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LINE 株式会社

御中
LINE LIVE 利用に関する確認書（広告案件用）

当社は、LINE LIVE を利用した配信を実施するにあたり、LINE 法人向けサービス基本約款、LINE 公式アカ
ウント利用規約、LINE 公式アカウントガイドライン、下記事項及び別紙「LINE LIVE 利用ガイドライン」に
同意したうえでこれを利用することを、本書面をもって確認します。なお、当社が、2018 年 12 月 3 日以前に
LINE 公式アカウントを開設し、貴社が別途指定する「LINE 公式アカウント移行申請書」を貴社に提出せずに、
LINE 公式アカウントを利用している場合、LINE 法人向けサービス基本約款の他に「LINE 公式アカウント」
個別約款、LINE 公式アカウント考査ガイドラインに同意した上で LINE LIVE を利用するものとします。また、
当社は、実施する当該配信の出演者にも、本書面に記載された事項を遵守させることを表明し、保証します。な
お、当社が、広告代理店として特定の広告主に代理して本確認書を差し入れる場合には、当該広告主に本書面に
記載された事項を遵守させることを表明し、保証するものとします（当該広告主の表示：
）。
本確認書における用語の意義は、別段の定めのない限り、別紙「LINE LIVE 利用ガイドライン」における当該
用語の意義に従うものとします。また、下記氏名欄に記載される者は、当社より、本確認書を提出するための必
要な権限を付与されており、かかる権限に基づき本確認書を提出することを表明し、保証します。
1. 本配信の実施
(1) 本配信を行う前に、各番組について配信日時や内容、料金等についての受発注手続およびヒアリングシート
の提出等の御社の案内に従った所定の手続きを行うことに同意します。当社は、同手続きにて御社と合意し
た LINE 公式アカウント、配信内容及び配信日時、配信料等にて、本配信を実施します。
(2) 御社の LINE 公式アカウントを利用した本配信の実施その他の方法により御社が本配信を実施する場合、当
社は、御社に対して、別途御社と合意した LINE 公式アカウント、配信内容（本コンテンツを含む）及び配
信日時にて、本配信を実施することを許諾します。
2. 資料の提出等
(1) 当社は、御社の LINE 公式アカウントを利用した本配信を実施する場合等、御社より、本コンテンツに関す
る企画書・台本・脚本・スケジュールその他御社が指定する資料の提出を求められた場合には、御社の指定
する期日までに当該資料を提出し、御社の承認を受けます。提出が遅れる場合には、事前に御社に通知の上、
提出可能な日時をご連絡します。
(2) 当社は、前項に定める御社の承認を受けられない場合、御社が、御社の裁量に基づき、当社の承諾を得るこ
となく、本配信を配信の前後・配信中を問わず禁止し、または本配信を中断・終了する場合があることに同
意します。
(3) 御社の LINE 公式アカウントを利用した本配信の実施その他の方法により御社が本配信を実施する場合、当
社は、本配信及び本コンテンツの権利処理に関連する契約書等の文書の原本及び写しを、当社の主たる営業
場所に保存し備え置きます。この場合、当社は、当社の通常の営業時間中に、当該文書等を閲覧、謄写する
権利を御社が有することに同意します。
3.

広告販売の制限
当社は、御社の書面（電子メールを含みます。
）による事前の承諾なく、本配信、本コンテンツ内容及び御
社サービスに関して、第三者に対する広告枠の販売（ダブルスポンサーも含みます）を行わず、その他の収
益を取得しません。

4.

広告の掲載
当社は、本配信及び本件許諾に基づく本コンテンツの提供に際し、御社が、御社サービス画面上の御社の指
定する場所に広告枠（以下「指定広告枠」といいます。）を設定し、御社の指定する広告を掲載することが
できるものとし、御社に対して、御社が指定広告枠を設定し、任意の広告を掲載することができる権利を独
占的に許諾します。
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LINE LIVE 利用ガイドライン
LINE LIVE 利用ガイドライン（以下「本ガイドライン」といいます。）

をお渡しいただくことになります。

は、LINE 株式会社（以下「弊社」といいます。
）が提供するサービス

・本配信は LINELIVE の管理画面上より行います。なお、本配信の管

である LINE LIVE（以下「本サービス」といいます。）のご利用につ

理について、2018 年 12 月 3 日以前に LINE 公式アカウントを開設し、

き、弊社が別途定める LINE 利用規約、LINE 法人向けサービス 基本

弊社が別途指定する「LINE 公式アカウント移行申請書」を弊社に提出

約款、LINE 公式アカウント利用規約、LINE 公式アカウントガイドラ

せずに、LINE 公式アカウントを利用する場合は、LINE 公式アカウン

イン等の各種ガイドライン（以下あわせて「利用規約等」といいます。）

トの管理画面上で行います。

に規定する条件とあわせて適用されるものです。LINE LIVE の利用者

・お客様が本サービスを LINE 公式アカウントの管理画面上で管理を

（以下「お客様」といいます。
）は、よくお読みになられて、本サービ

行う場合も本ガイドラインが適用されるものとします。

スをご利用下さい。

・弊社ではユーザーからの問合せへの対応及び本サービスの向上のた
めの弊社内における検討資料として、本配信のデータを弊社のサーバ

（本ガイドラインと利用規約等との関係）
・本ガイドラインに規定がない場合、原則として利用規約等の規定が

ーにて保有し、利用することができるものとします。
（アーカイブされ

適用されます。

的な措置は採らせて頂きます。
）

・本ガイドラインの規定が利用規約等の規定と矛盾・抵触する場合、

・アーカイブされた動画については、それをユーザーに認識して頂く

その矛盾・抵触の限りにおいて、本ガイドラインが優先し適用される

ため、弊社のほうでサムネイルを作成し、弊社サービスにおいて表示

ものとします。

いたします。また LINE アプリ上で、当該サムネイルを送信等できる

ない本配信のデータについては外部からアクセスできないための合理

ようにもいたします。お客様は、かかるサムネイルとしての加工、サ
ムネイルの表示、弊社サービス上でサムネイルが送信されることにつ

（注意事項）
・お客様は、本サービスを利用して生放送配信、データ配信、又は生

いて承諾するものとします。なお、動画データのサムネイルは、動画

放送配信とデータ配信を組み合わせて配信（以下総称して「本配信」

データのアーカイブ終了後もユーザーの LINE アプリ上にて保存、閲

といいます。
）する全ての内容（以下「本コンテンツ」といい、楽曲を

覧、送信等されます。

含みます。）について、権利処理が必要な全ての当事者から、事前に本

・本コンテンツの弊社サービスにおける再配信またはアーカイブ配信

配信を実施するために必要な権利処理を適正に行うものとします（た

は、お客様自身の管理および責任において実施頂きます。弊社は本コ

だし、一般社団法人日本音楽著作権協会（JASRAC）、および株式会社

ンテンツの弊社サービスにおける再配信またはアーカイブ配信の義務

NexTone が著作権の全部または一部を管理する楽曲の当該管理部分の

を負うものではありません。

著作権処理を除きます。
）。

・弊社及び弊社の関連会社は、お客様の承諾を得ることなく、本コン

・お客様は、本配信によって配信される全ての内容について、必要と

テンツの一部を、弊社が提供するサービスにおいて、本配信、本コン

される権利処理が全て適正に処理されており、第三者のいかなる権利

テンツまたは本サービスの営業・広告・宣伝活動に無償利用すること

（著作権、著作者人格権、著作隣接権、特許権、商標権、意匠権、実

ができるものとします。

用新案権、営業秘密、名誉権、肖像権、プライバシー権、パブリシテ

・お客様は、弊社に対して本確認書に定める利用の許諾（以下「本件

ィー権を含みますが、これらに限りません。）も侵害するものではなく、

許諾」といいます。
）を行う正当な権限があること及び本件許諾が第三

かつ法令に違反するものではないことを保証するものとします。

者のいかなる権利（著作権、著作者人格権、著作隣接権、特許権、商
標権、意匠権、実用新案権、営業秘密、名誉権、肖像権、プライバシ
ー権、パブリシティー権を含みますが、これらに限りません。
）も侵害

（確認事項）
・本配信は弊社又は弊社の関連会社が提供する LINE アプリ及び LINE

するものではなく、かつ法令に違反するものではないことを保証する

LIVE アプリ、弊社が運営する LINE LIVE ウェブサイトその他 LINE

ものとします。

LIVE コンテンツを閲覧できる弊社のサービス（以下、総称して「弊社

・お客様は、本配信にかかる一切の費用（制作費、出演料、楽曲使用・

サービス」といいます。
）での配信となります。関係者との権利処理を

許諾料、ロケ費、スタジオ使用料等を含みこれに限られません）を全

行うにあたって、ご注意下さい。

て負担するものとします。

・本コンテンツに不適切または不適当な内容が含まれると弊社が判断
する場合には、弊社の裁量に基づき、お客様の承諾を得ることなく、
本配信を配信の前後・配信中を問わずお断りし、または本配信を中断・
終了、アーカイブの削除等をする場合があります。

（禁止事項）
・本サービスの利用においては、利用規約等に加え、以下の行為を禁

・本番アカウントで配信開始すると、ユーザーに配信され閲覧可能な

止します。同行為を行った場合、または同行為を行うおそれがあると

状態になります。

弊社が信じるに足りる相当な理由があると判断した場合、弊社は、

・配信にはディレイが発生します。また、ユーザーの端末状況にも依

LINE 利用規約に定めるとおり、自らの裁量に基づき、お客様の事前の

存します。

承諾なく、本サービスの提供の停止・削除（本コンテンツのアーカイ

・現在のところ LINE 側では暗号化・復号化を行っておりません。

ブの削除を含みます）、利用規約等に基づく契約の全部または一部を解

・社外の方に配信を依頼する場合、仕様上管理画面から「運用者権限」

除等、弊社の裁量に基づき、必要と判断する措置を採ることがありま
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す。かかる措置により、お客様が何らかの損害や損失を被ることがあ

止し、または終了させることができるものとします。本サービスの変

っても、弊社はそれを賠償または補償する義務を負いません。お客様

更、一時停止または終了によりお客様が何らかの損害や損失を蒙るこ

は、当該措置に何ら異議を申し立てることはできません。

とがあっても、弊社はそれを賠償又または補償する責任を負わないも

・違法または違法行為を助長するような内容の配信。

のとします。

・公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある内容の配信。

以上

・著作権その他の知的財産権及びその他の第三者の権利を侵害するお
それのある表現を含む内容の配信。
・過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、その他反社会的な内容を含
み他人に不快感を与える表現を含む内容の配信。
・自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引または助長する表現を含む内容の
配信。
・人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別につなが
る表現を含む内容の配信。
・宗教活動または宗教団体への勧誘を目的とする内容の配信。
・他のお客様に対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする内容の配信。
・他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開
示または提供することを目的とする内容の配信。
・他者になりすました配信または意図的に虚偽の情報を流布させる内
容の配信。
・弊社が許諾していない第三者の商品又はサービス等の宣伝をする内
容の配信。
・その他、社会通念上、配信することが不適切・不適当であると弊社
が認める内容の配信。
・本確認書の記載の事項に反する行為。
（責任及び免責）
・本ガイドラインに違反し、お客様が弊社に損害を与えた場合には、
その一切の損害（合理的な弁護士費用を含みますが、それらに限られ
ません。
）を直ちに賠償する責任を負うものとします。
・本サービスは現状有姿（本配信のコンテンツが本サービス及び弊社
が提供するサービス外にて利用される場合があること、または当該コ
ンテンツの閲覧が想定されていた地域以外での閲覧される場合がある
ことを含みます。
）にて提供されるものであり、お客様は、自らの責任
で本サービスを利用し、弊社は特定の機能または機能の改善を提供す
る義務を負わないものとします。
・弊社は、お客様による本サービスの利用を可能にするために、機材
及び場所の提供ならびに本配信の管理画面上での各種設定及び管理行
為ならびに本配信の配信等（以下、総称して「補助行為」をいいます。）
をお客様の指示に従い、行う場合があります。弊社は、本サービスな
らびに当該補助行為に関連して、または当該補助行為のために必要と
なる機材に関して、事実上及び法律上の瑕疵（安全性、信頼性、正確
性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関
する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含む。
）がないことを明示的
にも黙示的にも保証しておらず、また、弊社の故意又は重過失に基づ
くものを除き、本サービス及び当該補助行為に起因して生じたあらゆ
る損害について一切の責任を負わないものとします。また、当該損害
が弊社の故意又は重過失に基づく場合、弊社は現に発生した通常かつ
直接の損害に限り、これを賠償するものとします。
・本配信及び弊社又は関連会社による本件許諾に基づく配信の全部又
は一部に関し、第三者からの問合せ、クレーム又は請求（損害賠償、
使用差止請求等内容の如何を問いません。）その他第三者と紛争が生じ
た場合には、お客様が自らの責任と費用においてこれを解決するもの
とし、弊社に何らの迷惑、負担等をかけないものとします。
・弊社は、弊社が必要と判断する場合、あらかじめお客様に通知する
ことなく、いつでも、本サービスの全部または一部を変更し、一時停
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