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はじめに
動作環境（対応ブラウザ / 対応OS）について

Shirofuneをご利⽤いただくためには、以下の動作環境が必要となります。
予め設定をご確認ください。

MS Edge 14以降
Firefox 49以降
Google Chrome 53以降
Safari 10以降

※Internet Explorerをお使いの⽅は、⼤変恐縮ですが上記ブラウザにてご利⽤ください。
※Google Chromeをお使いの⽅でポップアップブロックを設定している場合、

アカウント連携時に先に進めなくなることがございますので、予め設定をご確認ください。

対応プラウザ

対応OS

上記ブラウザが利⽤可能なOS



はじめに
各プランのご紹介



はじめに
各プランのご紹介



はじめに
各プランのご紹介(オプション) Shirofune初期設定サポートプログラム



はじめに



はじめに
2ヶ⽉の無料期間について(セルフプラン)

無料トライアルを登録いただいた⽇の“⽇付”を基準に、2ヶ⽉の間ツール利⽤料無料でお試しいただけます。
無料トライアル期間終了⽇の10⽇前・3⽇前・1⽇前に無料期間終了の

お知らせをメールにてお送りしておりますので、必ずご確認ください。
※⾃動⼊札や広告出稿が⾏われなくても、無料期間は経過していきます。

※ツール利⽤料発⽣⽇からその⽉の⽉末の残⽇数が1か⽉未満でも、料⾦発⽣条件は通常と変わりません

1/20 2/20 3/19 3/20

2ヶ⽉間無料
（1⽉・2⽉のツール利⽤料が対象）

例：1⽉20⽇に無料トライアルを登録した場合

無料トライアル
登録⽇

無料トライアル
期間終了⽇

ツール利⽤料
発⽣⽇

3/31 4/30

4/1 5/1

3⽉分ツール利⽤料
発⽣⽇（3/20〜3/31）

4⽉分ツール利⽤料
発⽣⽇（4/1〜4/30）



1.初回利⽤開始前の設定



広告代理店様やもうすでに⾃社で運⽤を開始されている広告主様向けに、
ご⾃⾝で⾃由に操作しながら運⽤を⾏う広告主/代理店様向けのセルフプラン

または、これから⾃社運⽤を開始される広告主様向けに、
専任担当のサポート付きで安⼼して⾃社運⽤を開始できるサポートプラン

1.プランを選択

まずはご利⽤になるプランを選択ください

プランの
詳細を表⽰



2.⽀払い設定

クレジットカード情報を⼊⼒するとトライアル開始前の設定が完了します

VISAまたはMasterCardのクレジットカードがお使いいただけます。
また請求書でのお⽀払いにも対応しておりますので、サポート窓⼝

（https://support.shirofune.com/hc/ja/requests/new）よりご連絡ください。
なお、意図しない課⾦を防ぐため、無料期間終了の10⽇前・３⽇前・１⽇前に

リマインドメールにて通知させていただきます。

https://support.shirofune.com/hc/ja/requests/new


2.⽀払い設定 (参考)

ログイン後、右上のチーム設定からも
無料期間の残り⽇数についてご確認いただけます。



2.プロモーション作成



プロモーション作成

サービスや商材に関する基本情報の登録を開始します

広告運⽤をはじめる第⼀ステップとして、
プロモーションを作成（広告を出稿するサービスや商材に関する情報の登録）します。



プロモーション作成 1.成果指標と⽉額予算

広告の成果指標と⽉額の予算を設定します

Webサイトへのアクセスを増やしたい場合は「クリック」、資料請求/購⼊などを増やしたい
場合は「コンバージョン」、 ECサイトなどで売上⾦額を増やしたい場合は「コンバージョン値」を選択いただきます。

次に「⽉額予算」を設定しますが、後から変更・より詳細に設定することも可能です。



プロモーション作成 2.連携設定

広告媒体アカウントとShirofuneを連携します

既存でお持ちのGoogle、Yahoo!、YDN、Facebook・Instagramの媒体アカウントとShirofuneを連携します。
媒体のアカウントIDを⼊⼒し、任意の名前を設定してください。



プロモーション作成 3.利⽤機能の設定

利⽤機能の設定

利⽤する機能タイプを選択します。新規で広告を開始される⽅、
または既存の設定で⼗分な広告効果が得られていない⽅は、左側の「広告のセットアップを含む全機能を利⽤」を選択。

⼀定の広告効果が得られている⽅は、右側の「⾃動⼊札・改善・レポートのみで利⽤」を選択ください。
後ほど変更することも可能です。



プロモーション作成 3.利⽤機能の設定

「⾃動⼊札・改善・レポート機能」をご選択の⽅
最後に登録内容の確認を⾏い、設定は完了

登録内容の確認を⾏い、設定を完了いたします。
完了後、過去のレポートデータを取得開始し、当⽇からレポート機能はご利⽤可能です。

また⾃動⼊札・改善機能は、翌⽇からご利⽤可能となります。



プロモーション作成 4.URLとキーワード
「全機能を利⽤する」をご選択の⽅

商材に関するURLと代表的なキーワードを⼊⼒します

広告作成を進めるにあたり、⾼い効果が⾒込まれるキーワードをShirofuneからレコメンドいたします。
そのレコメンドを⾏うため、広告を出稿されたいページのURL等を登録いただきます。



プロモーション作成 5.Webサイト解析

「全機能を利⽤する」をご選択の⽅
Webサイト解析を開始。半⽇〜1⽇程度で終了し、メールでお知らせします

登録されたURLなどをもとに、Webサイトの解析を⾏い、レコメンドキーワードの抽出を⾏います。
解析には半⽇〜1⽇程度でかかりますが、完了後メールにてお知らせします。

その後、広告作成を進めていただくことで、広告の掲載を開始することができます。

メールにて
お知らせ



3.広告作成
検索広告



1.広告の種類と媒体選択 - 検索広告

出稿する広告の種類と媒体を選択します

広告種別は検索広告、ディスプレイ広告のいずれか。
媒体はGoogle、Yahoo!、Facebook(Instagram)のいずれかを選択してください。
はじめての⽅は、検索広告とGoogleの組み合わせをおすすめしています。

◆パターン1.改善カードから広告作成

◆パターン2.グローバルナビの広告管理からも広告作成可能



1.広告の種類と媒体選択 ‒ 検索広告
基本情報として、ブランド名(指名検索ワード)を登録します。
この内容はキーワードして登録され、広告配信対象になります

(※のちほど、キーワードの設定画⾯で編集も可能)



1.広告の種類と媒体選択 ‒ 検索広告 (ご参考)

QA：ブランド名とはなんですか？



1.広告の種類と媒体選択 ‒ 検索広告

登録した媒体アカウントの中から利⽤するアカウントを選択します



2.デバイスを選択 ‒ 検索広告

広告を表⽰させるデバイスを選択します
(※あとで変更も可能です)

すべてのデバイス、PC/タブレットのみ、スマートフォンのみと選択できます。
「すべてのデバイス」を選択しても、デバイス別配信実績に基づいて配信の最適化は⾏われます。



3.配信エリア指定 - 検索広告
広告を配信するエリアを指定します

(※あとで変更も可能です)

ローカルビジネスや店舗・拠点近くにのみ配信したい⽅は、「店舗に集客したい⽅」を選択。
商圏が都道府県単位で限定される⽅は、出稿を希望する都道府県を選択します。
ECなどの地域性のない⽅は「指定しない=全国配信」を選択ください。

選択エリアに基づき、エリアターゲティング・エリアキーワードが設定されます。



4.キーワード選択 - 検索広告

レコメンドされたキーワードから
広告を出稿する検索キーワードを選択します

Shirofuneからレコメンドされた検索キーワードが表⽰されます。
⾃社ビジネスに適さないキーワードがあれば、オフ選択を⾏います。
また、追加したいキーワードは、「＋」ボタンから追加が可能です。

＋ボタンで
キーワードを追加

ボタンクリックで
選択解除。

※⻘：選択中
※グレー：解除中



4.キーワード選択 - 検索広告

レコメンドされたキーワードから
広告を出稿する検索キーワードを選択します

類似した検索ワード、また⼗分なデータ量を確保するためにキーワードはグルーピングされて提案されます。
そのグループの中で代表的なキーワードがグループ名に採⽤されておりますが、このグループ名は
広告⽂の⾃動⽣成にも活⽤されます。また詳細機能として、⼀括編集などご⽤意しております。



4.キーワード選択 - 検索広告 (ご参考)

QA：検索ワード1語⽬(メイン)とはどういうものですか？



5.広告⽂の⼊⼒ - 検索広告

2つのタイプの広告⽂を作成いただきます。
また異なる訴求の広告⽂を複数追加することも可能です。

またサイトリンク・コールアウトなどのオプション設定も可能です。

＋ボタンで広告
セットを追加

広告オプションの
設定も可能



5.広告⽂の⼊⼒ - 検索広告

キーワードグループ機能を利⽤することで、
キーワード毎に展開する広告を選択することが可能です。

広告作成を⾏い、セットしたいキーワードグループをご選択ください。



5.広告⽂の⼊⼒ - 検索広告

詳細機能として、商材毎に設定した広告・オプションの内容をコピー＆ペーストすることが可能です。
またスキップ機能を利⽤することで、対象の商材の⼊⼒を⼀時停⽌することが可能です。

商材数が多い場合など、スキップ機能を利⽤し、まずは1~2商材の広告掲載から開始することをおすすめいたします。



6.オプション設定 - 検索広告

上級者向けのオプション機能を設定します

設定内容を確認し、問題なければ⼊稿ボタンを押すと、⼊稿処理が開始され、掲載が開始できます。
また「事前に⼊稿内容をCSVで確認したい」、「オフ⼊稿や開始スケジュールを設定したい」、

など⼊稿処理に関する各種オプションをご⽤意しております。



6.オプション設定 - 検索広告

予約スケジュール機能を利⽤することで、
掲載開始⽇を指定することが可能です

オフ⼊稿・スケジュール予約⼊稿を⾏うことで、
⼊稿直後からの掲載開始でなく、任意のタイミングから広告掲載を開始することが可能です。

オフを選択し、
予約設定へ

商材毎に
スケジュール選択



7.完了

出稿完了後、メールでお知らせします

広告作成の完了後、媒体への出稿処理を⾏います。完了後、メールにてお知らせします。
また、設定内容を他媒体(Google⇆Yahoo)へコピーが可能です。コピー選択後、設定内容がコピーされますので、

変更したい部分のみ編集を⾏なっていただき⼊稿を⾏うことができます。

メールにて
お知らせ



3.広告作成
ディスプレイ広告



1.広告の種類と媒体選択 ‒ ディスプレイ広告

出稿する広告の種類と媒体を選択します

広告種別はディスプレイ広告を選択。媒体はGoogle、Yahoo!、Facebook(Instagram)のいずれかを選択できます。

◆広告設定を⼀度終えた⼈ or 途中でスキップした⼈
→上部メニューの「広告管理」よりこちらの画⾯から設定

◆パターン1.改善カードから広告作成



1.広告の種類と媒体選択 ‒ ディスプレイ広告

Facebookを選択した場合、
配信するネットワークを選択いただきます

Facebook・Instagramすべてに配信するか、
またはどちらかのみに配信を⾏うか、ご選択いただくことが可能です。



1.広告の種類と媒体選択 ‒ ディスプレイ広告

登録した媒体アカウントの中から利⽤するアカウントを選択します



2.デバイスを選択 ‒ ディスプレイ広告

広告を表⽰させるデバイスを選択します
(※あとで変更も可能です)

すべてのデバイス、PC/タブレットのみ、スマートフォンのみと選択できます。
「すべてのデバイス」を選択しても、デバイス別配信実績に基づいて配信の最適化は⾏われます。



3.配信エリア指定 ‒ ディスプレイ広告

広告を配信するエリアを指定します

ローカルビジネスや店舗・拠点近くにのみ配信したい⽅は、「店舗に集客したい⽅」を選択。
商圏が都道府県単位で限定される⽅は、出稿を希望する都道府県を選択します。
ECなどの地域性のない⽅は「指定しない=全国配信」を選択ください。

設定内容に基づき、エリアターゲティングが設定されます。



4.ターゲティング⽅法の設定 ‒ ディスプレイ広告

ターゲティング⽅法を選択します

続いて配信するターゲティング⼿法を選択します。
「設定する」ボタンを押し、リターゲティング広告、ブロードターゲティング広告のいずれかを選択します。



広告を表⽰するユーザーを特定するために情報を⼊⼒します

ディスプレイ広告では、①ユーザーの興味関⼼に基づくオーディエンスターゲティング、
②ユーザーが閲覧しているサイトの種類に基づくコンテンツターゲティング、

③年齢や性別の属性情報に基づくデモグラターゲティングの3つを組み合わせて配信することが可能です。

4.ターゲティング⽅法の設定 ‒ ディスプレイ広告



5.広告⽂作成 ‒ ディスプレイ広告

設定したターゲティング毎に
広告クリエィティブを設定いたします

広告を掲載するにあたり、設定したターゲティング毎に
「バナー広告」「レスポンシブ広告」などの広告クリエイティブタイプを選択して、

掲載することが可能です。



5.広告⽂作成 ‒ ディスプレイ広告

バナー広告の画像とリンク先URLを設定します

バナー広告を出稿するにあたり画像（300px × 250pxなど）と広告のリンク先URLを登録します。
画像をアップロードすると、配信時のプレビューを確認できます。



5.広告⽂作成 ‒ ディスプレイ広告

レスポンシブ広告のタイトル、説明⽂、画像などを設定します

レスポンシブ広告を出稿するにタイトル、説明⽂、サイト名・会社名、
画像（1200px × 628px , 300px × 300pxなど）と広告のリンク先URLを登録します。

右側の画⾯で配信時のプレビューを確認できます。



6.オプション設定 -ディスプレイ広告

上級者向けのオプション機能を設定します

設定内容を確認し、問題なければ⼊稿ボタンを押すと、⼊稿処理が開始され、掲載が開始できます。
また「事前に⼊稿内容をCSVで確認したい」、「オフ⼊稿や開始スケジュールを設定したい」、

など⼊稿処理に関する各種オプションをご⽤意しております。



6.オプション設定 -ディスプレイ広告

予約スケジュール機能を利⽤することで、
掲載開始⽇を指定することが可能です

オフ⼊稿・スケジュール予約⼊稿を⾏うことで、
⼊稿直後からの掲載開始でなく、任意のタイミングから広告掲載を開始することが可能です。

オフを選択し、
予約設定へ

商材毎に
スケジュール選択



7.完了

出稿完了後、メールでお知らせします

広告作成の完了後、媒体への出稿処理を⾏います。完了後、メールにてお知らせします。
また、設定内容を他媒体(Google⇆Yahoo)へコピーが可能です。コピー選択後、設定内容がコピーされますので、

変更したい部分のみ編集を⾏なっていただき⼊稿を⾏うことができます。

メールにて
お知らせ



4.広告運⽤作業
（基本編）



改善実⾏

コクピット画⾯の改善カードを確認します

広告効果を上げるための「Shirofune」からの提案である「改善チャンス」がコクピット画⾯に表⽰されます。
「詳細」ボタンを押して、改善の実⾏に進みます。

本⽇実施すべきものが優先的に表⽰されておりますが、⼀覧より全てをご確認いただけます。



改善実⾏

改善カードに沿って、画⾯を操作するだけ

改善カードには、改善内容と期待される効果、終了までの⽬安時間が表⽰されます。
「改善を開始する」をクリックし、それぞれの改善カードを実⾏することで広告効果が上がっていきます。



改善実⾏

「⼀覧」を選択することで、改善カードの詳細画⾯へ遷移

改善カード右上の「⼀覧」から詳細画⾯へ遷移いたします。
本⽇提案されている全ての改善カード、過去実施した改善カードなどをご確認いただけます。

⼀覧より
詳細画⾯へ遷移



改善実⾏

「⼀覧」を選択することで、改善カードの詳細画⾯へ遷移

本⽇提案されている全ての改善カード、過去実施した改善カード、
⾮表⽰選択した改善カードなどを切り替えてご確認いただけます。



予算・⼊札設定

グローバルナビの予算設定より、設定予算・タイプを変更可能

予算設定のタイプとして、プロモーション全体・広告種別タイプなどから選択し、⾃由に予算設定が可能。
また予算グループ機能を利⽤することで、より詳細かつ柔軟な設定が可能に。



予算・⼊札設定
予算グループ機能を利⽤し、キャンペーン単位で
⾃由にグループを作成し、予算設定が可能

予算グループを利⽤することで、コックピットやレポートダウンロード機能の内容も、
予算グループ毎にご確認いただくことが可能になります。



予算・⼊札設定
グローバルナビの⼊札設定より、

Shirofuneの⾃動⼊札適⽤対象を選択いただけます

Shirofuneの⾃動⼊札機能を全体でオフ、または特定キャンペーンのみでオフにする、
という利⽤の有無をご選択いただくことが可能です



レポート機能 ‒ サマリーレポート

プロモーション全体の概要を確認します

各プロモーションページのサマリーをクリックすると、プロモーション全体の利⽤⾦額、表⽰回数、クリック数、獲得数を
⼀覧で表⽰。運⽤ナビでは、アカウントの状況説明と解説を把握できます。



レポート機能 ‒ 詳細レポート

細かい状況は詳細レポートから確認します

各プロモーションページの詳細をクリックすると、「広告種類別」、「広告種類別×媒体別」、「デバイス別」、「商材
別」で利⽤⾦額、獲得数、獲得単価、クリック数などが1つの画⾯で確認できます。



レポート機能 ‒ レポートダウンロード

報告・分析に必要なレポートをダウンロード

より詳細な分析レポートをExcel形式でダウンロードできます。フォーマットは⽉次、⽉次詳細、期間詳細（⾃由な期間設
定）が選べ、制作会社/代理店の⽅向けに代理店⼿数料(各媒体別)を上乗せしたレポートも出⼒できます。

また、指定のアドレスにレポートを⾃動送付する設定も可能です。



レポート機能 ‒ レポートダウンロード

報告・分析に必要なレポートをダウンロード
媒体⼿数料・⾃動送信設定・出⼒シートの選択・ロゴ掲載(※1)が可能

※1 貴社ロゴを追加した形でレポート出⼒も可能です。ご希望の⽅は、サポート窓⼝にご連絡ください。



コンバージョン設定

各コンバージョンの希望優先順位に沿って、⾃動⼊札を最適化

各コンバージョンに優先順位をつけることで、Shirofuneがその順位に沿う形で⾃動⼊札を並⾏して最適化していきます。
操作⽅法は、コンバージョン⼀覧から設定したい項⽬をドラッグ＆ドロップしていただくだけです。



5.広告運⽤機能(応⽤編)



改善カード(追加・除外・検索クエリチェック)

各キャンペーン単位で改善カードの提案内容が表⽰されます。

各キャンペーン毎に改善提案内容が表⽰されます。
デフォルト表⽰は、表⽰件数10件・直近1週間の提案内容になっておりますが、

期間の選択・表⽰件数の選択はプルダウンで選択可能です。



改善カード(追加・除外・検索クエリチェック)

提案内容は、検索クエリから共通するフレーズ(最⻑部分)を抽出し、
フレーズ毎に実績を集計して提案内容を作成しています。

データ構成としては、3つのカラムで構成されております。
1.提案内容のフレーズ、

2.フレーズを抽出したオリジナルのデータ(クエリ・キーワード)、
3.フレーズで集計した合計実績



改善カード(追加・除外・検索クエリチェック)
スコアは、提案内容の重要度を⽰します。

算出ロジックは、該当アカウント・キャンペーンの平均実績から算出。

各キャンペーン毎に参考情報として、平均実績をご確認いただけます。



改善カード(追加・除外・検索クエリチェック)
設定内容(アクション・ワード・マッチタイプ)を編集します

設定しない場合、「設定しない」を選択します。

提案内容をもとに設定する内容を任意で編集可能です。
また提案内容は、現在の設定内容と付け合わせを⾏い、設定されていないものが選定されています。



改善カード(追加・除外・検索クエリチェック)
追加の際は、追加先の広告グループを指定。
除外はキャンペーン単位で設定いたします。

追加は、広告グループを指定。除外はキャンペーン単位での設定となります。
※ 追加の改善カードでは、該当クエリが発⽣している広告グループがデフォルト表⽰になっています



改善カード(追加・除外・検索クエリチェック)
最後に⼊稿⽅法を選択します。Shirofune⼊稿はAPIで⼊稿、
CSV⼊稿は⼊稿⽤CSVを出⼒し、媒体に⼿動⼊稿いただきます。

追加の際、外部計測ツールのパラメーター発⾏やアドカスタマイザーの設定などが必要な場合、
CSVを利⽤して⼊稿を選択いただきます。

※設定されているアドカスタマイザーの登録⽤フィードもセットで出⼒されます (β版)



改善カード(追加・除外・検索クエリチェック)
確定して完了するを選択後、設定内容の⼀覧が表⽰され、

確定させると⼊稿処理が開始されます。

⼊稿処理は、平均5~10分程度で完了します。
完了後、完了通知としてメールが届きます。



改善カード(コンフリクトチェック)
コンフリクトが発⽣している”クエリ”、またその”場所”を表⽰。
今後コンフリクトが発⽣しないように、除外する対象を選定。

コンフリクト対策のため、コンフリクトが発⽣しているクエリ、そのトータル実績、
また発⽣している場所（キャンペーン・広告グループ・キーワード）を表⽰。



改善カード(コンフリクトチェック)
スコアは、キーワードとクエリの⽂字の類似度をスコア化。

除外する対象にチェックを⼊れる。

意図したキーワードでのみクエリが反応するように、
設定したキーワードと⽂字の類似度をスコア化し、類似度が⾼いもの以外に除外を⾏う。



改善カード(除外プレースメント)
効果（クリック率・獲得単価）が悪いプレースメントを提案。

キャンペーン毎に除外プレースメント候補をレコメンド。
アカウント・キャンペーンの平均実績をもとに、効果が悪い（クリック率・獲得単価）サイトを候補として抽出



6.サポート編



サポートのご案内

よくある質問等をサポートページに掲載しています。Shirofune画⾯の右上に表⽰されている？ボタンをクリックいただくとア
クセスできます。調べたいことに関するワードを記⼊し、検索していただくと、該当するQAが表⽰されます。また画⾯右下に
表⽰されている「サポート」ボタンでもQA検索が可能で、QA検索でもお知りなりたいことが⾒つからない場合は、さらに
「お問い合わせ」ボタンからお問い合わせメールをお送りいただくことが可能です。オンライン会議での画⾯共有をしながら

のご説明も可能です。

サポートページ（Q&A検索サイト） https://support.shirofune.com/hc/ja


