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はじめに

• この資料は、AD2で「Yahoo! 広告連携」を利用する際の各ツールでの
操作をまとめた手順書です。

• 実際の画面とはイメージが異なる場合があります。

• 事前に、Yahoo!タグマネージャー（YTM）、Yahoo! 広告ディスプレイ
広告（運用型）（YDA）のご契約が必要です。
また、それぞれのアカウントに編集権限を持つユーザーが必要です。

• 対象のYahoo! 広告アカウントで「Yahoo! Audience Discovery」が
利用できる必要があります。

• この資料では以下の略語を使用しています。

1

略語 正式名称

YDA Yahoo!広告 ディスプレイ広告（運用型）

YTM Yahoo!タグマネージャー



YDAAD2 YTM

設定手順について

AD2からYDAへデータを連携するには、
「AD2」「YTM」「YDA」それぞれに設定が必要です。
設定は下図の STEP1→STEP2→STEP3の順に行います。

データの流れ

API
イベントメール

アドレス

オーディ
エンス
リスト

広告配信

設定の流れ

・メールアドレスアップロード
・セグメント作成
・データ送信

・サービスタグ作成
・APIイベント作成

・オーディエンスリスト作成

STEP3 STEP2 STEP1
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サービスタグ



設定シートについて

設定シート（Excelファイル）をダウンロードし、
次ページ以降の手順書と合わせてご利用ください。
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https://www.addressable.jp/wp-
content/uploads/agent/doc/AD2_
yahooads_setupsheet.xlsx

ダウンロードURL
サンプル）

https://www.addressable.jp/wp-content/uploads/agent/doc/AD2_yahooads_setupsheet.xlsx
https://www.addressable.jp/wp-content/uploads/agent/doc/AD2_yahooads_setupsheet.xlsx
https://www.addressable.jp/wp-content/uploads/agent/doc/AD2_yahooads_setupsheet.xlsx


YDA設定
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STEP1

オーディエンスリストを作成する



YDA設定 オーディエンスリストを作成する（1/9）

Yahoo!ビジネスマネージャーにログインします。

STEP1
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オーディエンスリストを作成する（2/9）

「広告管理ツール」を選択します。

YDA設定STEP1
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該当のアカウントを選択します。

YDA設定STEP1 オーディエンスリストを作成する（3/9）



オーディエンスリストを作成する（4/9）YDA設定STEP1
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「ツール」⇒「オーディエンスリスト」を選択します。



オーディエンスリストを作成する（5/9）

「オーディエンスリストを作成」⇒「Yahoo! Audience Discovery」
を選択します。

YDA設定STEP1
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オーディエンスリストを作成する（6/9）

「オーディエンスリスト名」を入力し、「セグメント」を選択します
「連携データの有効期間」を 1～60日の間で設定します。
入力したオーディエンスリスト名は設定シート（A）欄に転記します。

YDA設定STEP1
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休眠顧客



オーディエンスリストを作成する（7/9）

作成したリストの「オーディエンスリストID」を
画面上からコピーして、設定シート（B）欄に転記します。

YDA設定STEP1
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12345678

12345679

12345670

コピーする際は、余分なスペースや前後の
記号が含まれないようご注意ください

休眠顧客 Yahoo! 
Audience 
Discovery



オーディエンスリストを作成する（8/9）

「オーディエンスソース」 ⇒「タグ・ID表示」を選択します。

YDA設定STEP1
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オーディエンスリストを作成する（9/9）YDA設定STEP1
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「カスタムオーディエンスID」が表示されるので、
画面上からコピーして、設定シート（C）欄に転記します。

abcdefg
コピーする際は、余分なスペースや前後の
記号が含まれないようご注意ください



YTM設定
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STEP2

サービスタグ・APIを作成し、紐付ける



サービスタグを作成する（1/5）YTM設定STEP2
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「ツール」⇒「Yahoo!タグマネージャー」を選択します。



サービスタグを作成する（2/5）YTM設定STEP2
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該当アカウントへログインします。



サービスタグを作成する（3/5）

「サービスタグ」 ⇒ 「サービスタグを追加」を選択します。

YTM設定STEP2
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サービスタグを作成する（4/5）

「Yahoo!広告」と検索し、「 Yahoo!広告 ディスプレイ広告」の
「ディスプレイ広告 カスタムオーディエンスリーチ追加」を選択
します。

YTM設定STEP2
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サービスタグを作成する（5/5）

「サービスタグ名」「カスタムオーディエンスID」「ターゲットリ
ストID」に設定シートの内容を入力します。

YTM設定STEP2
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APIを作成する（1/4）

「新しいインプットを設定」⇒「API」を選択します。

YTM設定STEP2
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APIを作成する（2/4）

「イベント名」と「イベントID」に設定シートの内容を入力します。
「データバインディングを追加」を選択して入力欄を追加し、設定
シートのデータエレメント①～③と各変数名を入力します。

YTM設定STEP2
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「bt:userId」を選択してください

「bt:vendorID」を選択してください

「bt:userKey」を選択してください



APIを作成する（3/4）

作成したインプットを選択します。

YTM設定STEP2
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APIを作成する（4/4）

「バインディング&コードスニペット」を選択し、
「site=」の後ろの値を設定シート（D）欄に転記します。

YTM設定STEP2
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site= xxxxxxx &referrer= ～の
赤文字部分を（E）欄に転記



APIにサービスタグを紐付ける（1/4）

「サービスタグ設定」を選択し、紐付けるサービスタグの
「未設定」を選択します。

YTM設定STEP2
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APIにサービスタグを紐付ける（2/4）

ポップアップで「設定」を選択後、表示が「設定済み」になってい
ることを確認します。

YTM設定STEP2
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「設定済み」になっていたらOK



APIにサービスタグを紐付ける（3/4）

「無効」をクリックするとプルダウンが表示されるので、「有効」を
選択します。

YTM設定STEP2
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APIにサービスタグを紐付ける（4/4）YTM設定STEP2
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ポップアップで「OK」を選択後、
表示が「有効」になっていることを確認します。

「有効」になっていたらOK



AD2設定
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セグメントを作成してデータ連携する

STEP3



AD2へログインする

AD2広告代理店画面へログインします。
https://ag.addressable.jp/

AD2設定STEP3
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https://ag.addressable.jp/


セグメントを作成する

対象の広告主を選択後、セグメントを新規作成します。

AD2設定STEP3
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セグメントを作成する

「セグメント名」に設定シートの内容を入力し、
セグメントの抽出条件を追加します。
更新ボタンをクリックすると抽出件数を確認できます。

AD2設定STEP3

更新ボタン
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広告連携設定をする

続けて広告連携設定をするため「はい」をクリックします。

AD2設定STEP3

更新ボタン
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広告連携設定をする

連携先となるリスト送信先を設定します。

AD2設定STEP3

更新ボタン

33

広告

連携先をONにします。



広告連携設定をするAD2設定STEP3
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広告告
告 「バインディング&スニペット」より取得した

「siteID」を入力

「オーディエンスリストID」を入力

固定値「email」を入力

連携先となるリスト送信先を設定します。



データの連携テストをするAD2設定STEP3
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広告告
告

「連携テスト」をクリックすると、データを1件だけ送信できます。
YTMで、データを受信できているかご確認ください。



連携タイミングを設定する（任意）

AD2から定期的にデータを送信したい場合は、
定期連携をONにして、連携タイミングを設定します。

AD2設定STEP3
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データ送信を開始する

「即時連携」にチェックを入れて「保存」ボタンをクリックします
（データ送信が開始されます）。

AD2設定STEP3

⚠ まだデータ送信を行わない場合は「即時連携」のチェックを外した状態で「保存」してください
⚠ 保存せずに一覧へ戻ると入力内容が消えてしまいますのでご注意ください

37



うまくデータ連携できない場合は……

38

• AD2から送信したデータがYTMに反映され始めるまでには
1～2時間かかる場合がありますので、しばらく時間を空けてから
ご確認ください。またデータは徐々に反映されていきます。
データ件数にもよりますが、24時間でほぼ完了します。

• AD2設定で「連携テスト」（P.35）に失敗する場合
「アカウント識別子（site）」または「イベントID（referrer）」の
いずれかが間違っています。
YTM画面での設定値と一致しているかご確認ください。

⚠ 間違えやすい画面
STEP2＞YTM設定＞「データエレメント名」と「変数名」（P.21）



複数のオーディエンスリストを作成する場合は…
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⚠ YTMではリストの数だけ各項目を作成する必要があります。
YTMの「APIイベント」「サービスタグ」はオーディエンスリストごとに作成してください。

YDAAD2 YTM

API
イベント

サービス
タグセグメント1

オーディ
エンス
リスト

API
イベント

サービス
タグセグメント2

オーディ
エンス
リスト

API
イベント

サービス
タグセグメント3

オーディ
エンス
リスト

紐付いている先にデータを連携していくため、
オーディエンスリスト数分の用意が必要



本資料内の情報は、シナジーマーケティング株式会社に帰属します。
事前の承諾を得ること無しに、本資料のすべてまたは一部をいかなる形式、

いかなる手段によっても、複製・改変・再配布・転送等をすることを禁じます。


