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Technology Partnerとは



Technology Partnerとは

「Technology Partner」とは、LINE Biz Partner Program※1 のカテゴリーの1つであり、コミュニケーション、
広告、販促・OMOの各領域におけるLINEが提供するサービスの導入において、技術支援を行うパートナーです。

※1：LINE Biz Partner Programとは、LINEが提供する各種法人向けサービスの拡販および機能追加・改善をより積極的に推進することを目的に導入
された、「Sales Partner」、「Technology Partner」、「Planning Partner」の各カテゴリーにおいて、広告代理店やサービスデベロッパーを認定・
表彰するプログラムです。

「Sales Partner」および「Technology Partner」の、「コミュニケーション」、「広告」、「販促」、「LINEミニアプリ」の4部門と、「Planning P
artner」において認定が行われます。



認定バッジ制度

Performance
広告効果、メッセージの配信効果を
上げることに優れている。

Customer Care
カスタマーケア領域において、
業務の効率化や、ユーザーの満足度
を向上させることに優れている。

Notification
重要かつ必要なメッセージを配信
し、利便性を向上させることに
優れている。

OMO
オンラインとオフラインを融合
させた良質なユーザー体験を
提供することに優れている。

Engagement
ユーザーと企業との関係性を
高めるようなサービスを提供する
ことに優れている。

Commerce
オンライン上における、ユーザーの
スムーズな購買体験（決済）や予約
体験を提供することにおいて優れて
いる。

Data Provider
広告効果を向上させるためのデータ
提供ができる。

IoT
物とLINEをつなぎ、便利な体験を
提供することに優れている。

Measurement
取得された情報の計測、マイニング、
ビジュアライズに優れている。

各領域ごとに、一定以上の実績を満たしたTechnology Partnerに、各種認定バッジを付与しています。
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カテゴリ 企業名

Performance
株式会社ソーシャルPLUS

株式会社デジタルシフト

Customer Care

ソーシャルデータバンク株式会社

transcosmos online communications株式会社

モビルス株式会社

Notification

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社

hachidori株式会社

トランスコスモス株式会社

株式会社クラブネッツ

OMO

クラスメソッド株式会社

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社

株式会社電通デジタル

株式会社ルートコミュニケーションズ

株式会社電通プロモーションプラス

ソーシャルデータバンク株式会社

認定バッジ 取得パートナー（1/2）

※本資料では、「コミュニケーション」部門にて認定バッジを取得したパートナーのみ掲載しています。



カテゴリ 企業名

Engagement

株式会社電通デジタル

クラスメソッド株式会社

株式会社Zeals

エースチャイルド株式会社

transcosmos online communications株式会社

トランスコスモス株式会社

ミロゴス株式会社

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社

Measurement 株式会社デジタルシフト

認定バッジ 取得パートナー（2/2）

※本資料では、「コミュニケーション」部門にて認定バッジを取得したパートナーのみ掲載しています。



株式会社ソーシャルPLUS

株式会社デジタルシフト
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Performance
広告効果、メッセージの配信効果を
上げることに優れている。



ソリューション紹介：

LINEログインを起点に、LINE公式
アカウントの運用効果向上に貢献す
る各種機能を提供しています。

LINE Profile+・自動友だち追加・
メッセージマネージャー・オートロ
グイン機能を活用することで、新規
会員登録から友だち追加、メッセー
ジ配信、LINE経由のリピート促進ま
で、シームレスに強化することがで
きます。

また、LINEを活用した会員証施策な
ど、実店舗とECを横断したソリュー
ションも提案可能です。

基本機能とご利用イメージ

株式会社ソーシャルPLUS
https://socialplus.jp/line/form

お問合せ先

料金体系
初期費用￥80,000 / 月額￥80,000～

効果の一例

有効友だち数8倍、ID連携率2.5倍
LINE経由売上5.1倍 等

LINEで会員登録
（ログイン）

フォームアシスト 友だち追加促進

LINEログイン

個人のLINEアカウン
トで簡単に会員登録・
ログインが可能。

LINE Profile+

あらかじめLINEに登
録されている個人情
報を、自動でフィル
イン。入力の手間を
省きます。

自動友だち追加

会員登録と同時に、
企業のLINE公式アカ
ウントへの友だち追
加も完了。

メッセージマネージャー

Webサイトの会員IDをキー
にLINEでOne to Oneメッ
セージが送れます。ステッ
プ配信も可能です。

IDベースのメッセージ配信

2回目以降のログイン簡略化

オートログイン

タップ操作のみでログイン
が可能。再訪率・LTVの向上
に貢献します。

会員登録・友だち追加・ID連携 が同時に完了！

有効友だち数・ID連携率の向上 から LTVの向上 まで！

※

※ソーシャルPLUS調べ

https://socialplus.jp/line/form


株式会社ナースステージ

目的 初回購入のお客様との継続的な接点獲得・ID連携率の向上・有効友だち数増加

施策 LINEログイン・オートログイン・自動友だち追加機能の導入

友だち数

約6万人
↓

18万人

ID連携率

85％
LINE経由売上

188％

事例紹介：

※1

※1 ※1,2

※1ソーシャルPLUS調べ
※2 昨年同月比

※画面は当時のものです。



ソリューション紹介：TSUNAGARU

株式会社デジタルシフト
https://digitalshift.co.jp/contact

お問合せ先

TSUNAGARUとは

友だち一人ひとりに寄り添った

顧客体験を作り出すコミュニケーションツールです

運用代行や戦略立案等各種サポートも行っております。詳細は弊社お問い合わせフォームよりご相談ください。

QRコードを L INE で読み取ってTSUNAGA RU を
友だち追加すると、実際の機能が体験できます。

TSUNAGARUでできること

価格
初期費用:50万円 / 月額費用:30万円

配信結果を確認し次のアクションを決める

リスト抽出、受信メッセージ抽出、etc…

便利機能をLINEで実現する

チャットボット、会員証、販促キャンペーン、etc…

データを取得し友だちを深く理解する

アンケート、行動計測 、etc…

友だち一人ひとりに寄り添った配信を行う

セグメント配信、有人チャット、etc…

※通知メッセージやCRMツール連携など、

貴社環境に合わせたカスタマイズ開発も可能

SaaS版
開発中

https://digitalshift.co.jp/contact


事例紹介：TSUNAGARU

業種 アパレルEC

目的
課題

LINE経由の売上を拡大
売上拡大のための配信対象者の拡大に伴う配信効率の悪化

配信頻度の増加によるブロック数の増加

施策
ユーザーの行動に基づいたシナリオの設計・オートメーション配信を実施

カート落ち・値下げ通知 etc…

売上

116％

アップ※

配信数

108％

アップ※

詳細はこちら https://ferret-plus.com/52696?page=3

リッチメニュー サイトへ
アイテムを
カート追加

商品を追加
…離脱

※株式会社デジタルシフト調べ

https://ferret-plus.com/52696?page=3


Customer Care
カスタマーケア領域において、
業務の効率化や、ユーザーの満足度
を向上させることに優れている。

01

02

03

ソーシャルデータバンク株式会社

transcosmos online 

communications株式会社

モビルス株式会社



ソリューション紹介：Liny

ソーシャルデータバンク株式会社
https://line-sm.com/contact_service.html

お問合せ先

▼価格体系

LinyはLINE公式アカウントを活用した集客・販促・顧客管理を
サポートするツールです。LINEの友だちを簡単に管理する顧客
管理、ターゲティング属性を自由に設定・配信ができるセグメ
ント配信。ユーザーの属性や行動の分析まで、LINEの機能を幅
広く拡張。LINEを用いた運用の費用対効果を向上させます。

自動Q&A機能によるアンケート
や流入経路分析によって、顧客
の情報を自動でセグメント化。
セグメント配信や個別対応によ
り、顧客の属性に合わせた配信
が実現します。また分析機能を
活用すると、顧客の行動から配
信効果を分析することも可能で
す。分析結果を次の施策に活か
すことができます。

▼基本機能 ▼ご利用イメージ

https://line-sm.com/contact_service.html


事例紹介：Liny

16

LINEで学生支援緊急給付金の申請を受付

▼概要

新型コロナウイルスの影響で、世帯収入やアルバイト収入が減少し、
経済的に困窮している学生に対し、金銭的支援を行うのが「学生支
援緊急給付金」です。
これまでは、給付金を申請する学生は直接学校に書類を届けに行く
か、もしくは郵送する必要がありました。もっと手軽に申請できる
システムとして、学生にとって最も利便性が高く、学校側としても
事務の負担軽減にもつながるLINEの活用を文部科学省が決定し、
弊社でのシステム開発に至りました。

▼背景・目的

各大学などから配布されるアドレスやQRコードから、文部科学省
のLINE公式アカウントを「友だち」に追加。
氏名・口座情報などを登録のうえ、撮影した学生証をアップロード
することで簡単かつスピーディーな申請が可能です。

▼アカウントの詳細

・学生や事務員の削減工数→50万時間〜100万時間の削減
・人件費や経費のコスト削減→10億円〜数十億円の削減
・LINE以外のシステム費用→数億円のコスト削減

▼アカウントの効果

※

※

※

※ ソーシャルデータバンク調べ、登録した学校や学生／事務員の方の数値から想定数値
※画面は当時のものです。



ソリューション紹介：KANAMETO

transcosmos online communications株式会社
https://kanameto.me/contact/

お問合せ先

KANAMETOは、地方自治体様でのLINE公式アカウントの活用
をサポートするクラウドサービスです。
地方自治体様で必要となるセグメント配信、通報受付、来庁予
約、防災メールのLINEを用いたメッセージ配信、チャットボッ
トなどの各種機能を取り揃えています。

チャットボットと有人チャット対応機能により、
いじめ相談、子育て相談、移住相談など、住民からの様々な
「ご相談」「お問合せ」の対応をLINE公式アカウントで実現します。

▼基本機能 ▼ご利用イメージ

▼特徴

✓ 全国100を超える自治体様でご利用中

✓ 地方自治体様での活用に特化して機能を開発

✓ ISO27001とPマークを取得、セキュリティ強化を継続実施

QRコードからKANAMETOの
各種機能を体験可能！

チャットボット 有人チャット対応

よくある質問のFAQ

・各種行政手続き

・新型コロナウイルスのワクチン接種

・ふるさと納税

相談窓口

・いじめ相談、虐待相談

・子育て相談

・移住相談

https://kanameto.me/contact/


事例紹介：KANAMETO

KANAMETO活用スキーム

チャットボットによる各種証明書の取得方法案内＆LINEチャットにより移住相談

都城市が抱えていた課題

LINEチャットによる移住相談

チャットボットによる各種証明書の取得方法案内 LINEチャットによる移住相談

※

※ transcosmos online communications調べ



モビルス株式会社 https://mobilus.co.jp/

LINE公式アカウントの友だちへ顧客属性やアンケート結果に基づいてセグメント配信、

スタンプや画像、カルーセル等に対応、LINE通知メッセージ※にも対応し、マルチな

アウトバウンド配信からチャットサポートへの連携まで可能です。

LINEスタンプも利用できる有人チャットで、顧客との距離が近づくLINEの活用をサ

ポートします。回答候補の提案から個人情報検知まで可能な独自のサポートAIを搭載、

MOBI BOT連携によって高度なLINEのチャットボットもご利用できます。

オペレーター
回答支援AIを搭載

チャットボット連携
で高度な自動応答

LINEでの問い合わせ対応に

最適なチャットシステム

LINE通知メッセージ対応
LINE公式アカウント対応の

セグメント配信システム

独自アンケート
作成＆配信機能

外部ツールとの
ＡＰＩ連動

LINE通知メッセージ
に対応

ソリューション紹介：MOBI AGEGNT/MOBI CAST

お問い合せ
※「LINE通知メッセージ」はLINE株式会社が提供する、企業からの利便性の高い通知を企業のLINE公式アカウントから受け取ることができる
機能です。本機能の利用に同意することで、個別のアカウントを友だち追加することなく、簡単に通知メッセージを受け取ることが可能に
なります。対象はLINE株式会社がユーザーにとって有用かつ適切であると判断したものに限定され、広告目的のものは配信されません。
「LINE通知メッセージ」に関して詳しく確認したい場合は、こちら（https://help.line.me/line/?contentId=20011417）をご参照ください。
「LINE通知メッセージ」の受信設定を確認・変更したい場合は、こちら（https://help.line.me/line/?contentId=20011418）をご参照ください。

×

広
告

案
内

申
込
・
手
続
き

自
動
処
理

告
知

質
問

回
答

通常の
セグメント

配信 チャット
で質問に

回答

チャット
ボットで
自動処理

LINEスタンプも
利用できる
有人チャット

https://mobilus.co.jp/
https://help.line.me/line/?contentId=20011417
https://help.line.me/line/?contentId=20011418


社 名 アニコム損害保険株式会社

目 的

主な
施策

・LINEのトーク画面上での保険金申請（自動対応）

・LINEのトーク画面上でのペット保険加入（自動対応）

・保険既契約者向けチャット相談「どうぶつホットライ

ン」（有人チャット）

・withlist（質問に答えて画像をアップロードすると画像

加工をするチャットボット）

・手続きの効率化の実現

（社内業務、お客様の負担の両方を改善する）

・ミッションであるCS(顧客満足度）の向上

▲LINEのトーク画面上での保険金請求の画面イメージ

手続き期間が
2週間から4分に※

顧客満足度UP

効果１

簡単加入で
保険加入者の
口コミが増加

効果２

LINE公式アカウントに

紙の申請の40％※

が移行・自動化

効果３

事例紹介：MOBI AGEGNT/MOBI CAST

※アニコム損害保険株式会社調べ

（※画面は掲載時のものです）



デジタル・アドバタイジング・
コンソーシアム株式会社

hachidori株式会社

トランスコスモス株式会社

株式会社クラブネッツ

01

02

03

04

Notification
重要かつ必要なメッセージを配信
し、利便性を向上させることに
優れている。



デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社
https://solutions.dac.co.jp/dialogone

お問合せ先

企業が保有している電話番号とユーザーがLINEに登録している
電話番号が一致している場合、アカウントに友だちになっていないユーザーに
対してもメッセージを配信することが可能です。
DialogOne®では、企業が任意のタイミングでLINE通知メッセージを
配信できる機能をご提供しています。

▼LINE通知メッセージ機能

アカウント規模や機能のご要望によって異なります。
詳細は弊社お問い合わせフォームよりご相談ください。

▼料金体系

企業保有

氏名 電話番号

AAAAA
070-

1234-5678

BBBB
080-

3456-7891

CCCC
070-

1357-9246

DDDD
070-

2468-1357

LINE登録
電話番号

070-

1234-5678

080-

3456-7891

070-

1357-9246

070-

2468-1357

全ユーザー

企業アカウント
友だちユーザー

電話番号が一致したユーザーに配信

Messaging APIに対応し、LINE公式アカウントでのメッセージ配信・コン
テンツ管理が可能なツールです。
管理画面を用い、誰でも簡単な操作で設定することができます。
多彩なコンテンツのフォーマットと、LINE公式アカウント内で取得した
データや企業が保有する顧客データなどを掛け合わせ、
最適なアカウント運用が可能です。

▼DialogOne®の提供するサービス

ご要望に合わせたカスタマイズも柔軟に対応しております。
各種キャンペーン機能や、既存のCRMツールとの連携、自動配信機能など、
対応実績も豊富です。

アカウント開設・機能提供だけでなく、メディアレップとしてLINEの広告
メニューを取り扱ってきた豊富な知見を活かして、運用戦略のコンサルティング
やレポーティングもサポートいたします。LINE広告等も絡めた友だち獲得施策
など、LINEの効果を最大化する総合的なご提案が可能です。

プッシュ配信リプライ配信

コンテンツ管理

MESSAGING

トラッキング

外部取得

アンケート

企業保有

DATA

流入経路

ソリューション紹介：

LINE

https://solutions.dac.co.jp/dialogone


サンクス配信 有益な情報が届く資料請求

・資料請求の受付完了通知が届き安心すると同時に、
自分の興味に沿った有益な案内が届く

・なりすましができない「認証済みアカウント」からメッセージ
が届くため、情報を信用できる

ユーザーメリット

・資料請求の際の電話番号をフックにメッセージ配信することで、
LINEの友だちへの流入導線を増やすことができた

・LINE通知メッセージをきっかけに、LINE公式アカウントの友だ
ちになることでサンクスメッセージに限らない告知の配信も届く

ようになった

企業メリット

施策 資料請求したユーザーに対して任意のタイミングでLINE通知メッセージ（サンクスメッセージ）を配信

業種 通信教育系企業

目的 資料請求したユーザーに対してのコミュニケーション向上

事例紹介：

DAC



ソリューション紹介：hachidori

hachidori株式会社
https://hachidori.io/

お問合せ先

「5分でつくれる、5分で改善できる」を本当に実現できるプロ
グラミング不要のチャットボット内製ツールです。
その証拠に、個人法人問わず8,000件を超えるユーザー様が
hachidori上で自由に開発/運用を行っています。
自然言語処理(AI)を用いたフリーワード対応・有人チャットを
組み合わせた運用も可能です。
ユーザーに対して重要かつ必要なメッセージをお届けできる
「LINE通知メッセージ※」や「属性セグメント配信」などの
hachidoriに搭載済みの標準機能は、ユーザーの利便性を
向上させエンゲージメントを高めます。

一般的なQ&Aチャットボットとしての利用
はもちろん、セグメント別のメッセージ配
信やステップ配信機能等を活用した複雑な
One to Oneコミュニケーションも可能です。

外部APIとの連携で、より高度なチャット
ボットを設計することもできます。

例えば基幹システムと連携することで、
LINE公式アカウント内で商品検索や見積が
できるだけでなく、予約や購入完了まで完
結させることも可能です。

▼基本機能 ▼ご利用イメージ

▼料金体系

目的/要望に応じて最適なご提案をさせていただきます。
以下、ご参考までに最低価格になります。

初期費用10万円～
月額費用5万円～

※「LINE通知メッセージ」はLINE株式会社が提供する、企業からの利便性の高い通知を企業
のLINE公式アカウントから受け取ることができる機能です。
本機能の利用に同意することで、個別のアカウントを友だち追加することなく、簡単に通
知メッセージを受け取ることが可能になります。
対象はLINE株式会社がユーザーにとって有用かつ適切であると判断したものに限定され、
広告目的のものは配信されません。

※「LINE通知メッセージ」に関して詳しく確認したい場合は、こちら（https://help.line.m
e/line/?contentId=20011417）をご参照ください。
※「LINE通知メッセージ」の受信設定を確認・変更したい場合は、こちら（https://help.lin
e.me/line/?contentId=20011418）をご参照ください。

https://hachidori.io/
https://help.line.me/line/?contentId=20011417
https://help.line.me/line/?contentId=20011418


クライアント様 アイペット損害保険株式会社様（ペット専門の損害保険業）

目的
1. ペットの写真不備起因による保険申込みの不成立防止（既存顧客維持）
2. 気軽に保険商品に触れる機会の創出（新規顧客獲得）

主な施策

1. 『hachidori』管理画面から利用可能な『LINE通知メッセージ』を利用した、
保険申込時に不備があったお客さまへの再手続きのご案内（SMSから切替え）

2. ペット種別や誕生日等から、最適な保険商品をご提案、お見積りが可能

写真不備起因の
保険申込み不成立が

80%削減※

SMSと比較し

通信コストが削減

保険見積機能で

新規顧客獲得
にも貢献

事例紹介：hachidori

※hachidori調べ
※左記画面イメージは実際の内容とは異なる場合がございます。



ソリューション紹介：DEC Connect
LINE公式アカウント上での顧客体験をより豊かにするCXプラットフォーム

企業様の課題に合わせた解決ノウハウ・実績を標準機能に実装。顧客体験の設計、システム導入、運用まで一貫して対応

MA・CRMツール

チャットツール

EC

企業DB

セグメント配信 / キャンペーン

マーケティング

チャットボット対応・連携 / 有人チャット連携

カスタマーサポート
API

API

チャットボットツール

管理・分析など

WEB行動履歴データ / 顧客属性データ

API

API

API

API

LINEミニアプリ対応/LINE通知メッセージ

カスタマーリテンション

APIを利用し、各種コミュニケーションチャネルとMA・CRM、チャットツールや外部DBをシームレスに連携
企業が持つ顧客データや各種ソリューションを適切に組み合わせ、企業とユーザーとのコミュニケーションを最適化

トランスコスモス株式会社
https://www.trans-cosmos.co.jp/contact/

お問合せ先

LINE公式アカウント

LINEミニアプリ

https://www.trans-cosmos.co.jp/contact/


LINEミニアプリによる残高照会＋重要通知連絡
2020年10月に発表したLINE Pay株式会社との戦略的業務提携の一環として、三井住友カードユーザーへのシームレスなサービス提供。

ネイティブアプリを利用していないライトユーザーとの接点獲得を目的に、ご利用明細・ポイント等の確認や各種手続きが可能なLINEミニアプリを提供。

また、LINEミニアプリ上で設定した利用上限設定などの情報を基に、LINE公式アカウント上でユーザーへ通知サービスを実施。

自社チャネルを中心に、
LINE公式アカウント／LINEミニアプリに誘導

三井住友カード所有者がログイン認証
LINEミニアプリで

以後、ログインなく残高紹介が可能に

自社サイト

メール配信

ID連携
キャンペーン

スタンプ

LINE内検索

LINE公式アカウントで
利用明細など通知連絡を実施

三井住友カード株式会社

Vpass LINEミニアプリ
効果①：サービス利用増加 効果②：ライトユーザーの獲得

LINEミニアプリ導入前後比、ひと月あたりの

新規ID連携数が5倍に増加※

LINEミニアプリユーザーの

約4割※がネイティブアプリ未利用

トランスコスモス株式会社
https://www.trans-cosmos.co.jp/contact/

お問合せ先

事例紹介：DEC Connect

※トランスコスモス調べ

https://www.trans-cosmos.co.jp/contact/


様々な事例・実績が多数ございます。お気軽にお問合せください。

友だち以外の住人にLINEで通知

電話番号とユーザーがLINEに登録している電話番号が

一致している場合、LINE公式アカウントの友だちでなくて

も、LINE公式アカウントからメッセージを送信可能。

+通知（仮）

受電時のLINEを使った問合せ窓口の誘導

ワクチン予約のリマインド通知

粗大ごみ回収のリマインド通知

友だちの住人に通知

自治体・行政向けのDX推進プログラム。住民への即

時性のある情報配信や、災害時対応、移住促進の取

り組みなどに活用されています。

市政情報の配信（セグメント配信）

移住検討者向け情報配信

⾏政、防災、⼦育て等の情報配信

ソリューション紹介：

で実現する、業界特化メッセージ施策

LINE公式アカウント

データマネジメントプラットフォーム

ガス業界 SS業界教育業界

メッセージ通知機能

LINEユーザー
（友だち）

医療業界 介護業界

自治体・⾏政向

LINEユーザー
（友だち以外）

高速バス

（予約リマインド通知）

自治体・⾏政

車買取会社

（申込／見積完了通知）

観光・ツアー

（予約リマインド通知）

通信販売会社 会員証 車検・修理

ツアー予約前日

（有効期限リマインド通知）

プリペイド残高期限

（商品発送通知）

商品の購入後乗車予約日の前日

（修理品完成通知）

修理品完了タイミング買取見積依頼のタイミング



事例紹介：観光バス・タクシー会社

ユーザーの予約忘れや乗車直前の問合せを減少させたい

株式会社クラブネッツ
https://www.clubnets.jp/

お問合せ先

琴平バス ❷LINE通知メッセージ

❹LINEでメッセージ配信

（プロモーション情報など）

既存客

友だち

LINE公式アカウントの友だちでない電話番号を知っている顧客に、メッセージを通知。

❶バス予約

LINE公式アカウントの友だちではない

❸友だち追加

琴平バスの詳細は「LINE for Business」の

事例記事で紹介しています。

https://www.linebiz.com/jp/case-study/kotobus/

目的

導入先 琴平バス株式会社

メッセージの
開封率

70％
アップ※

予約忘れや
問い合わせ
件数が減少

友だち追加数
2ヶ月で

4,000人※

※LINE通知メッセージ導入前と
導入後の比較 琴平バス株会社調べ

その他事例は「クラブネッツホームページ」で紹

介しています。

https://www.clubnets.jp/news.html

※「LINE通知メッセージ」はLINE株式会社が提供する、企業からの利便性の高い通知を企業のLINE公式アカウントから受け取ることができる機
能です。本機能の利用に同意することで、個別のアカウントを友だち追加することなく、簡単に通知メッセージを受け取ることが可能になり
ます。対象はLINE株式会社がユーザーにとって有用かつ適切であると判断したものに限定され、広告目的のものは配信されません。

※「LINE通知メッセージ」に関して詳しく確認したい場合は、こちら（https://help.line.me/line/?contentId=20011417）をご参照ください。
※「LINE通知メッセージ」の受信設定を確認・変更したい場合は、こちら（https://help.line.me/line/?contentId=20011418）をご参照くだ

さい。

施策
2021年10月からLINE公式アカウントの
開設とともに、LINE通知メッセージを活
用した「＋LETTER」を導入

https://www.linebiz.com/jp/contact/new/


OMO
オンラインとオフラインを融合
させた良質なユーザー体験を
提供することに優れている。

クラスメソッド株式会社

デジタル・アドバタイジング・
コンソーシアム株式会社

電通デジタル株式会社

株式会社ルートコミュニケーションズ

株式会社電通プロモーションプラス

ソーシャルデータバンク株式会社

01

02

03

04

05

06



ソリューション紹介：CX ORDER

クラスメソッド株式会社
https://classmethod.jp/inquiry/

お問合せ先

▼コンセプト / ユーザー価値 / ブランド価値

• 企業は9,200万MAU (※2022年6月時点)のLINEアプリ内に、自社ブランドアプリを登
録することで、多くのユーザーリーチを獲得でき、商品やサービスを届けること
ができます。

ユーザー価値

ブランド価値

コンセプト

• 「CX ORDER」はモバイルオーダー用途の、LINEミニアプリをノーコードで制
作・運用できるクラウドサービスです。

• ユーザーは日常的に使い慣れたLINEアプリから、お気に入り店舗の商品やサービ
スを簡単に注文・決済でき、あとは店舗で商品受け取るだけです。

▼料金体系
詳細は弊社お問い合わせフォームよりご相談ください。

※画面は2021年当時のものです

▼利用イメージ：お客様側 UI ▼利用イメージ：店舗側 UI

https://classmethod.jp/inquiry/


事例紹介：LINEミニアプリ・API活用支援

株式会社パル

目的
ネイティブアプリではデジタル接点を作りきれない、

ライトユーザー層へのリーチと会員化

施策
PAL CLOSETのLINEミニアプリ

E-会員証 / E-レシート / ECを包含したLINEミニアプリでのOMO体験

新規会員数
前月比

200％
アップ

友だち数
単月で

10万人
増

ライトユー
ザー層への
リーチと
会員化

事例詳細：https://classmethod.jp/cases/pal-line-miniapp/

※

※パル調べ

※

※画面は2021年当時のものです

https://classmethod.jp/cases/pal-line-miniapp/


ソリューション紹介：

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社
https://solutions.dac.co.jp/dialogone

お問合せ先

×

userID

タイムスタンプ

投稿画像

×

OR

事務局による目検
チェック作業

OCR

OCRツールと連携した
自動読み取りチェック

当選通知

Messaging APIに対応し、LINE公式アカウントでのメッセージ配信・コン
テンツ管理が可能なツールです。
管理画面を用い、誰でも簡単な操作で設定することができます。
多彩なコンテンツのフォーマットと、LINE公式アカウント内で取得した
データや企業が保有する顧客データなどを掛け合わせ、
最適なアカウント運用が可能です。

▼DialogOne®の提供するサービス

ご要望に合わせたカスタマイズも柔軟に対応しております。
各種キャンペーン機能や、既存のCRMツールとの連携、自動配信機能など、
対応実績も豊富です。

アカウント開設・機能提供だけでなく、メディアレップとしてLINEの広告
メニューを取り扱ってきた豊富な知見を活かして、運用戦略のコンサルティング
やレポーティングもサポートいたします。LINE広告等も絡めた友だち獲得施策
など、LINEの効果を最大化する総合的なご提案が可能です。

プッシュ配信リプライ配信

コンテンツ管理

MESSAGING

トラッキング

外部取得

アンケート

企業保有

DATA

流入経路

アカウント規模や機能のご要望によって異なります。
詳細は弊社お問い合わせフォームよりご相談ください。

▼料金体系

▼オフライン連動キャンペーン

商品POPのシリアルコードや、店舗での購入レシートなど、オフラインでの商品
購入を絡めたマストバイキャンペーンをLINE公式アカウント内で実施可能です。
応募回数や購入商品などのキャンペーンの参加状況をLINE上で利用される識別子
のuserIDごとに蓄積できるため、キャンペーン終了後のマーケティング活動にも
利用できます。

【キャンペーンフロー例】
・店頭で商品購入したレシート画像をユーザーがLINEのトーク内に投稿するだけ
で応募が完了、当選通知もLINEで配信できるキャンペーン

https://solutions.dac.co.jp/dialogone


DAC DACDAC

・LINE公式アカウントのトーク上で気軽に自分好みの商品を探す
ことができ、そのままサイト上（EC）で購入することが可能

・選択肢を選んでいくだけで、LINE公式アカウントで対話する形
で簡単に自分に合った商品を探し出すことが可能

ユーザーメリット

・ユーザーの選択したデータを取得することができ、
ユーザーの趣味嗜好に合わせた配信が可能になる

・商品の入れ替わりや価格変更も自動で更新されるため、
運用の手間がかからない

企業メリット

施策 LINE公式アカウント上で選択肢をタップしていくだけで、自分好みの商品を探せる

業種 小売業

目的 自社商品の購買体験を向上させ売り上げを増加させる

事例紹介：

商品を探す

赤の商品

青の商品

赤の商品

星の絵柄

丸の絵柄

星の絵柄

大人向け

子ども向け

大人向け

商品A

購入はこちら

商品B

購入はこちら

＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊

会員登録

商品を探す



電通デジタルでは、オンライン上のデュアルファネル®だけでなく、オフラインとの連携も強化しています。

端末位置情報や来店・購買履歴データなどをもとに、オンライン/オフラインという区別なく

最適なタイミング・場所・メディアでコミュニケーションが図れるよう、LINE公式アカウントを主軸とした施策を提供します。

株式会社電通デジタル
https://www.dentsudigital.co.jp/contact/

お問合せ先

オフライン連携を強化し、OMO施策を実現

ソリューション紹介：

LINE Bot Designer

との連携により、

複雑なFlex Messageや

イメージマップも簡単に作成。

柔軟なクリエイティブ

表現を可能に。

チャネル・エミュレート機能

により複数のAPIツールを組

み合わせた実装が可能。

企業はユーザーに対して

より価値の高い顧客体験が提

供できます。

施策ごとにID管理することで

ユーザー一人ひとりの

反応・行動をもとに

最適な打ち手を設計できます。

月額利用費で

豊富な基本機能を提供。

セグメント配信からチャット

ボットまで定額で利用可能。

LINEのグループトークが

管理画面になるため、

慣れ親しんだ画面で

簡単に設定が可能。

顧客管理ツールや、

既存外部サービスとの

連携実績多数。

既存のリソースを

最大限有効活用できます。

LINE公式アカウントに、チャットボット、リッチなクリエイティブ、
セグメント配信など高度機能を簡単導入

キャンペーンからCRMまで、LINE公式アカウントの効果を最大化する
メッセージングプラットフォーム。様々な外部ツールとの連携も可能

電通デジタルは、ニーズに応じて2つのツールを提供しています。

柔軟な
クリエイティブ表現

複数APIツールとの
併用

実装がカンタン 豊富な基本機能 優れた施策管理
外部ツールとの

実績多数



オリックス水族館様

水族館の新たな顧客接点・体験価値をLINE公式アカウントによりワンストップで実現

事例紹介：

オリックス水族館 ねむリウム

▲LINE公式アカウントからLINE Payでの決済に導くスムーズな導線

目的
コロナ渦でオフラインでの水族館への来館が難しくなる中、オンラインで
の新たな水族館体験と顧客接点を創出。

施策

「いきものを見ながら寝落ちする」をコンセプトに、すみだ水族館からチ
ンアナゴ､京都水族館からオオサンショウウオの様子をオンラインでライブ
配信。
支払いにはLINE Payを活用し、購入者に対してのみ視聴URLを共有。イ
ベントのアンケートもLINE公式アカウントのチャットボットで行うことに
より、購入からアンケート回収までをLINE公式アカウント上でワンストッ
プで実現。

効果

●スムーズでワンストップなUI/UX構造による参加促進
「興味喚起〜友だち登録追加〜メッセージ配信〜購入〜動画URL送付」と
いう一連のアクションがLINEを通じてスピーディかつスムーズになされ
る構造を実現したことにより、 顧客のストレスが低く、途中離脱リスク
を低減して、すみだ/京都両水族館の優良顧客のLINEの友だち登録追加と
イベント参加を促進した。

●利用者の高い満足度
イベント後のアンケートで高い満足度が確認でき、9割近くの参加者が
「今後も参加したい」と回答。



ソリューション紹介：CHAT ORDER

株式会社ルートコミュニケーションズ 担当：杉山
sugiyama@rootcom.co.jp

お問合せ先

CHAT ORDERとは

LINEのプラットフォーム上で、商品選択・注文・お支払いができるモバイルオーダーシステムです。
並んで注文する必要がなく、いつでもどこからでも注文ができ、キャッシュレス決済のため現金も不要です。

ユーザー

店舗

お店のLINE公式アカウントを
友だち追加します。

チャットボットで
商品を選びます。

LINE Payで決済します。 お店のLINE公式アカウント
からメッセージが

届きます。

お店に行き受取完
了です。

注文はタブレット端末やPC
でリアルタイムに
確認ができます。

商品の準備をします。 端末で呼出処理をし
ます。

お客さまのLINEの
画面を確認して、

商品をお渡しし完了です。



事例紹介：CHAT ORDER

空港到着前や空港内で食事をしているときなど合間
の時間で商品選びができ、レジでの待ち時間も削減
でき、旅行者やビジネスマンはよりスムーズに空港
時間を活用できます。
また、昨今のコロナ禍3密回避の効果もあるため、
利用者・従業員双方の感染症対策にもつながりまし
た。

福岡国際空港株式会社 様

事前に注文、レジにもならばず、スムーズにお土産をピックアップ！

株式会社ルートコミュニケーションズ 担当：杉山
sugiyama@rootcom.co.jp

お問合せ先



ソリューション紹介：

株式会社電通プロモーションプラス
https://form.dentsu-pmp.jp/contact/

お問合せ先

■LINE社の認定パートナー制度において2カテゴリに認定

「LINE Biz Partner Program」の「Technology Partner」だけでなく「Planning 
Partner」の「Diamond」に認定されており、デジタル販促はもちろん、
LINE公式アカウントを活用したの戦略立案・実行まで幅広く対応可能です。

■クライアントのニーズに合わせた3つのサービスを提供

■フルオーダーメイド型のシステム開発に強み

パッケージ展開だけでなく、クライアントごとのニーズに応じて、
今までにない新しいUXを実現するプランニング～システム開発まで、
一気通貫して提供いたします。

ワンゼロは、デジタル販促のプロフェッショナルが提供するLINEの活用を実現するサービスです。

https://form.dentsu-pmp.jp/contact/


▼背景・目的
紙の年賀状発行枚数が減少して年賀状離れが叫ばれるなか、
年始にあいさつを交わす文化は現在にも根付いており、
近年ではEメールやSNSといった手段を通じてのあいさつも広まっている。
「年に1度は大切な人のことを想い、心をこめて年始のご挨拶をしたい」という
ニーズは現代でも根強く存在すると考え、
「DX時代の新しい年賀状のかたち」として
年賀状離脱層や年末駆け込み層の「受け皿」となる本サービスを開発。

▼施策
LINEでつくってLINEにとどく、“デジタル完結型”年賀状サービスを開発。
デジタルならではの動画・ボイス・動くスタンプ・エフェクト付きの
テンプレートで、デジタルならではの年賀状を楽しくカスタマイズ可能。
LINEの友だち同士なら、LINEはもちろん、住所を知らない友だちにも
年賀状を印刷して送付することができる。

▼効果

初年度
友だち追加数

約100万人※

TVメディア
複数番組露出で

PR効果増大

デジタル年賀状授受

数十万件規模

※2022年実績より抜粋。電通プロモーションプラス調べ

ソリューション紹介：



ソーシャルデータバンク株式会社
https://line-sm.com/contact_service.html

お問合せ先

ソリューション紹介：Liny

▼価格体系

LinyはLINE公式アカウントを活用した集客・販促・顧客管理を
サポートするツールです。LINEの友だちを簡単に管理する顧客
管理、ターゲティング属性を自由に設定・配信ができるセグメ
ント配信。ユーザーの属性や行動の分析まで、LINEの機能を幅
広く拡張。LINEを用いた運用の費用対効果を向上させます。
また、流入経路、セグメントリッチメニュー、LINEでの予約な
ども、多くのユーザーに支持されております。

自動Q&A機能によるアン
ケートや流入経路分析に
よって、顧客の情報を自動
でセグメント化。セグメン
ト配信や個別対応により、
顧客の属性に合わせた配信
が実現します。また分析機
能を活用すると、顧客の行
動から配信効果を分析する
ことも可能です。分析結果
を次の施策に活かすことが
できます。

▼基本機能 ▼ご利用イメージ

https://line-sm.com/contact_service.html


事例紹介：Liny

▼概要

▼背景・目的

▼アカウントの詳細

LINEで神奈川県のGOTOEatサービスを提供

新型コロナウイルスの影響で、飲食店の顧客が減少し、経済的に困
窮している飲食店に対し、客足を少しでも補填するための観光活性
化事業の一環の取り組みとして、LINEを活用した。
全国的にも、GOTOEatや、プレミアム商品券という形で、紙だけ
でなく、LINEなどの電子クーポンを活用した取り組み。

地元住民、近隣県の住民に対して、LINEを使ってお得な電子飲食
クーポンをLINEで購入させて、ポイントを補充。例えば、1万円だ
と1万2千円分のポイントが購入できます。
ポイントを活用して、加盟店をLINEで検索して来店。
飲食後は、精算時に、お店のQRをかざして簡単に決済を行って減
算処理を行うことが可能。

※2022年8月時点当社調べ

約250億
の経済効果



Engagement
ユーザーと企業との関係性を
高めるようなサービスを提供する
ことに優れている。
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株式会社電通デジタル

クラスメソッド株式会社

株式会社Zeals

エースチャイルド株式会社

transcosmos online communi
cations株式会社

トランスコスモス株式会社

ミロゴス株式会社

デジタル・アドバタイジング・
コンソーシアム株式会社



顧客一人ひとりとの信頼関係を深め、心を動かしゴールに導くためには優れた顧客体験（CX）を提供する必要があります。

電通デジタルでは、データに基づいた顧客理解、ビジネスゴールの設定、適切な連携ツール選定やその設計により

最適なコミュニケーションを効率よく運用していくことで、良質な顧客体験を実現します。

株式会社電通デジタル
https://www.dentsudigital.co.jp/contact/

お問合せ先

「心を動かす」良質な顧客体験（CX）の提供

ソリューション紹介：

LINE Bot Designer

との連携により、

複雑なFlex Messageや

イメージマップも簡単に作成。

柔軟なクリエイティブ

表現を可能に。

チャネル・エミュレート機能

により複数のAPIツールを組

み合わせた実装が可能。

企業はユーザーに対して

より価値の高い顧客体験が提

供できます。

施策ごとにID管理することで

ユーザー一人ひとりの

反応・行動をもとに

最適な打ち手を設計できます。

月額利用費で

豊富な基本機能を提供。

セグメント配信からチャット

ボットまで定額で利用可能。

LINEのグループトークが

管理画面になるため、

慣れ親しんだ画面で

簡単に設定が可能。

顧客管理ツールや、

既存外部サービスとの

連携実績多数。

既存のリソースを

最大限有効活用できます。

LINE公式アカウントに、チャットボット、リッチなクリエイティブ、
セグメント配信など高度機能を簡単導入

キャンペーンからCRMまで、LINE公式アカウントの効果を最大化する
メッセージングプラットフォーム。様々な外部ツールとの連携も可能

電通デジタルは、ニーズに応じて2つのツールを提供しています。

柔軟な
クリエイティブ表現

複数APIツールとの
併用

実装がカンタン 豊富な基本機能 優れた施策管理
外部ツールとの

実績多数



ブリストル・マイヤーズ スクイブ様

セキュリティレベルの高い医療情報を、LINE公式アカウント上で提供実現

スプリセル錠服薬手帳（患者さま向け）BMS（医療従事者用）

目的
医療従事者向け情報サイト
「BMS HEALTHCARE」会員専用の新たな情報提供
ツール

目的
診察時における
・医師と患者のコミュニケーション円滑化
・患者の服薬アドヒアランス向上

施策

ID連携したユーザー限定で
・学会/セミナーなどの情報配信
・チャットボットによる担当者へのアポイントメント
など

施策

薬を服薬しているユーザーに向けて
・事前設定したスケジュール通りの服薬リマインド

や服薬チェックで飲み忘れを防ぐ機能
・検査値の記録をグラフで可視化して閲覧可能に

効果

●迅速な情報アクセス
リッチメニューやチャットボットなど、必要な情報
に最短でたどり着くUIを実現

●会員サイトとの高いID連携率
アクセストークンの活用により､高いID連携率を実
現

●運用工数の削減
頻繁に更新されるwebサイト上のコンテンツを自動
スクレイピングし、更新の手間なく常にLINE公式
アカウント内で最新情報を提供

効果

●患者の服薬アドヒアランス向上
定期リマインド配信により、治療に大切な継続的な
服薬の飲み忘れを防ぐことに貢献

●医師と患者のコミュニケーション円滑化
診察時、LINE公式アカウント上に記録された患者
の日々の服薬状況や体調、治療経過情報を元にコ
ミュニケーションを円滑化し、問診をサポート

事例紹介：



ソリューション紹介：CX ORDER

クラスメソッド株式会社
https://classmethod.jp/inquiry/

お問合せ先

• 企業は9,200万MAU(※2022年6月時点)のLINEアプリ内に、自社ブランドアプリを登
録することで、多くのユーザーリーチを獲得でき、商品やサービスを届けること
ができます。

ユーザー価値

ブランド価値

コンセプト

• 「CX ORDER」はモバイルオーダー用途の、LINEミニアプリをノーコードで制
作・運用できるクラウドサービスです。

• ユーザーは日常的に使い慣れたLINEアプリから、お気に入り店舗の商品やサービ
スを簡単に注文・決済でき、あとは店舗で商品受け取るだけです。

▼コンセプト / ユーザー価値 / ブランド価値

▼料金体系
詳細は弊社お問い合わせフォームよりご相談ください。

▼利用イメージ：お客様側 UI ▼利用イメージ：店舗側 UI

※画面は2021年当時のものです

https://classmethod.jp/inquiry/


事例紹介：LINEサービス総合支援

東急株式会社

目的
スマートフォンを介してユーザーとの関係性を強化したい

顧客分析を行い、ユーザーニーズを把握したい

施策
LINEユーザーIDをグループ内アカウントで共通化

既存データベースと連携させて、グループマーケティングに活用

事例詳細： https://classmethod.jp/cases/tokyu/

※東急調べ
※画面は2021年当時のものです

会員
連携率
42.8%※

会員
連携率
56.9%

東急ストア 東急百貨店

※

会員連携システム

https://classmethod.jp/cases/tokyu/


ソリューション紹介：チャットコマース®「ジールス」

株式会社ZEALS
http://zeals.co.jp/contact/

お問合せ先

■ソリューションの機能と特徴

認知 興味 ⽐較検討 購⼊・ 契約 ⻑期顧客化
AWARENESS INTEREST CONSIDERATION CONVERSION LOYALTY

リッチメニュー

LINE CPF広告 サイト内ポップ

スタンプ広告 初期会話

診断コンテンツ

決済RPA

カレンダーRPA

LP計測

再購入プッシュ

コンテンツプッシュ

アンケート調査

フルファネルソリューション

チャットコマース®「ジールス」は、LINEに搭載したチャットボットでの接客体
験を通じて、ユーザーの購買行動を後押しするソリューションです。

⚫ 高いコンバージョン率を誇るサービスであり、デジタルマーケティング全体の
件数獲得増や全体のCPA低下を実現したい担当者に評価頂いています。

⚫ チャットボットが行う接客体験によって、検討ユーザーの不安を払拭し、ス
ムーズな購買体験を実現します。

⚫ マーケティングファネルにおける各ステージに対応した機能を実装しており、
LINEを活用したフルファネルマーケティングを実現します。

■ご利用イメージ

LP離脱ユーザーをLINE公式アカウントのチャットボットに誘導し、不安払拭して
あげることで直接的にコンバージョンへの引き上げに貢献します。

■サポート体制・料金体系

初期費用・システム利用料0！完全成果報酬制

専属のコミュニケーションデザイナーが成果にコミット！費用がかかるのは成果
が上がった時のみで、基本的にその他の費用は掛かりません！

初期設定
無料

LP
POP UP

無料

初期会話
デザイン

無料

チャット
ボット改善

無料

CS
問い合わせ

無料

離脱のタイミングで
ポップアップ表⽰

友だち追加後、診断を通じてユーザーの
悩みや趣向をヒアリング

診断結果と
おすすめ商品を提案 LPで購入完了

LINE公式アカウント

http://zeals.co.jp/contact/


ソリューション紹介：チャットコマース®「ジールス」

株式会社ZEALS
http://zeals.co.jp/contact/

お問合せ先

■目的と背景

さまざまなデジタルマーケティング施策を実行する中、Webサイトに訪れた離脱
顧客に対してCV獲得増や全体のCPA低下とLINE公式アカウント上でも店舗や電
話のような接客を実現するためにチャットコマース®「ジールス」を導入いただ
きました。
チャットボットが行う丁寧な接客によって、検討ユーザーの不安を払拭し、デジ
タル上でもスムーズな個人ローン申し込みを実現する狙いがあります。

株式会社仙台銀行 様
事業：地方銀行

■施策と結果

新たに、仙台銀行のLINE公式アカウントを開設しました。
Webサイトから離脱する直前にポップアップを表⽰し、LINE公式アカウントへ
誘導。ユーザーは「ローンタイプ診断」を通じて、最適なローン商品および個別
最適化された提案を簡単に受けることができます。
その結果、単月CV数100件越え、CV件数480％UPの実績を記録しています。
また、Web経由でのCV数に占める獲得割合は10％超を達成しました。

Webサイトから
LINE公式アカウントへ

ローンタイプ診断を
実施

パーソナライズされた
悩みを解決するコミュニケーション

480％UP！ 10%超！
※2021年12月と2022年5月比

CV件数

※2022年5月時点

Web経由でのCV数に占める割合

http://zeals.co.jp/contact/


ソリューション紹介：

SNS上での相談を受け付けたい自治体・団体・企業様を
強力にサポートする仕組みです。
SNS相談現場の意見をシステムに集約し、
SNS相談に特化したシステムとしてご提供することで
100を超えるSNS相談現場にてご利用いただいております。

▼ つながる連絡

SNS相談に特化した相談集中画面 直感的なBOT機能

エースチャイルド株式会社
https://www.as-child.com/

LINEでの学校-保護者のやりとりを実現し学校現場や
保護者の連絡を効率化・省力化する仕組みです。

保護者向け機能（LINE）

個人のLINEアカウントを学校に
非公開のまま学校への連絡をLI
NE経由で行うことができます。
紙の連絡帳は不要になります。

学校教員向け機能（Web）

遅刻・欠席連絡対応で、電話待ち受けや
連絡帳の受け取りの必要がありません。
遅刻・欠席連絡の一覧を、任意のタイミン
グでWeb上から確認することができます。

状況が一目でわかるダッシュボード 豊富な自動応答機能

▼ つながる相談

その他主要な機能例

• 学校からの一斉連絡、プリント配布
• 教員と保護者との1対1での連絡
• 教員ごとの閲覧権限設定

お問合せ先

https://www.as-child.com/


事例紹介：

学校の保護者の中にはスマートフォンの利用に慣れた層が増え
てきており、SNSで情報を受け取りたいという声が挙がり始め
ています。
しかし、こうした要望に応じ教員個人のSNSアカウントで保護
者・生徒と連絡を取ることの問題も発生しています。勤務時間
外でも簡単に連絡ができてしまうことにより、教員の勤務時間
外の対応負担増につながります。また、個人のSNSでやりとり
をすることは周囲からは察知しにくいため、知らず知らずのう
ちに人間関係のトラブルに発展する懸念があります。
このお悩みに応えるために、つながる連絡の実証実験に至りま
した。

実証実験の結果、各学校で80%～95%の保護者がLINEを利用
した出欠・遅刻連絡※を行い、保護者アンケートの結果でも
「利用前と比べて、学校からの連絡を簡単に受けとれるよう
になった」という声が増えました。コロナウイルスの影響で
3月に休校になった際も、「学校からスムーズに連絡が来たの
で助かった」との評価をいただきました。
また、教員が勤務時間外に個人のSNSでやりとりする心配も
なく、電話やメールでの連絡よりもスムーズに連絡事項を届
けられ、教員の業務改善にも役立つことが確認されました。 LINEで教員と保護者の間で

連絡を行うために必要な機能
が備わっています。

配布プリントを保護者にLINEで送る機能は
便利なだけでなく、ペーパーレスによる経費と
時間の大幅な削減が実現しました。

約700人の生徒が在籍していますが、計算し
てみたところ紙やインク代にかかるコストは毎
月約5万円、業務時間は毎月7〜8時間程度の
削減※となりました。

利用者様からの声（中学校長）

各教員が保護者とLINEでメッセージのやり
とりをしていますが、それを校長や教頭など
管理職が、それらの内容全てを閲覧できる権
限付与の仕組みが便利だと感じます。

もし教員が返信に困っているやりとりがあ
れば校長が助言をしたり相談にのることもで
きます。また、私自身が返信をすることもあ
ります。

利用者様からの声（中学校長）

千葉県柏市様（中学校4校、小学校3校）
実施に至る背景と目的

導入後の効果

※導入校（千葉県市立中学校）調べ



ソリューション紹介：KANAMETO

transcosmos online communications株式会社
https://kanameto.me/contact/

お問合せ先

KANAMETOは、地方自治体様でのLINE公式アカウントの活用
をサポートするクラウドサービスです。
地方自治体様で必要となるセグメント配信、通報受付、来庁予
約、防災メールの内容をLINEのメッセージで配信、チャット
ボットなどの各種機能を取り揃えています。

自治体と住民による双方向性のある行政サービスを提供

▼基本機能 ▼ご利用イメージ

▼特徴

✓ 全国100を超える自治体様でご利用中

✓ 地方自治体様での活用に特化して機能を開発

✓ ISO27001とPマークを取得、セキュリティ強化を継続実施

QRコードからKANAMETOの
各種機能を体験可能！

自治体

予約機能 チャットボット

通報受付セグメント配信

住民

来庁予約の受付・管理
（予約機能）

市民ニーズに合わせた情報配信
（セグメント配信）

道路などの不具合通報
（通報機能）

各種手続き・支援情報案愛
（チャットボット）

https://kanameto.me/contact/


事例紹介：KANAMETO

※ transcosmos online communications調べ

自治体名

目的

施策

静岡県三島市 様

・窓口の「密」回避
・待ち時間の解消

・2021年度から「保育所入所手続き」を
事前予約制へ移行

・来庁予約をLINE公式アカウントと
電話で受付

効果

・申込者の約90%がLINE公式アカウント
経由で予約※

・密の回避、待ち時間の解消を実現
・職員様の業務効率化に貢献



ソリューション紹介：DEC Connect
LINE公式アカウント上での顧客体験をより豊かにするCXプラットフォーム

企業様の課題に合わせた解決ノウハウ・実績を標準機能に実装。顧客体験の設計、システム導入、運用まで一貫して対応

MA・CRMツール

チャットツール

EC

企業DB

セグメント配信 / キャンペーン

マーケティング

チャットボット対応・連携 / 有人チャット連携

カスタマーサポート
API

API

チャットボットツール

管理・分析など

WEB行動履歴データ / 顧客属性データ

API

API

API

API

LINEミニアプリ対応/LINE通知メッセージ

カスタマーリテンション

APIを利用し、各種コミュニケーションチャネルとMA・CRM、チャットツールや外部DBをシームレスに連携
企業が持つ顧客データや各種ソリューションを適切に組み合わせ、企業とユーザーとのコミュニケーションを最適化

トランスコスモス株式会社
https://www.trans-cosmos.co.jp/contact/

お問合せ先

LINE公式アカウント

LINEミニアプリ

https://www.trans-cosmos.co.jp/contact/


LINEミニアプリによるレシート応募/LINE Payキャッシュバック
お客様との接点を獲得すること、お客様の定常的なニーズを把握すること、より定期的な購買を実現すること、の3点を目的に、

レシート応募によるポイント付与を行うLINEミニアプリを提供。LINE Pay・LINEポイントのキャッシュバックやLINEミニアプリでの

サービス通知メッセージを活用したエントリーから結果発表までシームレスなキャンペーン体験を提供。

サントリービール株式会社

プレモルキャンペーン
効果①：サービス利用増加

毎週のレシート応募で定期的な購買を促進
アンケートでお客様ニーズを調査

定期的な購買とアンケート回答に対してインセンティブ。
サービス通知メッセージでエントリー完了連絡

再来店来店・購買

開始初月に、10万人以上が
キャンペーンエントリー※

トランスコスモス株式会社
https://www.trans-cosmos.co.jp/contact/

お問合せ先

事例紹介：DEC Connect

※トランスコスモス調べ

https://www.trans-cosmos.co.jp/contact/


ソリューション紹介：

ミロゴス株式会社
https://inquiry.loopass.net/badge.html

お問合せ先

お客さまに最適な
トータルサポートを実現
オールインワンのツールでLINE公式アカウント運用の課題
を解決するのではなく、お客さま個々の様々な課題に対し
て、最適なツールを組み合わせ提供させていただきます

ポイント01 ポイント02 ポイント03
50以上の を支援

New CXを実現する

オーダーメイド開発 99.75％の正確な運用代行

LINEログイン/ID連携

行動ログの蓄積

Bot型アンケート

セグメント配信

差し込み配信

オートメーション配信

通知メッセージ

API提供

1to1 リッチメニュー

タブ有りリッチメニュー

1問1答式Bot

申請/設定/配信 代行

DMP/MA/基幹システム

レシート/シリアル 型

何から始めたら良いか分からない、そんなお悩みにも寄り添います！
お気軽にお問い合わせくださいませ！

大手･大型

アカウント ※

※ミロゴス調べ

※その他ご支援実績に
関しましてはサービス
サイトの導入企業一覧
をご確認ください

※

LOOPASS

LOOPASS DMP

BotCreator Survey DynamicRichmenu T

DynamicRichmenu S

BotCreator Reply

アカウント運用代行

外部サービス連携

販促CPシステム

LOOPASS

個
別
開
発
も

承
り
ま
す

データ収集 配信
LINE公式アカウント

拡充 その他

コスメやメーカー様を中心に、業
界問わず多様なアカウントを支援
してまいりました。Technology 
Partnerでありながら、Sales Pa
rtnerでもある当社の強みを活か
し、お客さまに合った総合的な提
案をいたします。

LINE APIを駆使し、LINE公式アカ
ウントならではの新しいユーザー体
験をご提案いたします。蓄積したナ
レッジを活かし、お客さまのビジネ
スに沿ったオーダーメイドの開発が
可能です。お客さま保有の既存サー
ビスとの連携や組み込みもご相談く
ださいませ。

ユーザーとのコミュニケーション
を行う上で、配信作業は欠かせま
せん。当社では年間800本以上も
の設定代行を行い、フロー改善を
行ってきたからこその正確さがご
ざいます。手が回らない配信業務
もトータルでお任せいただけま
す。



事例紹介：

ミロゴス株式会社
https://inquiry.loopass.net/badge.html

お問合せ先 キャンペーン施策等の集客から、友だち収集後のCRM施策まで！
LINEにおける企業とお客様との関係構築を得意としております！

味の素株式会社 様 オウンドメディア連携 化粧品会社 様 ID連携＆会員証

EC売上を加速する

LINEのCRM施策
LINE公式アカウントと会員情報を連携。
LINE公式アカウント上で会員証の表⽰を可
能に。会員情報に合わせた配信で売上をUP。

◆ 会員情報の一元管理

◆ One to Oneコミュニ

ケーションの実現

◆ ROAS（費用対効果）の

向上

◆ 会員登録数の増加

◆ 会員証提示機会の向上

タブ リッチメニュー 会員証 ID連携

目的

効果

目的

効果

デイリー友だち追加数
5倍に上昇※

LINE公式アカウント内において、オウンドメ
ディア「AJINOMOTO PARK」へのタッチポイ
ントを増やすことで、アカウント価値を向上。

◆ 自社オウンドメディアの利

用促進

◆ エンゲージメント可能な

ユーザーの増加

◆ UID保有ターゲットリーチ

割合が42.7％に上昇※

◆ デイリー友だち追加数が5倍

に増加※

Point Point Point

• タブ切り替えにするこ

とで訴求面を2倍に

• リッチメニュー経由の

CVは高い傾向あり

• LINEで会員証を発行

&表示できることで利

便性をUP

• 紛失や提示漏れを防ぐ

• ID連携でEC会員とLI

NEの友だちを紐付け

• 購買に合わせた配信な

どが実施可能に
レシピ検索 追加 検索条件 今週の献立 応答

ミロゴス会員証

※ミロゴス調べ



ソリューション紹介：

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社
https://solutions.dac.co.jp/dialogone

お問合せ先

商品購入の際にLINE公式アカウント上でポイントを貯めて、蓄積ポイントに
応じて応募するマイレージ型キャンペーンで、CRM基盤を構築することがで
きます。インセンティブはLINEポイントの付与や抽選、自社製品プレゼント
等施策ごとのカスタマイズになります。

▼マイレージ機能

都度ご相談内容に応じてお見積もりになります。
（マイレージ施策の場合約100万円～1,000万円）
詳細は弊社お問い合わせフォームよりご相談ください。

▼料金体系

Messaging APIに対応し、LINE公式アカウントでのメッセージ配信・コン
テンツ管理が可能なツールです。
管理画面を用い、誰でも簡単な操作で設定することができます。
多彩なコンテンツのフォーマットと、LINE公式アカウント内で取得した
データや企業が保有する顧客データなどを掛け合わせ、
最適なアカウント運用が可能です。

▼DialogOne®の提供するサービス

ご要望に合わせたカスタマイズも柔軟に対応しております。
各種キャンペーン機能や、既存のCRMツールとの連携、自動配信機能など、
対応実績も豊富です。

アカウント開設・機能提供だけでなく、メディアレップとしてLINEの広告
メニューを取り扱ってきた豊富な知見を活かして、運用戦略のコンサルティング
やレポーティングもサポートいたします。LINE広告等も絡めた友だち獲得施策
など、LINEの効果を最大化する総合的なご提案が可能です。

プッシュ配信リプライ配信

コンテンツ管理

MESSAGING

トラッキング

外部取得

アンケート

企業保有

DATA

流入経路

ポイント蓄積
CP応募

インセン交換
友だち追加

シリアルコード入力
商品購入

シリアルコード入手

DAC

シリアルコード入力

シリアルコード
Y27509178901

98

DAC

Y486954763971
シリアルコード
Y27509178901

98

DAC

シリアルコード
Y27509178901

98

https://solutions.dac.co.jp/dialogone


⚫ LINE公式アカウント上でCPポイントを蓄積でき気軽に各種
インセンティブとも交換できる

⚫ LINE公式アカウント上でいつでもポイント獲得・交換履歴
が確認可能になる

ユーザーメリット

⚫ LINE公式アカウント上でCPポイントを蓄積できるため、
ユーザーのLINE公式アカウント利用率が高く、企業との関
わりやコミュニケーション機会も多く生まれる

⚫ 購買データの活用により、ユーザーごとのカスタマイズ配信
ができ、ロイヤリティ向上やファン育成につなげられる

企業メリット

施策
商品に貼付されたシリアルコードをLINE上で読み取り、
CPポイントを蓄積すると各種インセンティブに交換可能

業種 飲料系

目的 LINEを通した日常的なコミュニケーションによる購買促進・ユーザー育成

事例紹介：

ポイント蓄積
CP応募

インセン交換
友だち追加

シリアルコード入力
商品購入

シリアルコード入手

DAC

シリアルコード入力

シリアルコード
Y27509178901

98

DAC

Y486954763971
シリアルコード
Y27509178901

98

DAC

シリアルコード
Y27509178901

98



Measurement
取得された情報の計測、マイニン
グ、ビジュアライズに優れている。

01 株式会社デジタルシフト



ソリューション紹介：友だち情報統合分析機能

株式会社デジタルシフト
https://digitalshift.co.jp/contact

お問合せ先

友だち情報統合分析機能とは

友だち一人ひとりの全ての行動を可視化し

最適なセグメント配信を実現する分析機能です

運用代行や戦略立案等各種サポートも行っております。詳細は弊社お問い合わせフォームよりご相談ください。

UID統合分析機能を使ったLINE運用

価格

初期費用:お見積り / 月額費用:２0万円

さらに 、 お客様 のデータベースと 接続することで 、
L INE 経 由でのコンバージョンデータの 確認ができ、

L INE にか ける 最適 な予算配分を 計画することが 可能です

友だち一人ひとりの行動を分析
過去から現在までの行動を分析し、友だちのモチベーションを把握。

データを基に次の配信・施策を意思決定
施策単位による点での分析ではなく、

友だち一人ひとりの行動を線にして分析をすることで、

友だちのモチベーションに合わせた配信設計を行うことができます。

※分析イメージ

Measurement
取得された情報の計測、マイニング、
ビジュアライズに優れている。

https://digitalshift.co.jp/contact


アパレルEC通販系企業様の場合

ROASを指標としたメッセージ配信を行い、配信頻度が高くなり配信費用が増加。

また、ユーザーがロイヤル化するよりもブロックも増加することで離反者による売り上げが減少。

長期的にみるとROASが悪化傾向にあった。

↓

一人ひとりに対して最適な配信を行うことで配信頻度/ブロック率増加を抑え、

ROASを高めるLINE公式アカウントの配信設計・実⾏支援を⾏う

事例紹介：友だち情報統合分析機能

実
⾏
イ
メ
ー
ジ

導
入
実
績

幅広い業種に活用頂いております。

12アカウントほど、トライアル利用中。

アパレルEC通販/有店舗アパレルブランド/飲料メーカー/自動車メーカー/脱毛サロン/消費

財メーカー/百貨店/情報サービス

課
題

①顧客ランクの可視化

LINE公式アカウント内の友だちを商品購入の

金額・頻度、アンケート回答ベースの心理的ロ

イヤルティなどでランク分を分けることで、

現状のLINE公式アカウント運用の実態を把

握。

そのうえで、事業成果につながる戦略を

立てプランを策定するサポートを実施。

Measurement
取得された情報の計測、マイニング、
ビジュアライズに優れている。

②施策の実⾏支援

顧客ランク毎に次の顧客ランクへの育成を

⾏うための施策を実施。

友だち情報統合分析機能を用いて

施策の振り返りを⾏い次のアクションへの

示唆を提示。

PDCAサイクルをスピーディーに回すことで貴

社の事業成果へ貢献。

Measurement
取得された情報の計測、マイニング、
ビジュアライズに優れている。



Technology Partner 一覧



Technology Partner 一覧

エースチャイルド株式会社

「つながる相談」はSNSでの相談を受け
付けたい自治体・団体・企業様を強力に
サポートする仕組みです。お申込みを頂
いてから数日で導入し、運用が可能で
す。

＞詳細はこちら

クラスメソッド株式会社

LINEミニアプリでモバイルオーダーを簡
単に始められる「CX ORDER」提供！お
客様に最適なLINEミニアプリやチャット
ボット基盤の開発を支援します。

＞詳細はこちら

株式会社デジタルシフト

LINE公式アカウント開設企業向けにASP
サービスにて提供し、「Messaging API」
をはじめとした各種APIをより高度に活用
することができるツールです。

＞詳細はこちら

デジタル・アドバタイ
ジング・コンソーシア
ム株式会社

DialogOne®(ダイアログワン)は、
LINE公式アカウントのメッセージ配信・
コンテンツ管理・ユーザーデータの収集
を行うためのメッセージング管理ソ
リューションです。

＞詳細はこちら

株式会社電通デジタル

コミュニケーションデザインプラット
フォームとして「BOT BOOSTaR®」「T
ONARIWA」を提供しており、LINE公式
アカウントの多様なニーズに対応します

＞詳細はこちら

トランスコスモス株式会社

LINE公式アカウントや「LINE pay」な
どLINEが提供するサービスと、ツール、
DBをつなぎシームレスなデジタル体験
をワンストップで提供

＞詳細はこちら

transcosmos online 
communications株式会社

「KANAMETO（カナメト）」は、セグメ
ント配信機能・チャットボット機能・
チャットサポート機能を備えたAPI対応
ツールです。

＞詳細はこちら

ソーシャルデータバンク
株式会社

LINE公式アカウント機能拡張ツール
「Liny（リニー）」を開発・販売。
販促・顧客管理・MAやセグメント配信
・チャットボットがLINE１つで実現出来
ます。

＞詳細はこちら

https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/aschild/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/classmethod/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/aishift/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/degitalshift/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/dac/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/dentsudigital/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/transcosmos/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/transcosmosonline/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/socialdatabank/


Technology Partner 一覧

hachidori株式会社

プログラミング不要のチャットボット開
発ツール『hachidori』は、7,000超の開
発実績をもとに、導入目的に沿ったボッ
トを簡単につくることができます。

＞詳細はこちら

株式会社ルートコミュニ
ケーションズ

LINEの活用サポートから、トーク上での
インタラクティブなアプリケーション。
更にはLINE公式アカウントを活用した企
業のデータ活用まで。LINE上での様々な
制作を行います。

＞詳細はこちら

モビルス株式会社

手続き対応など自動化と有人チャット対応
が可能なハイブリッドサポートや、 顧
客・アンケート情報に基きリッチコンテン
ツを送付できるセグメント配信システムを
提供

＞詳細はこちら

株式会社ソーシャルPL
US

LINEログイン、自動友だち追加機能、M
essaging API等を利用して、ECサイト
をはじめとしたWebサイトとLINEを連
携したCRM施策をサポートします

＞詳細はこちら

株式会社電通プロモーショ
ンプラス

ワンゼロは、デジタル販促のプロフェッ
ショナルが提供するLINEの活用を実現す
るサービスです。

＞詳細はこちら

株式会社Zeals

チャットコマース®「ジールス」は、LI
NE公式アカウントと連携したAIチャッ
トボットでの接客体験を通じて、ユー
ザーの購買行動を後押しするソリュー
ションです。

＞詳細はこちら

株式会社クラブネッツ

「詳細なアンケート＆セグメント配信」
「キャンペーン」「カスタムリッチメ
ニュー」などによりLINE公式アカウント
を補完し、更なる活用を促進します。

＞詳細はこちら

ミロゴス株式会社

LINE通知メッセージ/会員証/キャンペー
ン開発/MA連携の実績多数。DX支援
サービス「LOOPASS」でお客さまに最
適なトータルサポートを実現します。

＞詳細はこちら

https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/hachidori/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/rootcom/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/aishift/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/mobilus/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/socialplus/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/dentsupromotionplus/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/zeals/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/clubnets/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/tricorn/
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アドビ株式会社

ADOBE EXPERIENCE CLOUD/ マーケ
ティング、分析、広告、コマースの最先
端ソリューションを集めたクラウド基盤
で驚くべき顧客体験を提供します。

＞詳細はこちら

アルファコム株式会社

複数のLINE公式アカウントを統合管理、
マルチテナント対応やリアルタイムモニ
タリングができる、コンタクトセンター
に最も適したチャットサービスM-Talk

＞詳細はこちら

株式会社エクレクト

カスタマーサービスプラットフォーム
「Zendesk」と「LINE」を連携するこ
とで、お客さまとのコミュニケーション
チャネルの幅を広げ、問合せ情報の一元
化が可能に

＞詳細はこちら

株式会社NTTデータ

システムインテグレータの開発手順・品
質基準に基づき、メッセージ送受信シス
テムをクライアント企業様の個別ニーズ
に合わせて構築し、月額サービスとして
提供します。

＞詳細はこちら

NTTコム オンライン・
マーケティング・ソリュー
ション株式会社

「空電プッシュ for LINE」/携帯電話番
号マッチングで、LINEへのメッセージ送
信を実現。届かなかった場合はSMSで確
実に送信。

＞詳細はこちら

株式会社wevnal

マーケティング支援型のオンライン接客
プラットフォームBOTCHANは、CV獲得
に特化したチャットボットサービスで、
スマホ時代のおもてなしを実現します。

＞詳細はこちら

株式会社ecbeing

ECシステムを軸に、LINEミニアプリ、
セグメント配信（MA）、LINEログイ
ン、デジタル会員証など、オムニチャネ
ルやCRMに必要なサービスを展開。

＞詳細はこちら

株式会社アクティバ
リューズ

観光分野のDXを推進する「多言語AI
チャットボット」。 Web、LINE、Face
book、WeChatに対応。ホテル、旅館、
自治体を中心に350箇所に導入。

＞詳細はこちら

https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/adobe/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/alfacom/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/aishift/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/eclect/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/nttdata/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/nttcoms/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/aishift/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/wevnal/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/aishift/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/ecbeing/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/activalues/
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株式会社AI Shift

株式会社AI Shift(サイバーエージェント
グループ)が運営する「AI Messenger C
hatbot」はカスタマーサポート向けAI
チャットボットです。

＞詳細はこちら

株式会社オルターブース

LINE Bot、LINE Pay、LINE内アプリな
ど、LINEを活用した様々なアプリ開発を
行っています。

＞詳細はこちら

エンバーポイント株式
会社

顧客データに基づき、LINEにて1to1の
メッセージ配信を実現。自前で顧客デー
タを管理しており、それを対象にしたLI
NEの配信や、システム間連携をするのに
最適。

＞詳細はこちら

株式会社ギブリー

自社のLINE公式アカウントに接客のよう
な上質な顧客体験を。 ユーザーの"今"の
状態を把握し、解析を行う事で最適なタ
イミングで1人1人に必要な情報をお届け
します。

＞詳細はこちら

エボラニ株式会社

anybotは、開発知識いらずでLINEや
Facebook、Web、アプリで販売や予約
受付を行うチャットボットやLIFF
（LINE Front-end Framework）を含む
Webアプリをつくることが可能です。

＞詳細はこちら

NTTテクノクロス株式会社

Remote Attendは、お問い合わせ、製品
サポート、販売促進などのエンドユーザ
対応をWeb上で実現するチャットサポー
トシステムです。

＞詳細はこちら

株式会社KDDIウェブコ
ミュニケーションズ

「Twilio Connect for LINE Call API 
by KWC」LINEコールPlusをTwilio経由
でご提供するためのソリューションで
す。

＞詳細はこちら

株式会社Kerberos

誰でも簡単にLINE公式アカウントを用い
てお店をつくれる【CHATY】を開発・販
売。 商品の販売から、お客様とのコミュ
ニケーションまで全てLINEで一括管理。

＞詳細はこちら

https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/aishift/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/aishift/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/alterbooth/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/alterbooth/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/emberpoint/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/alterbooth/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/givery/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/aishift/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/evolany/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/ntt-tx/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/kddi-webcommunications/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/kerberos/
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株式会社コネクター・ジャ
パン

リピッテは、あらゆる業種・業態の「予
約」をLINEで受付け、自動管理し、店舗
や現場の省力化・省コスト化に貢献する
ベストソリューションです。

＞詳細はこちら

株式会社コムデザイン

【CT-e1/SaaS】は、コールセンターに
必須のACDやIVRなどのCTI機能をクラ
ウドサービス提供します。 LINEとの連
携でさらに利便性が高くなります。

＞詳細はこちら

株式会社サイバーエージェ
ント

サイバーエージェントが提供する、LINE
のMessaging APIの活用に特化したツー
ルです。 幅広い広告運用ナレッジを活か
し、企業の販促活動の効果最大化を実現
します。

＞詳細はこちら

株式会社サイシード

sAI Chatは自社開発のAIチャットBotを
中心に、自社アプリの機能をLINE上で実
現する『モンキーアプリ』を提供してい
ます。

＞詳細はこちら

株式会社神戸デジタル・ラ
ボ

LINEが提供するAPIやプロダクトを活用
し、様々な業種・業界向けにお客様の
ゴールを見据えてソリューションを提
案・提供しています。

＞詳細はこちら

株式会社Showcase Gig

私たちは、国内のモバイルオーダー＆ペ
イサービスの第一人者として、店舗目線
とコンシューマ目線の両方面のアプロー
チによって次世代の店舗体験を実現しま
す。

＞詳細はこちら

株式会社Sun Asterisk

Sun*は新規事業やDX推進をビジネス・
テック・クリエイティブの三位一体で事
業創造することに強みを持つデジタル・
クリエイティブスタジオです。

＞詳細はこちら

ジェネシスクラウドサービ
ス株式会社

LINE Account Connect関連機能 (LINE
チャットPlus及びLINEコールPlus) と弊
社CX基盤との連携ソリューションを提供
致します。

＞詳細はこちら

https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/aishift/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/cnctor.jp/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/comdesign/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/aishift/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/cyberagent/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/aishift/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/sciseed/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/kobedigitallabo/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/aishift/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/showcase-gig/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/aishift/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/sunasterisk/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/genesys/
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GMO NIKKO株式会社

TRUE connectは、Messaging APIを活
用した基本機能を備え、カスタマイズ開
発にも対応するソリューションです。豊
富な広告運用・キャンペーンのナレッジ
と共にご提供致します。

＞詳細はこちら

株式会社ソニックムー
ブ

COMSBI（コムスビ） セグメント配信、
chatbot作成機能、予約機能など様々な
機能を提供。既存システムとのつなぎ込
みやカスタマイズ開発にも柔軟に対応。

＞詳細はこちら

GMOコマース株式会社

自社開発は不要！メッセージ送り分けや
リッチメニュー出し分けなどがカンタン
＆すぐに実現するプラットフォームを提
供します。使い方や配信代行の運用サ
ポートも充実！

＞詳細はこちら

ソフトバンク株式会社

LINE APIを活用したアプリケーションの
設計、開発、運用保守、プロモーション
などをワンストップで提供します。

＞詳細はこちら

株式会社Time
Technologies

自動的にLINE経由の成果を獲得する、
LINE特化型マーケティングオートメー
ション『AutoLine』

＞詳細はこちら

スタークス株式会社

リピートラインは、リピート通販・D2C
向けのLINE公式アカウントの拡張ツール
です。カートとAPI連携させることで、
顧客毎のCRM施策やCS業務を実現しま
す。

＞詳細はこちら

Sprinklr

LINEを始めとした25以上のチャネルと連
携。LINE公式アカウントを活用したマー
ケティング、広告、カスタマーケアをひ
とつのプラットフォームで対応可能。

＞詳細はこちら

株式会社セールスフォース・
ドットコム

Marketing Cloud
幅広い顧客エンゲージメントを実現する、
No.1 マーケティング プラットフォーム

＞詳細はこちら

https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/gmonikko/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/sonicmoov/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/gmo-commerce/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/softbank/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/timetechnologies/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/aishift/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/starx/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/sprinklr/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/salesforce.com/
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TIS株式会社

「ContactWare for LINE」は電話を起
点にお客様とLINEでつなげるためのクラ
ウドサービスです。

＞詳細はこちら

テクマトリックス株式会社

コンタクトセンターCRM／FAQナレッジ
ソリューション「Fastシリーズ」を開
発・提供しています。

＞詳細はこちら

D&Sソリューションズ
株式会社

D&Sソリューションズは、スーパーマー
ケット様・ドラッグストア様向けに、お
買物を『便利・おトク』にするためのLI
NEミニアプリをご提供いたします。

＞詳細はこちら

株式会社テラスカイ

LINEとSalesforceを連携するコンタクト
センター支援サービスの提供をはじめ、
要件定義、導入支援、開発、運用保守ま
でワンストップでお客様をご支援します。

＞詳細はこちら

タビィコム株式会社

＞詳細はこちら

「EPS/スマート自治体システム」は、LI
NE公式アカウントを利用した自治体様向
け統合業務システムです。 利用者にも自
治体担当者にも便利で効率的な電子政府
を実現できるシステムを提供しておりま
す。

株式会社DNPコミュニ
ケーションデザイン

Messaging APIに対応したクラウド型
パッケージサービスで、カスタマイズ
無しでも、カスタマイズ開発による機能
拡張も可能なサービスです。

＞詳細はこちら

株式会社チューズモンス
ター

飲食店内でのテーブルオーダー、テイク
アウト・デリバリーの事前注文・決済、
通販等のあらゆる注文をLINEミニアプリ
やLINE公式アカウントで会話形式で！注
文革命！

＞詳細はこちら

チーターデジタル株式
会社

Cheetah Messaging (旧CCMP)：1to1
のクロスチャネルコミュニケーションを
実現するBtoC向けMAを提供しています。

＞詳細はこちら

https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/aishift/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/tis/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/TechMatrix/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/ds-solutions/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/terrasky/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/taviicom/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/dnp-cd/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/choose-monster/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/cheetahdigital/
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凸版印刷株式会社

LINEを活用したキャンペーンを企業と顧
客をつなげるきっかけに。キャンペーン
基盤の構築から応募データの取得、その
後のコミュニケーションまでをご支援。

＞詳細はこちら

日本オラクル株式会社

Oracle CX Cloudを通してデータを活用
し、お客様に優れたエクスペリエンスを
提供します。正しいデータの収集、統合、
活用により、お客様との関係は劇的に変
化します。

＞詳細はこちら

日本サード・パーティ株
式会社

ThirdAIは、最適なAIを最適なコストで
提供するAIインテグレーションサービス
です。お客様に合わせてAIを選定、ご希
望に沿ったチャットボットを提供します。

＞詳細はこちら

株式会社デジタルガレー
ジ

LINE及び様々なMAと連携可能なコネク
トベイでは、ユーザーの行動に応じたセ
グメント配信が可能となり、エンドユー
ザーへ効果的なコミュニケーションが実
現出来ます。

＞詳細はこちら

株式会社電通国際情報
サービス

LINEの各種プロダクトとお客様システム
やソリューションの連携により購入前か
ら購入後まで、ユーザのニーズに応える
サービスを実現

＞詳細はこちら

株式会社パイプドビッツ

SPIRAL® LINE連携ソリューション

＞詳細はこちら

日本アバイア株式会社

＞詳細はこちら

LINEコールPlus

株式会社DMM Boost

LINE公式アカウントとShopify連携に
より、誰でも簡単に顧客対応やマーケ
ティングを自動化できる「LINE公式
アカウントの自動化ツール」です。

＞詳細はこちら

https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/toppan/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/oracle/
https://ai.jtp.co.jp/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/digitalgarage/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/aishift/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/isid/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/pipedbits/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/aishift/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/avaya/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/dmmboost/
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株式会社フューチャー
ショップ

ECサイト構築プラットフォームfutureshop
の「LINE連携オプション」で、自社EC会員
のIDとLINEのアカウントを連携。
LINEでのログインとメッセージ配信が可能

＞詳細はこちら

株式会社ブレインパッド

Rtoaster／レコメンドエンジン搭載
プライベートDMP

＞詳細はこちら

株式会社福島情報処理セ
ンター

これまでの課題をLINEとICT技術を活用
する事で解決し、よりよい社会、住みよ
いまちづくり、ビジネスの成長を実現
し、地域や企業の活性化を応援するサー
ビスです。

＞詳細はこちら

株式会社プレイド

今どんな人が来て、どんな体験をしてい
るかご存知ですか？KARTEは訪問者の行
動や感情をリアルタイムに解析し、一人
ひとりに合わせたCX(顧客体験)を提供し
ます

＞詳細はこちら

プレイネクストラボ株
式会社

「スマート公共ラボ」は自治体や公共機
関に特化した、LINE公式アカウントの機
能拡張サービスです。自治体窓口として
住民サービスの提供をサポートします。

＞詳細はこちら

株式会社プラスアルファ・
コンサルティング

CRM／MAツール「カスタマーリングス」
をはじめ、「テキストマイニング」
「データマイニング」などの技術を核と
したクラウドソリューション事業を行っ
ています。

＞詳細はこちら

株式会社ファナティック

安価で導入はタグ設置のみ！完全自動で
手軽にLINEのセグメント配信やカゴ落ち
配信を実現

＞詳細はこちら

株式会社PKSHA Work
place

自然言語処理を中心としたアルゴリズム
ソリューションをご提供しており、対話
エンジンとして「 BEDORE(ベドア) 
Conversation」がございます。

＞詳細はこちら

https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/aishift/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/futureshop/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/aishift/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/brainpad/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/aishift/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/fic/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/plaid/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/playnext-lab/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/plusalphaconsulting/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/fanatic/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/bedore/
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株式会社REACT

「Engagebot」はLINE/Facebookボッ
トのMAツールです。メルマガなどの従
来の施策と比較し非常に高いエンゲージ
メントを誇ります。

＞詳細はこちら

りらいあデジタル株式会社

「知りたい」その瞬間に会話でつながる、
一歩先の顧客サービスへ。AIとヒトの知
識を融合したチャットボット・プラット
フォーム「バーチャルエージェント®」

＞詳細はこちら

マインドフリー株式会社

キャンペーン特化型のLINEとのAPI連携
システム「GEPPY」を提供。 レシート
応募型、ポイントマイル型など様々な
キャンペーン仕様のご要望に対応可能で
あり、国内でもトップクラスの実績を誇
ります。LINE公式アカウントの友だち集
客後のCRM機能も実装し、LINEを活用
したマーケティングの技術支援を拡大し
続けております。

＞詳細はこちら

Micoworks株式会社

MicoCloud（旧AURA）はあらゆる業界
で、LINEを使って煩雑になりがちな顧客
管理やマーケティングを効率化し、数字
の最適化を実現するサービスです。

＞詳細はこちら

株式会社Bot Express

LINEを通じたAI行政手続きを可能に
し、アンケートによって住民の意見を集
約するなど「新しい住民とのチャネル」
を構築することができます。

＞詳細はこちら

株式会社リテイギ

ミッションは「すべての産業を、ともに
再定義する」の元、あらゆる産業に特化
した業務系SaaS事業の連続立ち上げに
挑戦しています。

＞詳細はこちら

株式会社ベルシステム24

培ってきた様々なカスタマーサポートの
知見から、最適なチャットボット運用を
分析。導入から持続的改善を含めたLINE
の効果的運用までを、ワンストップで提
供します。

＞詳細はこちら

LivePerson Japan
株式会社

あらゆるメッセージングを統合し、単一
のインターフェースでメッセージを送信。
何百万もの対話のルーティング、監視、
測定、さらに管理まで、簡単に行い顧客
と企業のコミュニケーションを円滑にし
ます。

＞詳細はこちら

https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/aishift/
https://www.engage-bot.asia/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/relia-digital/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/aishift/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/mindfree/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/micoworks/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/bot-express/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/reteigi/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/bellsystem24/
https://www.linebiz.com/jp/partner/technology/liveperson/


THANK YOU


