アプリ link
（必須）

ios/android
url

ios/android
tracking url

Webの顕在層をWebでCVさせたい 設定不要 Web URL 設定不要 設定不要

Webの潜在層をWebでCVさせたい
（Webプロスペクティング配信） 設定不要 Web URL 設定不要 設定不要

Appの顕在層をAppでCVさせたい 設定必須 Web URL Deeplink URL SDK Tracking URL

Appの潜在層をAppでCVさせたい
（Appプロスペクティング配信） 設定必須 Web URL Deeplink URL SDK Tracking URL

Web&App上の顕在層をAppでCVさせたい 設定必須 Web URL Deeplink URL SDK Tracking URL

Appをインストールさせたい
（Install Dynamic） 設定必須 Web URL SDK Tracking URL 設定不要



Post backに関する注意点

SDK ItemIDがない場合の処理 挙動

adjust 固定値 “UNKNOWN” をセットしてPost back 管理画⾯上にオーディエンスが溜まり配信もでるが
ItemIDがないので、リコメンドによる配信になる

AppsFlyer 固定値 “{undefined}” をセットしてPost back 管理画⾯上にオーディエンスが溜まり配信もでるが
ItemIDがないので、リコメンドによる配信になる

Kochava 固定値 “UNKNOWN” をセットしてPost back 管理画⾯上にオーディエンスが溜まり配信もでるが
ItemIDがないので、リコメンドによる配信になる

※ CTRが異常に低い場合は、ItemIDの連携が正常に⾏われていない可能性があります。
設定状況に関しては、SDK各社にお問い合わせください。

ItemIDが正しく連携できていない場合の挙動は SDKによって異なりますのでご注意ください。



実施までのフロー

商品フィード, FTP/sFTPサーバーの準備を⾏なってください。

管理画⾯ -> メニューバー -> 商品カタログよりフィードの登録を⾏なってください

キャンペーン作成をお願いします。

商品フィードの準備

商品フィードの登録

キャンペーン作成

配信開始

広告アカウントの
作成 広告アカウントを作成し、審査を完了させてください。※1

「利⽤可能」になりましたら、配信が可能になります。

ベースコードとDynamic Ads独⾃のイベントコードの設置をお願いします。LINE Tagの設置

※1︓広告アカウント審査が完了していないと商品フィードを登録できません。



FAQ（仕様関連）
Q．商品点数に上限下限はありますか︖
A．商品点数は10〜1,000万件まで対応しております。

Q．配信前にクリエティブの確認（プレビュー）は可能ですか︖
A．配信開始前のクリエティブ確認はできません。

Q．プロダクトID（商品ID）は動的に取得可能ですか︖
A．広告主様 (代理店様) にてタグ上で設定して頂く必要がございます。

Q．他プラットフォームで使っている商品フィードの利⽤は可能ですか︖
A．商品フィード コンバート機能を利⽤して頂ければ可能です。
※ただし、対応業種とプラットフォームに制限がありますのでご注意ください。

Q．類似拡張配信は可能ですか︖
A．可能です。詳細に関しては、媒体資料をご参照ください。

Q．クリエイティブの審査が通らなかった場合どうなりますか︖
A．対象の商品のみが配信から除外されます。審査を通過したものは配信されます。



FAQ（仕様関連）
Q．クリエイティブの最⼤表⽰件数は何件ですか︖
A．最⼤20件です。

Q．1つのキャンペーン内で複数フィードでを登録することは可能ですか︖
A．登録できません。ひとつのアカウントあたり1キャンペーン1フィードとなります。

Q．Dynamic Adsで表⽰されるバナーは、閲覧した商品のみですか︖
A．閲覧した商品のみではなく、閲覧した商品と類似した商品も表⽰されることもあります。

Q．パラメーターを付与したURLをフィード内に⼊⼒しても問題ないでしょうか︖
A．問題ありません。

Q．LINE広告ネットワークには対応していますか︖
A．対応しております。



FAQ（フィード関連）
Q．フィードのTitleやDescriptionが⽂字数制限を超えてしまった場合どうなるか︖
A．エラーとなり、対象の商品のみ配信がされません。

Q．フィードの項⽬の詳細を教えてほしい。
A．商品フィード仕様書をご参照ください。（フィードテンプレート上にも説明⽂がございます）

Q．フィード内で改⾏⽂字は使⽤可能か︖
A．改⾏は利⽤できません。

Q．フィードの⽂字カウントの定義を教えてほしい。
A．半⾓は1⽂字1カウント、全⾓は1⽂字2カウントとなります。

Q．ʻanalyze_titleʼ ʻanalyze_descriptionʼ の利⽤⽬的は何か︖また、配信ロジックに影響はあるか︖
A．'analyze_title' 'analyze_description' は、今後提供予定のアイテム別レポートの分析に活⽤するカラムです。
配信ロジックには影響はありません。（任意項⽬のため、空欄でも問題ありません）

Q．ʻcustom_ravelʼ の利⽤⽬的は何か︖
A．ʻcustom_ravelʼ は今後提供予定の機能で利⽤するもので、現段階では空欄で問題ありません。



FAQ（フィード関連）
Q．フィードの読み込み時間の指定は可能か︖
A．指定できません。

Q．フィードに問題がないかLINE社にてチェックしてもらうことは可能か︖
A．弊社にてチェック作業は承っておりません。ご了承をお願いします。

Q．フィードのエラー内容を教えてほしい。
A．管理画⾯よりCSV形式でダウンロードが可能です。ダウンロードの上、修正箇所をご確認ください。

Q．審査でREJECTされた理由を教えてほしい︖
A．審査結果に関しては⼀切お答えできません。ご了承をお願い致します。

※フィードに関する詳細は、別途リリースしております「商品フィード仕様書」をご参照ください。
（お⼿元にない場合は、弊社営業担当までお問い合わせください）



FAQ（その他）
Q．フィードのテンプレートはどこからダウンロード可能か︖
A．権限付与されたアカウントの管理画⾯ 商品カタログ>商品フィード>設定 のページからダウンロード可能です。

Q．フィードのカラムの意味を教えてほしい。
A．仕様書をご確認頂くか、テンプレート上に説明⽂がございますので、そちらをご参照ください。

Q．業種を間違えて設定してしまった場合、どうしたらいいか︖
A．⼀度設定した業種の変更はできません。再度、アカウントを作成して頂く必要がございます。

Q．Dynamic Adsのイベントコードは管理画⾯上から取得可能か︖
A．管理画⾯からは取得できません。媒体資料からコピーしてご活⽤ください。

Q．商品別のレポート、販売額や販売個数は管理画⾯から確認可能か︖
A．開発予定ではありますが、現段階ではありません。具体的な開発スケジュールは⾮開⽰になります。

Q．クリエイティブに反映される項⽬を教えてほしい。
A．本媒体資料 P4をご参照ください。



FAQ（その他）
Q．配信を開始したのですがImpが発⽣しない。
A．商品IDの取得ができていない可能性があります。タグの設定内容を再度確認してください。

Q．タグの設定⽅法などマニュアルはあるか︖
A．LINE Ads Platformの媒体資料をご参照ください。（本媒体資料では詳細は割愛しています）

Q．タグが発⽕しているか確認する⽅法はあるか︖
A．管理画⾯「トラッキング（LINE Tag）」から確認が可能です。「利⽤可能」となっているかをご確認ください。
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実施条件について

商品点数が10点未満の場合はご実施頂けませんのでご注意ください。
また、弊社ガイドラインに抵触する場合、いかなる理由でも、ご実施頂くことはできません。

表現上の注意、制限事項について
LINE Ads Platform のガイドラインに準じます。
抵触した項⽬によっては、配信內容の修正、削除依頼、配信停⽌などの対応を⾏う場合もございます。

＜⼀例＞
・⼈体のコンプレックス部分の露⾻表現
・過度な肌露出（⽔着や下着においても訴求内容とは関係のない不必要な画像は禁⽌）
・性に関する表現が露⾻である
・ユーザーが不快と感じる可能性がある表現
・アダルト関連商品
・優良/有利誤認表現 など
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LINE Ads Platformの配信にあたっては、各種法令、業界が定める⾃主基準やルールを遵守してください。
また、LINEでは法的リスクの回避に加え、ユーザー利益の保護の観点から、LINE Ads Platformを通じて発信する内容について、
広告表現に関するガイドラインを設けております。

LPおよびクリエイティブについて事前審査必須としておりますが、LINE Ads Platform配信時のモニタリングを⾏い、
抵触した項⽬によっては、配信內容の修正・削除、停⽌等の対応を⾏う場合もございます。
ご⼀読、ご理解の上、配信をお願い致します。
なお、このガイドラインは、LINE Ads Platform上に発信される広告において全ての内容に適⽤されます。

n 広告の主体者の明⽰
常に広告の主体を明⽰し、画像の場合は視認可能な⼤きさで表⽰してください。また、広告主様が権利を保有しない素材を利⽤する場合は、
必ず権利者名を明記し、当該権利者との関係性を明確にしてください。

n 当社コンテンツと誤認または混合する可能性のある表現の禁⽌
当社が提供・保有しているロゴやキャラクター、サービス等を⽤いることで、ユーザーが当社（が認定する）コンテンツと誤認または混同する
可能性のある表現を禁⽌いたします。
特にLINEキャラクターは当社ならびに関連会社が権利を保有しておりますので、各クリエイティブ内での利⽤を原則禁⽌と致します。
LINEロゴ、LINEアイコン、LINE＠ロゴ利⽤時は以下のガイドラインを遵守ください。
https://line.me/ja/logo

■「友だち」の表記
LINEアカウント（公式アカウント、LINE＠アカウント）とユーザーが繋がっていることを「友だち」と呼びます。
その為、遷移先及びクリエイティブにおいても、LINEアカウント（公式アカウント、LINE＠アカウント）とユーザーを繋がることを意味した
表記を⾏う場合は「友だち」と表記下さい。「友達」「お友だち」等の形を変えた表記は禁⽌いたします。

n ダブルスポンサーの広告の禁⽌
当社が認める場合を除き、広告の再販を禁⽌いたします。また、関係のない第三者の情報を発信することもユーザー利益保護の観点から
基本的に禁⽌しています。

n リンク先の制限
アカウントやクリエイティブと直接関係のないページへリンクすることはできません。
ユーザーからみて不⾃然でない内容であることが求められます。

表現上の注意、制限事項

https://line.me/ja/logo
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n アンケート形式のLP

LP内に会社情報（会社名・会社所在地）の記載をして頂くか、リンク先で確認できるようにして下さい。

n スマートフォンで操作閲覧できないページへ遷移の禁⽌
スマートフォン（iOS、Android）の標準ブラウザで操作閲覧できないページヘのリンクは禁⽌致します。
必ずリンク先のページがスマートフォンで正常に動作することをご確認ください。
また⽂字が⼩さく⾒ずらい、字や画像が画⾯から⾒切れているページも掲載できません。

n ユーザーが誤認や誤操作を⾏う可能性のある表現の禁⽌
⼈体のコンプレックス部分の露⾻表現や、過度な肌露出（※１）、性に関する表現が露⾻である等、ユーザーが不快と感じる可能性がある表現（※２）

を禁⽌致します。 ※１．⽔着や下着においても訴求内容とは関係のない不必要な画像は禁⽌です。※２．暴⼒、反社会的勢⼒を連想させる表現は禁⽌です。

n 不当表⽰に該当する可能性がある表現
紹介する商品サービスの内容が事実より良いと誤認させる「優良誤認表⽰」や、実際よりも安いと誤認させる「有利誤認表⽰」が含まれる表現は
掲載できません。

n 最⼤級・NO.1表現またはそれらに類似する表現
「世界初」「業界ナンバー1」等の最⼤級表現を使⽤される場合は、遷移先及びクリエイティブ内にデータの出典元調査機関名および調査年が
明記され、正確な引⽤であることが条件となります。

n 投機⼼や射幸⼼をあおる可能性のある表現
通貨およびそれに類似するものを想起させる表現、⾦銭の授受を直接的かつ過度に想起させる表現は禁⽌致します。

■ 業界の⾃主基準、公正競争規約等の遵守
業界の⾃主基準・公正競争規約がある場合は、その基準、規約に従った表現、表記を⾏ってください。

■会員登録等による個⼈情報の取り扱いに関する表現
広告主様のサイトへ遷移させサービスや商品への登録を促す内容を訴求する場合、遷移先がLINEと無関係である旨が視覚的にわかるよう
ご配慮ください。なお、ユーザーの個⼈情報を取得する場合、遷移先での情報の取り扱いが個⼈情報保護法に準拠していることを前提と致します。
また、過度もしくは露⾻な会員登録訴求は、ユーザー利益保護の観点からご遠慮いただいております。
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n 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の遵守
医薬品、医薬部外品、医療機器、化粧品等に関しては、厚⽣労働省の定める「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
および、 「医薬品等適正広告基準」に基づきます。効能効果の表⽰はそれぞれ認められた範囲内とし、条件がある場合は当社サービス内で条件を
明⽰・ 記載、且つ安全性や効能効果を保証する表現がないようにしてください。
表現規制については、東京都福祉保険局の各資料を参考としてください。

医薬品等適正広告基準（東京都福祉保険局）
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/iya_cos_ki/kijun/
医薬品等の広告規制について（東京都福祉保険局）
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/

■⼀般医薬品のオンライン販売
第１〜３類に該当する⼀般⽤医薬品を販売するサイト等へ誘導する場合は、薬機法の定めに従って、サイト内に店舗の名称、
勤務中の薬剤師・登録販売者の⽒名、許可証の内容、営業時間を含めた連絡先等、適切な表⽰を⾏ってください。
また、医薬品の⼝コミ、レビューの表⽰、購⼊履歴に基づいた特定の医薬品のレコメンド等を⾏うことがないようにしてください。
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n アルコール飲料
アルコール飲料に関する内容を掲載する場合には、「お酒、飲酒は20歳を過ぎてから」等の⽂⾔を記載してください。
度数1％未満の低アルコール飲料については、アルコール分を有する飲料である旨を記載してください。

n コンタクトレンズ
⽇本コンタクトレンズ協会が定めるコンタクトレンズの広告⾃主基準を遵守下さい。

n 公営ギャンブル
過度に射幸⼼をあおるような表現および予想など⾺券、⾈券等の直接的な購⼊や購⼊につながるような表現、映像、画像は配信できません。
また、配信の際は未成年への配慮をお願いいたします。

n 公営くじ
宝くじ等の公営くじにおいては、過度な期待を抱かせるような表現がないようにお願いします。また、配信の際は未成年への配慮をお願い致します。

n カードローン（個⼈向け無担保無保証貸付）について
カードローンの訴求において、銀⾏系カードローン（※メガバンクグループに属する消費者⾦融が運営するカードローンの意）に該当する場合は
下記事項を始めとした、⽇本貸⾦業協会が定める⾃主基準に準拠して下さい。
１．他の貸⾦業者の利⽤者または返済能⼒がない者に向けて訴求しないこと
２．借り⼊れを必要とする者へ安易な借り⼊れを助⻑、または過度に強調しないこと

■ ⼈材派遣・有料職業紹介会社
LPもしくは会社HPに厚⽣労働省の許可・届出番号の記載をお願いします。

■ 古物商
LP内もしくは会社HPに古物商の許可番号の記載をお願いします。

■ 通販サイト
LP内もしくは会社HPに特定商取引に関する法律の記載をお願いします。

特に注意が必要な商材の具体例


