
LINE株式会社
マーケティングソリューションカンパニー
2020.11.4



バレンタインキャンペーン とは

バレンタインキャンペーンは、LINEでかんたんに応募することが出来て、

先着でちょっとうれしい景品がもらえたり、先着の景品がなくなっても、

参加者全員にLINEポイント2ポイントがもらえます。

また、専用のリストページが作られ、ユーザーが参加したキャンペーン以外にも、

他企業のキャンペーンも用意されているため、色々なキャンペーンを楽しむことが出来ます。
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バレンタインキャンペーン の３つの特徴

LINEアプリ内から集客して、キャンペーンリストページ内で相互送客を促進することで、大規模にリーチできます。

大規模なリーチ
獲得

キャンペーンリストページ*
内で相互送客を促進

キャンペーン横断の
相互送客の仕組み

各キャンペーンの
企画性がUP

オリジナル景品やLINEポイントを
活用する事で、ブランド訴求から
独自性の高いキャンペーン設計

まで幅広く対応

＊: LINEポイントクラブ面のセクションのひとつをバレンタインキャンペーンのリストページとして活用します
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先着オリジナル景品
+先着LINEポイント
で自社商品認知と
リーチ獲得を両立



ユーザーフロー

キャンペーンページにて、先着か、もれなくもらえる2種類の景品のどちらかを選択すると景品がもらえます。
キャンペーン参加時に友だち追加＆タイムラインシェアが行われます。

バレンタイン
キャンペーン

バレンタインキャンペーン

トリックorトリートキャンペーン

●●キャンペーン！
クイズに答えてもれなくもらえる！

2ポイント

●●キャンペーン！
クイズに答えてもれなくもらえる！

2ポイント

●●キャンペーン！
クイズに答えてもれなくもらえる！

2ポイント

●●キャンペーン！
クイズに答えてもれなくもらえる！

2ポイント

タイムラインシェア友だち追加

バレンタインキャンペーン

リストページ

※友だち追加は、LINE公式アカウント開設が条件となります。

※タイムラインシェアは、ユーザー任意です。ユーザーはチェックボックスを外して参加することも可能です。

※タイムラインシェアの遷移先は各キャンペーンページではなく、バレンタインキャンペーンリストページになります。

※A賞、B賞いずれかの景品が獲得できます。（両方獲得することは出来ません）

※既に住所入力などを済ませている場合でも、インセンティブリマインダー通知が届く場合がございます。

バレンタイン
キャンペーン
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応募する

A賞 ●●（先着●●名様）
※景品在庫がなくなっても選択できます。

B賞 LINEポイント 2ポイント

✓

キャンペーンLP 景品選択 景品獲得

タイムラインシェアの遷移先は

バレンタインキャンペーン

リストページ

トリックorトリートキャンペーン

●●キャンペーン！
先着で●●がもらえる！

2ポイント

●●キャンペーン！
先着で●●がもらえる！

2ポイント

●●キャンペーン！
先着で●●がもらえる！

2ポイント

●●キャンペーン！
先着で●●がもらえる！

2ポイント

バレンタイン
キャンペーン

ビデオ

有償オプション

応募する

バレンタインキャンペーン

バレンタインキャンペーン

アンケート

バレンタイン

サンプル商品

インセンティブリマインダー

(ご希望の場合)

A賞がLINEポイント

以外の場合のみ、通知されます。



バレンタインキャンペーンの導線について

キャンペーンリストページを中心に導線の強化＋回遊性を重視した設計となっております。
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導線の強化

回遊性

LINEポイントクラブ

LINE SP キャンペーン

LINE公式アカウント

約3.2億PV/月のLINEポイントクラブ面（2019年5月〜10月の平均値）に、期間中リストページへ

の導線が常設設置され大量の流入が見込まれます。

・キャンペーン開始の1時間前に事前告知配信を実施

・キャンペーン期間中、リッチメニューにキャンペーン告知を常設掲載

 キャンペーン参加時の、タイムライン投稿の遷移先をリストページにし回遊性UP
 キャンペーン参加完了画面に、キャンペーンリストページへの導線を設置し他社キャンペーンに誘導

※「LINE SPキャンペーン」LINE公式アカウント は名称は予告なく変更になる可能性がございます。



LINEファミリーサービスのLINE公式アカウントのメッセージ
送信仕様改善について

お知らせ：LINEファミリーサービスのLINE公式アカウントのメッセージにおける、送信仕様改善

LINEでは、より快適なユーザーコミュニケーション環境を目的として、メッセージ受信環境の改善をしています。

2020年7月から改善の一環として、LINEファミリーサービスのLINE公式アカウントから配信するメッセージに、特定のアルゴリズムで

ターゲティング配信をする仕様に変更となりました。ターゲティング配信の適用により、これまでも反応していたユーザーには、引き続き

メッセージが配信され、反応していなかったユーザーには、配信されない仕様となります。

これにより、LINE全体でのメッセージ反応率の向上と共に、従来LINEファミリーサービスのメッセージ配信に埋もれてしまう可能性が

あった広告主様のLINE公式アカウントの通知や反応率向上を期待しております。あらかじめ、ご理解いただけますと幸いです。

※過去に同公式アカウントから配信されたメッセージに対して反応していないユーザーには、配信されない仕様となります。

※メッセージ開封率や反応率などを元にLINE公式アカウント別に判定しており、詳細のアルゴリズムは非開示となります。

※仕様変更は、LINEファミリーサービスのLINE公式アカウントのみに適用され、広告主様のLINE公式アカウントには影響ございません。
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バレンタインキャンペーン 詳細スペック

特別パッケージ価格 800 万円
（税別）

区分 スペック

キャンペーン費用 LINEオープンキャンペーン基本費用

オプション 友だち追加、uid提供、「LINE SPキャンペーン」LINE公式アカウント 共通告知

景品
A賞：先着景品（デジタルインセンティブ/配送型）※最低1,000個以上、10万個以下
B賞：LINEポイント2ポイント（B賞のポイント費用はパッケージ価格に含まれます）

告知
バレンタインキャンペーンリストページに掲載

キャンペーン期間 3日間

先着景品のため、ユーザー体験を損なわないように配慮をしております。
そのため、広告主様LINE公式アカウントおよび、その他の告知についてもお控えください。

注意事項
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※「LINE SPキャンペーン」LINE公式アカウント は名称は予告なく変更になる可能性がございます。

※本サービスはLINE公式アカウントかつLINEのMessaging APIに対応しているアカウントのみ、ご利用いただけます。



バレンタインキャンペーン オプション
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オプション

※本メニューでは「LINE SP キャンペーン」 LINE公式アカウント告知配信メニューはご利用できません。

項目 補足 数量 単価 金額（税別）

ビデオ 応募直後〜応募完了時に強制視聴でビデオを再生 一式 トライアル価格 200万円

アンケート キャンペーン応募時のアンケート入力 一式 トライアル価格 200万円



バレンタインキャンペーン A賞景品について
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配送型 デジタルインセンティブ

 住所入力用の入力フォームは広告主様でご用意ください。

 住所入力フォームは単一のURLではなく、ユニークなURLのみ有効とさ
せていただきます。

 ユニークURLは弊社の事前テスト用に景品分とは別に、5本程度予備を
ご納品ください。

 キャンペーン詳細に配送予定時期を必ずご記載ください。

 配送費用は広告主様のご負担となります。

 住所入力フォームは景品の配送に必要な情報以外、設定出来ません。
(住所・氏名・電話番号のみ)

 住所入力フォームの入力期間の終了日は、キャンペーンの終了日の＋24
時間以上にしてください。

• 景品は広告主様にてご用意ください。
• 景品は最低1,000個以上ご用意ください。
• 景品は最大10万個までとさせていただきます。
• 景表法の適法性につきましては、広告主様で事前に必ずご確認ください。

 LINEポイントも利用可。
・1回あたりの付与ポイント数は100ポイント以上
・最低発注金額は100万円以上

(ポイント代+システム利用料）
・LINEポイント以外のポイントは不可

 無料引換えクーポン、値引きクーポンも利用可。
ただし、本キャンペーン専用のクーポンをご用意ください。内容
によってはお断りする可能性がありますので予めご了承ください。
また、店頭に行かないとクーポンがもらえない場合は不可となり
ます。
<例>
店頭で景品獲得画面を見せると景品と引換→〇
店頭で景品獲得画面を見せるとクーポンと引換→×

 クーポンなどご利用の際は、
クーポン獲得条件(会員登録が必要など)と
利用条件(利用期間や利用可能回数など)をキャンペーン詳細に記
載してください。

 消込機能については広告主様にてご用意ください。

注意事項
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LINEポイントとは

友だち追加 動画視聴 ミッション

LINEの各サービスで
LINEポイントが貯まる

LINEの各サービスに応じてLINEポイントが貯まる

貯める
スタンプや着せかえに交換

コード決済で利用

使う

LINEポイントは、LINEの各種サービスやお店・ネットショッピングなどで貯まる・使えるLINEのポイントサービスです。

貯まったポイントは、さまざまなサービス・シーンで利用可能です。
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LINEポイントオートチャージとは

LINEポイントオートチャージを利用すると、LINEポイントをユーザーが自らチャージすることなく、

自動で付与することが可能になります。

項目 内容

販売価格
1ポイント = 定価@1.5円

※@1.5円の内訳は、ポイント代1円(※不課税)＋システム利用料0.5円(※課税)となります。

最低発注金額
（最低発注ポイント数）

実費精算：総額100万円（ポイント代＋システム利用料）〜
※発注量などによるバルク割引はございません。

発注単位
ポイント付与単位 100ポイント以上

注意事項

・基本約款・個別約款に同意の上、お申し込みください。お申込み後のキャンセルや変更はできません。

・競合排除はお受けしておりませんので、ご了承ください。

・キャンペーンの販促物を作成する場合は、ガイドライン(https://www.linebiz.com/jp/download/)をご確認いただき、

必ず最新のロゴをダウンロード(https://www.linebiz.com/jp/logo)してご利用ください。

・テスト用のコードなどはございません。

■商品スペック
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※画像はイメージです。

※獲得履歴の表記は規定の範囲でご指定が可能です。

ウォレットタブから
LINEポイントの画面へ 獲得履歴で確認

LINE株式会社

LINEウォレットからのメッセージ

LINEポイント
履歴画面へ

LINEポイント 獲得履歴の確認方法
ユーザーに付与されたLINEポイントは、LINEポイント 履歴画面でキャンペーン名などとともに確認することができます。
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・日本国内で使用される広告・販促・告知物等でのLINE関連素材（ロゴ・アイコン・画面イメージなど）の使用およびLINE関連の案件実施告知におけるガイドラインを記載い
たします。
以下のガイドラインを確認いただき、記載されている内容に則って各種告知物を制作いただきますようお願いいたします。※ガイドラインは変更・追加される場合があります。
必ず最新の資料をご確認いただきますようお願いいたします。

■各種LINE関連素材のダウンロードおよび利用ガイドラインについて
ロゴデータと各ロゴ・アイコンそのものに関わるガイドラインを掲載しています。
https://www.linebiz.com/jp/logo

■広告・販促・告知物等におけるLINE関連素材使用についてのガイドライン
ロゴ・アイコンを使用した広告物制作におけるガイドラインを掲載しています。
下記よりダウンロードしてご確認ください。
https://www.linebiz.com/jp/download/

クリエイティブのガイドライン・ロゴのガイドラインについて

・LINEポイントの訴求があるクリエイティブについては、審査は必須となります。下記のコンタクトフォームから審査を依頼してください。審査には約3〜5営業日かかります。
https://linecorp.com/inquiry/icon/form.html

・クリエイティブ審査なしでLINEポイントを配布するキャンペーンを開始された場合、販売出来ないケースやポイントを無効化するケースもありますのでご注意ください。

・販促物などで作成したクリエイティブは、必ずキャンペーン開始前に確認させていただきます。

・印刷物、サイト、バナー、メール書面、アプリ画面など、LINEポイントコードに関わる制作物の全てが対象になります。

・ガイドラインに記載されていない内容についても修正をお願いすることがあります。クリエイティブ審査には、約3〜5営業日ほどいただきます。
スケジュールに余裕を持って公開前（入稿前）にご提出をお願いいたします。

クリエイティブ審査について

クリエイティブ審査・ガイドラインについて

https://www.linebiz.com/jp/logo
https://www.linebiz.com/jp/download/
https://linecorp.com/inquiry/icon/form.html


バレンタインキャンペーン スケジュール

・入稿FIX期限までに入稿内容が確定しない場合、キャンペーン希望開始日に開始することは出来ません。注意事項
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キャンペーン実施期間 2月8日(月)〜2月14日(日)
キャンペーン開始日 2月8日(月)/2月9日(火)/2月10日(水)/2月12日(金)
※上記期間の中から、土日祝日を除く平日で、ご希望の開始日を第1希望〜第4希望までご選択ください。
※ご希望の開始日で実施できない可能性がございます。あらかじめご了承ください。
※キャンペーン開始時間は11時から固定となります。

企業商材可否審査/
キャンペーン審査受付期間 11月4日(水)〜12月4日(金) 17:00
*上記期間までに申請いただいた場合、12月22日18時までに回答します。
*仕様書、入稿シート展開

申込受付期限 12月25日(金) 17:00
初回入稿期限 1月12日(火) 17:00
入稿FIX期限 1月21日(木) 17:00

バレンタインキャンペーンの1日のキャンペーン開始企業数は最大3社とさせていただきます。
2月12日(金)開始のみ最大5社とさせていただきます。
キャンペーン開始日の希望はキャンペーン審査メール受領の先着順にて受け付けます。



バレンタインキャンペーン 進行スケジュール

キャンペーン
開始

レポート
申込受付
期限

入稿FIX
期限

キャンペーン
終了

12/25(金) 1/21(木) 2/8(月)∼ ∼2/14(日) 管理画面より
ご確認可能

12/4(金)11/4(水)

キャンペーン期間

企業商材可否審
査/キャンペー
ン審査開始

初回入稿
期限

1/12(火)

＊入稿シート、仕様書展開いたします。
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※各種入稿などが遅れた場合、遷移図の展開も遅れますので、

あらかじめご了承ください。

バレンタインキャンペーンの1日のキャンペーン開始企業数は最大3社とさせていただきます。
キャンペーン開始日の希望はキャンペーン審査メール受領の先着順にて受け付けます。
発注〜入稿につきましては、LBPMでご対応お願いします。

遷移図
提出

キャンペーン
開始3営業日前頃

3日間のキャンペーンとなります。

企業商材可否審
査/キャンペー
ン審査期限＊
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締切
12月4日(金)

17時まで

バレンタインキャンペーン 企業商材可否/キャンペーン審査

企業商材可否審査とキャンペーン審査をメールよりお願いします。

企業商材可否/キャンペーン審査の際は必ず下記項目をメールに記載のうえご連絡ください。

• 広告主名(＋URL)：

• 代理店名：

• レップ名：

• キャンペーン目的：

• キャンペーン日程 （掲載期間）：第1希望●月●日/第2希望●月●日/第3希望●月●日/第4希望●月●日

• 景品数：●個 景品詳細：○○景品参考URLなど

※景品は1種類、かつ1,000個（本）以上、10万個以内

• 景品付与方法：先着

• LINE公式アカウント種別：認証済み

• LINE公式アカウント：API型公式アカウント

件名：【キャンペーン審査】バレンタインキャンペーン/広告主様名/代理店名

宛先： sp_judgment@linecorp.com / 担当営業

※キャンペーン審査の可否タイミングでキャンペーン日程および、仕様書、入稿シートを、別途excelファイルにてご案内させていただきます。



バレンタインキャンペーン 発注

企業商材可否審査／キャンペーン審査後に、LBPMで発注してください。

発注後のキャンセルにつきましては、800万円をキャンセル費として請求いたします。
キャンセル規定：お申し込み・枠の確定後のキャンセルや開始日の変更には、100%のキャンセル費が発生いたします。

注意事項
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締切
12月25日(金)

17時まで

案件作成の際、申込商品と案件名は以下でご記入ください。

申込商品：オープンキャンペーン(季節商品)

案件名：バレンタインキャンペーン



バレンタインキャンペーン 発注
A賞でLINEポイントを景品にする場合、キャンペーン発注とは別にLBPMでポイントオートチャージ分の
発注をお願いします。

17

案件作成の際、申込商品と案件名は以下でご記入ください。

申込商品：ポイントオートチャージ

案件名：バレンタインキャンペーン

関連案件コード：キャンペーン発注の案件コードをご記入ください。
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----------------------------------
広告主：LINE株式会社
代理店：ブラウンアド

キャンペーン概要：ゲーム3周年記念
キャンペーン日程：2019年7月12日〜2019年8月31日

商品名：ポイントオートチャージ
申し込み料金：10,000,000円
ポイント単価：@1.5
購入方法：実費精算
料金内訳：ポイント代5,000,000円(不課税)+システム利用料2,500,000円(課税)
ユーザー付与ポイント単位：50ポイント
配布数：100,000件

LINEポイントをAPIで付与することに同意し、「LINEポイントプロモーション」約
款に同意いたします。

＜LINEポイントオートチャージご担当者＞
ご住所：東京都新宿区新宿四丁目1番6号 JR新宿ミライナタワー
会社名：LINE株式会社
ご担当者様名：らいん ぶらうん/電話番号： 03-4316-××××
emailアドレス：brown@linecorp.com
----------------------------------

----------------------------------
広告主：
代理店：

キャンペーン概要：
キャンペーン日程：

商品名：ポイントオートチャージ
申し込み料金：円
ポイント単価：@
購入方法：実費精算
料金内訳：ポイント代 円(非課税)+システム利用料 円(課税)
ユーザー付与ポイント単位：
配布数： 件

LINEポイントをAPIで付与することに同意し、「LINEポイントプロモーション」
約款に同意いたします。

＜LINEポイントオートチャージご担当者＞
ご住所：
会社名：
ご担当者様名：/電話番号：
emailアドレス：※メーリングリスト不可※LINEポイントオートチャージにはLI
NEポイントコード のような管理画面はございません。
----------------------------------

記入例フォーマット項目

LINEポイントオートチャージ 申し込みフォーマット・記入例

A賞でLINEポイントを景品にする場合のポイントオートチャージのLBPM発注時、
以下項目をご記載ください。

※詳細につきましては弊社営業担当にご相談ください。



バレンタインキャンペーン ご準備が必要なもの

初回入稿期限:1月12日(火) 17:00
入稿FIX期限 :1月21日(木) 17:00

主な入稿素材（共通）※このほかにも入稿物はありますので別途入稿シートをご確認ください

 カバー画像素材（形式:PNG、サイズ:横750×縦930px、500KB以下）
 キャンペーン共通の帯バナーを、カバー画像下部に必ず組み込んだ形式でご入稿ください。（詳細は入稿シート参照）
 OGP用画像 横1024px 縦1024px、500KB以下、PNGファイル形式
 タイムラインシェア用画像（形式:PNG、サイズ:横1,040×縦1,040px、500KB以下）
 バレンタインキャンペーンリストページ掲載用アイコン（形式:PNG、サイズ:横512×縦512px、600KB以下）

その他詳細については、入稿シートをご確認ください。

※クリエイティブには「抽選」「当たる」「懸賞」「チャンス」などのギャンブル性のある表現は使用出来ません。予めご了承ください。

上記にてご案内した素材は、入稿物の一部となります。

入稿物の詳細については、別途入稿シートをご案内しますのでご確認ください。

入稿FIX期限までに、入稿内容が確定しない場合、キャンペーン希望開始日に開始することは出来ません。

注意事項
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応募する

友だち追加が応募の条件となります。

自社LINE公式アカウントへの友だち追加と同時に、「LINE SPキャンペーン」LINE公式アカウントも自動で友だち追加されます。

キャンペーンページ

友だち追加
ブロック解除

注意事項

友だち追加
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応募する

「抽選」訴求の動画コンテンツは使用できません。あらかじめご了承ください。

動画素材は完パケ入稿になります。素材制作は広告主様にてお願いいたします。別途、クリエイティブ審査がございます。

入稿シートに沿って納品をお願いいたします。

■応募するボタン押下後、自動再生
・6秒以上でスキップボタンが出現
・視聴完了orスキップ後、応募受付画面表示

■再生する動画は、3種類から選択
・ヨコ型/タテ型/スクエア型をご用意

■音声設定のデフォルトはミュートです

動画コンテンツ詳細

キャンペーン応募時に、動画コンテンツをユーザーに視聴させることが可能。

視認性が高いフォーマットです。

キャンペーン応募時 応募受付画面動画再生

SKIP

6秒以上で
SKIPボタン表示

音声ON/OFFボタン

エントリー中

「エントリー中」表記

注意事項

ビデオ
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価格（税別）

トライアル価格 200万円



動画フォーマット詳細

入稿スペック

• ファイル形式 ：MP4
• ファイルサイズ ：1280px*720px / 720px*720px
• ファイルの長さ ：6秒以上〜60秒以下
• ファイル容量 ：5MB以内
※サムネイル用PNGも同サイズでご用意ください

• ユーザー視点での違和感等については審査のうえ修正をお願いすることがあります
• 動画の素材は1種類入稿です
• 一部機種で再生できない可能性がございます

入稿規定／注意事項

ヨコ型動画 タテ型動画 スクエア型動画

SKIP

動画

SKIPボタン

SK
IP

SKIP

音声ON/OFF
ボタン

動画

SKIPボタン

音声ON/OFF
ボタン

SKIP

動画

SKIP
ボタン

音声ON/OFF
ボタン

エントリー中

エントリー中

エントリー中「エントリー中」
表記

「エントリー中」
表記

「エントリー中」
表記

動画素材は、弊社側で圧縮処理を行い再生します。動画内の文字の可読性や画像の視認性は保証しかねますので予めご了承ください。

仕様は変更になる可能性がありますのでご了承ください。

本キャンペーンと関係のない内容についての訴求はお控えください。また、他基準も含め、動画の内容については都度審査を行います。

視聴完了数などのレポートはございません。予めご了承ください。

下記3つのフォーマットをご用意しております。非常に視認性の高い動画フォーマットです。

注意事項

ビデオ仕様/素材詳細
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キャンペーン応募時にアンケートの設定が可能です。（全項目回答必須）
価格（税別）

トライアル価格 200万円

アンケート

※アンケート内容については、別途入稿シートに記載をお願いします。

※6問以上の設問数の追加は受け付けておりません。

※回答選択肢は15個までとさせていただきます。

※端末によってはデータを取得出来ない可能性があります。

ご注意

アンケートの設問数は5問（うち3問は固定）

固定設問 3問（変更不可）

※「性別」「年齢」「地域」の選択肢は、
左記のテンプレートが適用されます。

自由設問 2問

自由設問は任意で設定可能です。
※詳細は、入稿シートをご確認ください。
※氏名、メールアドレス、電話番号、生年月日、
住所（詳細）など個人情報に該当する内容はアン
ケートで聞くことは出来ません。
※各文字数制限は下記となります。
設問：70文字以内
回答：20文字以内

キャンペーン
応募時

画面イメージ
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広告主様、代理店様が管理画面上でキャンペーンの実績を確認できる機能になります。
また、応募したユーザ(User ID)のリストを作成することができます。

LINE Sales Promotion Managerとは

AS IS TO BE

LINE社で
キャンペーン実績を

集計し、
レポート形式で提出

キャンペーン実績
が管理画面上で

閲覧可能
LINE社からの
レポートは廃止
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LINE Sales Promotion Manager初回ログイン

Step.1

ご利用開始案内のメール内のURLをクリックしてください。

※メールの受信日より7日以内に初回のログインを完了させてください。

Step.2

「LINEアカウントでログイン」もしくは、「ビジネスアカウントでログイ

ン」からお手持ちのLINE Business IDを使ってログインしてください。

LINE Business ID をお持ちでない場合は「アカウントを作成」から、画

面上の説明に沿ってLINE Business IDアカウントを作成を行ってください。

https://sales-promotion.line.biz/auth/login?digest=*****

メニュー申込時に仕様書に記載いただいた登録メールアドレス宛てに
初回ログイン用のご案内メールが届きます。

https://sales-promotion.line.biz/auth/login?digest


レポート
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下記の内容について、管理画面上から確認することができます

■サマリーレポート

• ページビュー（全期間/日別）

• 応募件数（全期間/日別）

• タイムライン投稿件数

（全期間/日別）

■詳細レポート

 ページビュー（全期間/日別）

• 計測パラメータ（utm souse/midium）

• ページビュー数

 応募件数（全期間/日別）

• 計測パラメータ（utm souse/midium）

• 応募件数

 景品（全期間/日別）

・インセンティブグループID

・インセンティブ名

・インセンティブ数

 付与（全期間/日別）

・インセンティブグループID

・インセンティブ名

・インセンティブ付与数

 友だち追加件数（全期間）

• ベーシックID

• ステータス（新規/ブロック解除/既存）

 アトリビュート（全期間/日別）

• 性年代

• 都道府県

※%表示になります。

※詳細につきましては弊社営業担当にご相談ください。
※LINE Official Account Managerの集計実績とは算出方法が異なるため、友だち追加数が一致しない場合がございます。



uid提供
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下記の内容について、管理画面上から確認することができます

提供項目の定義
ダウンロードした応募者リストの項目解説

番号~ 内容

campaiignId キャンペーンID

incentiveGroupId 応募したインセンティブグループのID

action Type アクションの種類。entry=応募

requestId 応募ごとに一意のID

selectedIncentiiveIds 複数のインセンティブに応募できる場合、選んだすべてのインセンティブID

incentiveid 獲得したインセンティブのID

incentiveContents 付与されるインセンティブの内容

enteredAt 応募した日時

userId キャンペーンに紐づくChannelのUserID

a1~ アンケートの回答

※詳細につきましては弊社営業担当にご相談ください。


