
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINE@完全マニュアル 

- 2 - 
  Copyright(C)2016 CBT.All Rights Reserved. 

はじめに 
【推奨環境】 

このレポート上に書かれている URL はクリックできます。できない

場合は最新の AdobeReader をダウンロードしてください。（無料） 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 

 
◆ 著作権について 

 当レポートは、著作権法で保護されている著作物です。使用に関しましては、

以下の点にご注意ください。 

 

◇ レポートの著作権は、作者にあります。作者の書面による事前許可なく、

本レポートの一部、または全部をインターネット上に公開すること、およびオ

ークションサイトなどで転売することを禁じます。  

◇ 本レポートの一部、または全部をあらゆるデータ蓄積手段（印刷物、電子

ファイル、ビデオ、ＤＶＤ、およびその他電子メディアなど）により複製、流

用および転載することを禁じます。  

 

◆ 使用許諾契約書 

 

本契約は、レポートダウンロードした法人・個人（以下、甲とする）と作者（以

下、乙とする）との間で合意した契約です。 

本レポートを甲が受けとることにより、甲はこの契約は成立します。  

 

 

第 1 条（目的） 本契約は、本レポートに含まれる情報を、本契約に基づき、甲

が非独占的に使用する権利を承諾するものです。  

 

第 2 条（第三者への公開の禁止） 本レポートに含まれる情報は、著作権法によ

って保護されています。また、本レポートの内容は、秘匿性の高い内容であり、

甲はその情報を乙との書面による事前許可を得ずにいかなる第三者にも公開す

ることを禁じます。  

 

第 4 条（損害賠償） 甲が本契約の第 2 条の規定に違反した場合、本契約の解

除に関わらず、甲は乙に対し、違約金として、違反件数と金壱萬円を乗じた価

格の 10 倍の金額を支払うものとします。  

 

第 5 条（その他） 当レポートに沿って実行し、期待通りの効果を得ることがで

きず、万一如何なる損益が生じた場合でも、乙は甲に対して責任を負わないも

のとする。 
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LINE@（ラインアット）とは 

 

http://at.line.me/jp/ 

LINE@は、LINE とは違うアプリです。 

LINE は、個人間で行われる 1 対 1 のコミュニケーションツールとして広く利用されて

います。いわば電話のようなものです。一方「LINE@」は、個人や企業が不特定多

数に一斉配信を目的として運用するメルマガのようなものです。設定をすれば個人

とのメッセージのやりとりはできますが、基本は多数への配信ツールといえます。 

 

 

クーポンなどを友だち登録してくれたユーザーに送ることが出来るので、店舗など

が集客ツールとして使うことが多いです。 
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また、ユーザーは非常に簡単に LINE@アカウントを友だち登録できます。 

 

LINE メニュー内その他＞公式アカウント  

 

より、画面上部にある「LINE@」を選択し、LINE@TOP が表示されるので、そ

こから自分の興味のあるジャンルを選択すると LINE@アカウントが表示され

ます。 

今回は、⻑崎ちゃんぽんリンガーハットの LINE@アカウントを登録しました。

真ん中の赤枠のメニューを選択すると友だち登録が出来ます。 

 

1. LINE@と公式アカウントの違い 
 

以前から公式アカウントという企業が使うアカウントは存在していました。こ

の公式アカウントと LINE@は何が違うのでしょうか。 

 

LINE@と公式アカウントはまず、アカウント開設までの費用が全然違います。 
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初期費用：800 万〜 月額費用：250 万〜  

となっており、無料でアカウント開設できる LINE@とは価格が全然違うことが

わかります。 

 

また、公式アカウントは公式スタンプを配信することができます。こちらは

2,000 万円〜となっています。 

価格帯から主に⼤企業や有名⼈が利用することが多いです。 

 

2. LINE＠で出来ること 
 

前述したとおり、LINE@はメルマガのようなものなので、次のようなことが可

能です。 

 

１．⼀⻫メッセージ 

２．1 対 1 でのトーク 

３．アカウントページ 

４．タイムライン 

５．PR ページ 

６．リサーチページ 

７．LINE グルメ予約 

８．LINE ショップカード 

 

1.⼀⻫メッセージ 

管理画面からメッセージを作成し、友だち登録してくれたユーザーに対してメ

ッセージや画像を⼀⻫送信することが出来ます。メルマガのような使い方です

ね。 
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2.1 対 1 でのトーク 

⼀⻫メッセージ配信が得意な LINE@ですが、メッセージを送ってくれたユーザ

ーに対して個別でのメッセージのやり取りも可能です。これにはプロフィール

の応答モードからの設定が必要です。設定しないと「お返事が出来ません」と

相手に通知されます。 

 

3.アカウントページ 

アカウントページは店舗や商材の専用のページになります。タイムラインの最

新情報や写真、基本情報、アカウント情報などを掲載することが出来ます。 

 

4.タイムライン・ホーム 

LINE 同様にタイムライン・ホームを持つことが出来ますので、不特定多数のユ

ーザーにメッセージを届けることが出来ます。 

 

5.PR ページ 

LINE@の特徴的な機能として PR ページがあります。PR ページは商品や店舗の

アピールをすることが出来るページで、クーポン配布や抽選などを簡単に実施

することが出来ます。また、管理画面ではクーポンの開封数などを確認するこ

とが出来ます。 

 

PR ページは、「プレーン」「クーポン（全員配布）」「クーポン（抽選）」の

3 種類から選んで作成することが出来ます。それぞれの特⻑は以下のとおりです。 
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6.リサーチページ 

リサーチページではユーザーに対して投票やアンケートを取ることの出来るペ

ージです。例えば、商品のパッケージの A 案と B 案どちらがいい？というよう

な事前調査をすることで、効果の良いデザインを本採用するなどの使い方が可

能です。 

 

7.LINE グルメ予約 

業種選択時に「飲食店」を選択した LINE@認証済みアカウントのみが利用でき

る機能です。6800 万⼈以上いる LINE ユーザーから集客ができるので、飲食店

を運営しているのであればぜひとも使いたい機能です。 

 

LINE グルメ予約は空席情報を掲載でき、その場で予約を受け付けることができ

るため、すぐに予約を取りたいユーザーを取り込むことができます。 

 

8.LINE ショップカード 

ポイントカードを作成・発⾏することができる機能です。 

 

9.統計情報 

管理画面で友だち数の増減や、ホームの PV 数、UU 数などを確認することがで
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きます。プロプランに入り友だち数が 100 ⼈以上になるとユーザーの属性を表

示することが出来ます。 

 

3. LINE@は⼀般アカウントと認証アカウント

がある 
 

⼀般アカウントは、個⼈法⼈問わずに LINE@上で作成することができるアカウ

ントのことで通常作成するとこちらの⼀般アカウントでの開設となります。 

認証済みアカウントは、審査を通過した⼀般アカウントのことで、認証済みバ

ッジがつき LINE アプリ内での露出が増えるなどメリットが多いアカウントに

なります。 

 

LINE@の利用が自社の店舗やブランドに相性が良さそうであれば、早速アカウ

ントを開設してみましょう。⼀ヶ月のメッセージの総配信数が 1,000 通を超え

ない範囲でなら無料で利用できます。 

 

4. 料⾦プラン＜2016 年 7 月新料⾦版＞ 
 

今まで LINE@（ラインアット）は「無料プラン」と「有料プラン」の 2 つのみ

の展開でしたが、2016 年 7 月より「フリー」「ベーシック」「プロ」の 3 プ

ランで展開されています。 

新料⾦プランを表にしてみました。 
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5. LINE@の始め方 
 

「LINE@」をはじめるには、LINE アカウントが必要です。LINE アプリからあ

らかじめ取得しておきましょう。 

 

1.LINE@アプリをダウンロード  

2.LINE@アカウントを取得  

3.LINE@アカウントを設定  

 

あとは、上記のように LINE@アカウントをとって設定を済ませれば、友だち登

録してくれたユーザーにメッセージを配信できるようになります。 
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1.アプリをダウンロード 

Android 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linecorp.lineat.andr

oid&hl=ja 

 

iOS 

https://itunes.apple.com/jp/app/line/id958585781?mt=8 

 

 

店舗、通販サイト、WEB サービス、イベント系のアカウントは、「Line@認証

済みアカウント」に申し込みが出来ます。認証済みアカウントの場合、LINE ア

プリ内の検索結果等、LINE 内にアカウント情報が露出され、より多くの⼈にア

プローチが可能となりますが、⼀般アカウントはそれがありません。  

 

私は認証されませんでしたが、特に不都合は感じていません。特に認証済みか

どうかにはこだわる必要はないでしょう。 

 

ダウンロード後、アプリを起動します。 

 

2.LINE@アカウントを取得 

 

LINE@アプリを起動後、アカウントを取得します。取得自体は、アカウント名、

画像、業種（2 種類）を入れるだけで済みます。ここで注意していただきいこと

は、アカウント名はスマホからしか変更出来ません。PC からは出来ませんので

忘れないようにしておきましょう。また⼀度アカウント名を変更すると２４時

間変更することが出来なくなります。 

 

自社サービスをイメージできるような名前や文言を入れたいところです。いわ
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ゆる ID とは異なりますので⽇本語も使えます。 

 

 

 

画像は端末内になければ、カメラを起動し必要部分をアイコンとして切り取っ

て使う（右図）こともできます。 

 

3.アカウントを設定 

 

登録をすませましたら、プロフィールなどを設定します。 
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ひとことは重要！20 文字以内で設定 

プロフィールで重要なのは、⼀言です。これは、アイコン下に表示され、よく

目につく所です。20 文字ですので、無駄に使わないよう、読まれやすい文章を

いれましょう。 

 

実は ID 名は検索対象！ 

標準ですと、英文字 3 文字数字 4 文字アルファベット 1 文字という合計 8 文字

のでたらめな ID が付与されます。これが、あなたの LINE@ID となります。知

⼈や告知をするときはこれを伝え、そのあたまに@をつけ ID 検索してもらえば

⾒つけてもらえます。 

 

ID は他に取得されていなければ、有料で任意のつづりに変えられます。年間数

千円ですのでドメインと同様に考えて、取得しておくのも良いでしょう。ちな

みに今の時代、電話番号にこだわらないように LINE の ID にこだわる利用も特

に⾒当たらないので、よほどのこだわりがない限り、無料 ID で十分だと思われ

ます。 

 

※支払いは LINE にひも付く LINEPay という決済手段です。あらかじめダウン

ロードしておき、チャージしておきましょう。チャージはコンビニで手軽にで

きます。 

 

友だち追加時あいさつはキャラクターやブランドイメージで！ 

友だち追加されたとき、自動で表示されるメッセージを登録できます。複数登

録可能なので、定型句だけでなくキャラクターやブランドイメージにあった⼀

言を入れましょう。 

 

QR コードは印刷して名刺にも使える 

スキャンすれば、あなたの LINE@をすぐに表示してくれる QR コードがわかり
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ます。画像として保存しておき、名刺に印刷したり、ウェブサイトに貼り付け

たりなどして告知に使いましょう。 

 

その他 

ホームに画像を設定したり、特定キーワードに反応して自動でメッセージを返

すような設定をしたりして、オリジナリティのある LINE@にしましょう。 

 

LINE 公式ブログで、さまざまな活用事例が紹介されていますので、それらを参

考にすると良いでしょう。 

 
LINEマネージャーの使い方 
 

LINE@はパソコンのブラウザからも投稿ができます。⻑い文章やメッセージの

投稿予約を⼤量にしておくときなど、便利に使えます。 

 

・LINE@ MANAGER 

https://admin-official.line.me/ 

 

投稿から設定までのアカウント取得以外が可能 
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LINE@マネージャーでは、投稿から設定まで、アカウント取得以外のさまざま

な機能を実⾏できます。⼀言や自動応答メッセージも、LINE@MANAGER から

もできますので、⻑文になるときはこちらからのほうが効率的かもしれません。 

 

6. LINE@マネージャーからの投稿は⽇時指定

も出来る 
 

画面左上にあります「ホーム投稿」からメッセージ投稿ができます。文字はも

ちろんのこと、絵文字や URL、画像なども付けることができますので、普段使

い慣れているようにメッセージを送信します。 

 

また、⽇時を設定して送信予約をすることもできます。定休⽇に配信したいと

きなども安心です。このあたりはメルマガと同じですね。 

 

7. 運用者を複数設定できる 
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LINE@マネージャーを操作できるアカウントを複数設定できます。ログインで

きて送信もできる、単に運用するだけ、など権限を決めてアカウントを追加で

きます。企業など、担当が複数いる場合は、LINE@マネージャーから⾏うと便

利です。 

 

8. 友だちを増やすコツと注意点 
 

LINE@は、メルマガのようにユーザーにメッセージが直接届く媒体です。その

登録者（友だち）の増やし方はメルマガの手法が参考になることがあります。 

 

あなたは今どんなメルマガを読んでいますか？ 

どんな LINE＠に登録していますか？ 

 

その時の気持ちや理由が LINE@を相手に登録してもらうヒントになりそうで

す。 

 

 

 

9. 友だちを増やすには宣伝をしよう 
 

ホームページやブログ、Twitter、facebook など、自分たちがもっている媒体

で PR をしましょう。そのときのコツは、何を定期的に発信するのかがわかるこ

とです。 

 

LINE は個⼈の端末にメッセージが送られてきます。ですから、メルマガ以上に
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何が送られてくるのかを納得し、安心てもらうことが重要です。たんにブログ

の更新情報だけなのか、お得情報も含むのか、など友だち追加してもらえるよ

う工夫をしましょう。 

 

10. ブロックは⼤敵！ 
 

たとえ友だちになってくれたとしても、LINE@は簡単にブロックができてしま

います。メルマガであれば登録解除は面倒なことも多いので、まあ継続するか、

となるケースもありそうですが、LINE@はもっとシビアです。不測のことがあ

ればすぐにブロックされておしまいです。 

 

ですから、友だち追加時あいさつをフレンドリーにしたり、自動応答メッセー

ジで相手に何か特典となるような情報を加えたりなど、ユーザー目線で⼀言⼀

言を工夫します。 

 

あまりにも頻繁にメッセージを送られてしまうことも負担を感じさせることに

つながります。最初は週に 1 回など、運用は控えめにしておくほうが無難でし

ょう。前述の公式ブログなどを⾒て研究しましょう。 

 

11. 友だち追加ボタンをつけよう 
 

LINE@MANAGER のメニューから、「友だち追加ボタン」のタグを入手できま

す．ブログやホームページに貼り付けることで、手軽に友だち追加してもらえ

る可能性を高めましょう。 

 

どんなメッセージが送られてくるのかをサンプルとして掲載しておくと、登録
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時の不安も和らぎます。おしつけにならないよう配慮しつつ、運用方針を考え

ましょう。 

 

12. まとめ 
 

友だちが増えてきますと、LINE@はあなたにとって強⼒な告知媒体になるはず

です。 

 

・LINE@は、LINE アカウントで運用する告知ツール。 

・facebook アカウントで作る facebook ページのようなもの。  

・プロフィールや⼀言はブランドイメージを考えて登録する。  

・自動応答メッセージなど充実させつつも、配信メッセージ量は最初は控えめ

に。 （ブロックがすぐにできてしまうため）  

 

あなたも、この機会を逃さず、ぜひ LINE@を取得し、友だちを増やしてくださ

い。 

 

補足 

よく質問をされるので、予め疑問に思われそうなことを補足として付け加えて

おきます。 

 

13. LINE@と LINE とどう使い分けるの？ 
ビジネス目線で答えるなら「知らんがな！自分で考えや！」と言いたいところ

ですが（笑）、先ほどもお伝えしているように LINE＠の特徴は同時に指定した

時間に、⼀⻫配信出来ることです。 
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であるならば、LINE@は⼀⻫に何かを告知したいとき、例えばキャンペーン、

季節のメニューを入れましたとか、バーゲンや、裏メニューのお知らせなど、

の時に使いやすいかと思います。どんな時にメルマガ配信したいかを考えてみ

て下さい。 

 

また LINE＠をオフィシャルアカウントとして、LINE のようにプライベート（特

にビジネスで関わる相手）に使う事もできます。自分は LINE＠アカウントはビ

ジネス用に、LINE アカウントはプライベート用にと使い分けています。 

 

 

LINE＠を連絡用に使うメリットは、「通話機能がない」ということです。 

 

 

まあないと思いますが、ストーカー対策などを考えると、最初から通話機能が

ないという点で LINE＠は使いやすいと言えるでしょう。そのため、LINE＠しか

伝えていない場合には、電話番号を伝えるのかどうするのかを予め考えておい

た方が良いです（体験談）。 

 

 

また補足の蛇足になりますが、LINE グループの機能も上手に使うといいでしょ

う。 

 

 

メンバー同⼠の交流や、ノート（話した内容が流れないようにお知らせしたい

内容を残す）機能を考えると LINE グループも活用するといいと思います。 

ただしこちらのデメリットは、ネガティブな発言する⼈がいると、それを全体

が目にしてしまうとかですね(^_^;) 
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実際されました（笑） 

 

 

LINE＠は活用の仕方さえ理解すれば、とても使いやすいツールです。 

 

 

⼀時期メールフォルダに（３）とか未読の数字が付くと気になって開いていた

時期ありませんか？ 

 

 

今ではスパムや FB や Twitter のお知らせなど含めて、メールがたくさん届き過

ぎて、メールフォルダの未読メッセージ数は気にしなくなっているかと思いま

す。 

 

 

でも今 LINE の未読メッセージあると気になりませんか？ 

 

 

ということは⼀度は開いて読んでもらえる可能性が高いツールということです。 

 

 

是非これらの特徴を理解し、あなたのビジネスにご活用下さい。 

 

 

あ、最後に⼀つだけ。 

 

LINE@は登録してもらっても、相手の方から連絡入れてもらえないとこちらか
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らは誰が登録したのか分からないツールです。 

 

 

LINE＠を LINE のように使うためには、是非⼀度、相手に登録してもらってか

らスタンプの⼀つでも送ってもらうようにしましょう。 

 

 

■配信者情報 

――――――――――――――――――――――――――――――― 

配信者名  LIE@集客プロデューサー 舩曳 泰孝 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

舩曳 LINE@集客 

https://line.me/R/ti/p/%40fol0240v 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 


