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オープン型リサーチとは

LINEリサーチの仕組みを使ってLINEユーザーにアンケートを実施できるメニューです。
イベント、店舗、商業施設、カンファレンスなど様々なシーンでご利用いただけます。

シンプルな仕様でリーズナブルに実施ができるセルフプランと、イベント後のプロモーションや
Beaconの利用などにも対応可能なコンサルプランをご用意しています。
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オープン型リサーチでできること

Point1 LINEアプリがあれば誰でも回答可能

新たなアプリインストールなどの必要なく、幅広い世代からの回答を集めることができます。

Point2 インセンティブにLINEポイント

LINEポイントをインセンティブに利用できることでアンケートの回答率を高めたり、

また個人情報を取得することなく、謝礼を配布できます。

Point3 LINE公式アカウントの活用や友だち追加

回答者を自動で友達追加したり、イベント後のプロモーションも効果的に実施可能です。

Point4 回答結果はリアルタイムにwebレポートで

結果をリアルタイムに閲覧できるため、参加者の反応をその場で会場に共有するなど、

イベント活性化にも活用できます。
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オープン型リサーチ実施フロー

来場・来店・接触 アンケート回答 謝礼

店舗やイベント会場に設置・配布
されたQRコードから

イベントのLINE公式アカウントから

回答者のUID提供

回答者の
自動友だち追加

アンケート開始 アンケート完了

回答後
遷移先指定

謝礼配布
※謝礼費用は別途となります

▼謝礼パターン▼

・謝礼なし
・謝礼あり（LINEポイント）
・謝礼あり（その他）
※その他はセルフプランでは選択
できません。

建物やイベント会場の
Beaconから
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機能：LINEポイントを謝礼として利用

アンケート回答者にLINEポイントの支給が可能です。
インセンティブの配送や個人情報の利用なく謝礼支給ができます。
また、スタンプや着せかえと交換したりLINE Payにチャージなど、様々なシーンで活用できるため、
アンケートの回答率も比較的高い傾向があります。

ご注意 ・LINEポイントの支給はパッケージ費用には含まれません。配布実績に応じて別途請求させていただきます。

公開終了後1ヶ月以内に
LINEポイントを支給
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機能：リアルタイムレポート

オープン型リサーチご利用にあたり、アカウントを発行させていただきます。
マイアンケートページ内で回答をリアルタイムに閲覧いただけます。
回答結果を会場内で共有したり、セミナー内で活用するなど幅広く活用できます。

ご注意 ・納品データはクリーニングされたデータが納品される場合があります。その場合は、ローデータとの相違があります。
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ご注意 ・LINEアンケート内の項目では個人情報は取得できません。

アンケートの終了ページに、指定された遷移先へのボタンを設置できます。
PRページや任意のクーポンページ、自社ページの入力フォームへ遷移させて情報を取得することも可能です。

オプション機能：回答後遷移先指定
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オプション機能：自動友だち追加（コンサルプランのみ）

アンケートの終了ページ後、回答者を自動で指定のLINE公式アカウントの友だちに
追加することができます。

ご注意
・お客様のLINE公式アカウントの設定によってはご対応できません。
・友だちが自動に追加・ブロック解除されることを記述したメッセージがアンケートの表紙ページに追加されます。

アンケート回答後、
LINE公式アカウントの友だち追加が自動完了し、

新規友だち向けメッセージが配信
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オプション機能：UID提供（コンサルプランのみ）

アンケート回答後友だち追加されたユーザー情報（UID）を提供します。
回答結果をもとに、後追いのプロモーションの実施が可能です。

アンケート回答後、
友だち追加されたユーザ―情報を

抽出しCSV形式で提供

ご注意
・アンケート回答後友だちでかつ規約同意済みのユーザー情報となります。
・UIDの提供は1回限りとなります。
・UIDの提供はアンケート実施終了後の5営業日以内にお渡しします。

提供データは、ユーザー情報（UID）と回答データのローデータとラベルの2種になります。
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調査スペック

調査課題、実施要件に応じて以下2プランをご用意しています。

セルフプラン コンサルプラン

価格（税別） 300,000円 600,000円～

対応範囲
入稿フォーマットをメールで送信

画面作成／公開設定／データ納品

1画面のみ対応

調査概要・相談内容をメールで送信
調査設計／画面作成／公開設定／データ納品

調査手法
2次元コード（QR）1点のみ／

アンケートURL
2次元コード（QR）1点または複数
／アンケートURL／Beacon利用

回収サンプル数 10,000サンプルまで
50,000サンプルまで

(上記を超える場合は別途ご相談ください)
※写真提出利用の場合は、1,000サンプルまで

期間 60日間 60日間

設問数・設問タイプ
10問

単一選択／複数選択／自由回答
画像選択（単一・複数）

30問（推奨20問以内）

単一選択／複数選択／自由回答
画像選択（単一・複数）／写真提出

納品物 GT表、ローデータ GT表、ローデータ、UID（オプション）
※ご希望に応じて集計表・レポート

利用可能オプション なし 回答後遷移先指定／友だち追加／UID納品

備考

※上記価格には謝礼は含まれません。
謝礼にLINEポイントをご利用される場合は、上記費用とは別途配布人数分の謝礼費用が発生します。
謝礼は、公開終了後1ヶ月以内に支給されます。抽選謝礼の場合、ランダム支給となり条件指定はできません。

※サンプルの回収数は保障しておりません。実施時の来場、来客数、回答率などをお客様側でご判断ください。
※セルフプランのローデータはデータクリーニングは行いません。
※セルフプランからコンサルプランへの移行は可能です。
※イベント立ち合い等が発生する場合は、コンサルプランとさせていただきます。
※いづれのプランも個人情報を取得する内容はご利用いただけません。
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実施費用・オプション費用

セルフプラン コンサルプラン

基本費用 300,000円 600,000円～

補足 費用

友だち追加
アンケート回答後の該当LINE公式アカウントへの

自動友だち追加 利用数により変動します
お問合せください

UID納品
該当のLINE公式アカウントをフォローしている

アンケート回答者のUIDを納品

回答後遷移先指定
アンケート回答完了画面にLINE外の遷移先を設定する

ボタンが設置可能
100,000円～

Beaconの利用 LINE Beaconを設置し、アンケートを配信できます
利用料：3,000,000円

端末費用：設置個数×5000円

オプション費用（コンサルプランのみ）

ご注意
・基本費用には謝礼は含まれません。謝礼のポイント数、配布数によって異なります。
・友だち追加、UID納品は、お持ちのLINE公式アカウントの設定によっては承れない場合がございます。
・Beaconの設置個数は会場規模により変動します。詳細はお問合せください。

その他、2次元コードの複数発行やユニークなコードの発行をご希望の場合は、ご相談ください。

基本費用
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セルフプラン実施までの流れ

STEP 1

STEP ２

STEP ３

STEP ４

STEP 6

STEP ５

実施20営業日前を目処に調査の依頼、ご相談を問い合わせ
窓口もしくは営業担当者宛にお送りください。
メールにて入稿ファイルをお送りいたします。
※調査の内容によってはご実施いただけない場合もございます。

アンケート実施
20営業日前

入稿ファイルの内容を確認・審査をさせていただきます。
※LINEリサーチの調査基準に応じて修正が必要な場合やご実施いただけ
ない場合があります。

アンケート実施
19~15営業日前

ローデータを納品いたします。

入稿ファイル確認後、LINEリサーチのアカウントを発行。
その後、 「QRコード」「アンケートURL」を納品します。
画面作成が完了し次第、「調査画面」のご確認をいただ
きます。

アンケートを開始いたします。

調査依頼・
ヒアリング

入稿ファイル確認

アンケート実施
14~10営業日前

画面作成～確定
～QR・URL納品

調査実施に合わせて公開予約をしますアンケート
実施前

公開予約

アンケート実施

アンケート終了
3営業日以内

ローデータ納品

ご注意 ・お申込み時に入稿～実施までのスケジュールを共有いたします。

・LINEロゴを使用したチラシ、ポスター等の掲示がある場合は、LINEによるクリエイティブ確認が必要です。
入稿ファイルと合わせてご入稿ください。
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コンサルプラン実施までの流れ（ご相談ください）

調査実施30～20営業日前を目処に調査概要をご相談ください。
実施が決まりましたら、営業担当者より入稿ファイルをご案内いたします。

お問合せ
・お申込み

入稿ファイルを踏まえて、リサーチャーが調査画面を設計いたします。
アンケート配布時に、LINEロゴを使用するクリエイティブがある場合は
事前にご相談ください。

入稿ファイル確認
・調査票設計

画面審査・確定

公開予約

ローデータを納品いたします。
※集計軸、分析レポートについてはご相談ください。

実施終了
3~5営業日後

実施日に合わせてアンケートの公開を予約します。

アンケート実施

個人情報・機微項目がないか、万人が回答できるかなどレビューを行います。
審査完了後、調査画面のプレビューを最終確認していただきます。

アンケートを開始いたします。

ご注意 ・LINEロゴを使用したチラシ、ポスター等の掲示がある場合は、LINEによるクリエイティブ確認が必要です。
入稿ファイルと合わせてご入稿ください。

STEP 1

STEP ２

STEP ３

STEP ４

STEP 6

STEP ５
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LINEリサーチへのお問い合わせ

LINEリサーチでは『LINE Research Platform』を利用して、オープン調査以外にも幅広いテーマの調査を
数多く実施しています。

より柔軟に広告効果測定やモニター向け調査など、他のテーマでの調査をご希望の場合は
下記お問い合わせフォームからお問い合わせください。

LINEリサーチ お問い合わせフォーム https://line-research.line.me/support/form

『LINE Research Platform』の特長

Point1 業界最大規模のスマホモニター

 アクティブ数約552万人の業界最大規模の調査モニター（2021年8月時点）

 LINEならではのスマートフォンに最適化された調査環境

Point2 若年層からシニアまで、どんな層にもリーチ可能

 従来パネルでは回収が難しかった若年層をはじめ、60代までの全年代をカバー

Point3 LINEだからできる、リアルタイムでスピーディーな回収

 メールではなく、LINEのプッシュ通知でアンケートを配信

https://line-research.line.me/support/form
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[Appendix] LINEリサーチ

オープン型リサーチのアンケート画面サンプルをご参考ください。

また、LINEリサーチの情報を以下のチャネルから発信しております。

ぜひこちらもご確認ください。

オープン型リサーチを利用した
イベントにおけるアンケートサンプルです

オープン型リサーチサンプル ウェブサイト

https://www.linebiz.com/jp/servic
e/line-research/

LINEリサーチの概要、モニターの特長、
事例など詳細な情報を掲載しています。

https://www.linebiz.com/jp/service/line-research/

