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はじめに

LINE広告審査ガイドライン

LINE広告審査ガイドライン（以下「本ガイドライン」といいます）は、LINE株式会社（以下「当社」といいま
す）が
お客様に対しLINE広告（以下、「本サービス」といいます）を提供するにあたり、広告アカウント⋅広告配信に関
する審査（以下「広告審査」といいます）、広告作成時の注意事項を解説し、本サービスをお客様に円滑にご
利用いただくことを目的として定めるものです。

本ガイドラインは、LINEでの配信広告（当社が提携する第三者の広告枠での配信広告も含みます）全ての
内容に適用されます。
LINE広告での広告配信にあたっては、各種法令、業界が定める自主基準やルールを遵守する必要があります。
また、広告審査については、配信前後にかかわらず、弊社ルールに則り行います。
そのため本ガイドラインに抵触したと弊社で判断した際は配信内容の修正・削除、配信停止、本サービスの提供
停止等の対応を行う場合があります。
ご一読、ご理解の上、配信をお願いします。

本ガイドラインに定めがない場合、原則として利用規約の定めが適用されるものとし、本ガイドラインの定めが利用
規約の定めと矛盾もしくは抵触する場合、本ガイドラインが優先して適用されるものとします。
なお、本ガイドラインの記載内容は社会情勢や関係法令の改正等により変更されることがあります。あらかじめご
了承ください。

■LINE広告利用規約
http://terms2.line.me/lap_term_of_use 

http://terms2.line.me/lap_term_of_use


サービス
ポリシー

LINE広告審査ガイドライン

LINE広告は、子どもから大人まで幅広い年齢層のユーザーに対して広告配信を行うプラットフォームです。

そのため、当社はLINEで配信される広告（当社が提携する第三者の広告枠での配信広告も含みます）について「情報の受け手（ユーザー）がどう思うか」
「ユーザーが必要とする情報を適切な形で提供しているか」「ユーザーが不快に感じることはないか」「すべてのユーザーが安心⋅安全にサービスを利用できている
か」という点を非常に重視しております。



広告アカウント開設にあたっては、以下の基準により
総合的に判断します

(1)LINEユーザーの不利益につながる可能性はないか
(2)法令に抵触する可能性はないか
(3)利用規約に抵触していないか、あるいは抵触する恐れはないか
(4)当社が独自に定める審査基準を満たしているか
(5)当社の事業へ悪影響を及ぼす、あるいは当社の信用を損なうものでないか

※なお、当社はお客様に対し、審査結果およびその理由について説明する義務を負わないものとし
ます。

広告アカウントの開設審査は、当社が独自
に定める基準により行うものとし、本基準を
満たしていないと判断した場合は、当社の
裁量により、広告アカウントの開設をお断り
する場合があります。
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広告アカウント作成時の注意点

商材情報に設定するLINE公式アカウントのベーシックID/プレミアムID（※以下ベーシックID/プレミアムIDと呼ぶ）は、認証済アカウントを
推奨します。
設定されたベーシックID/プレミアムIDは以下を満たしていることを前提とします。
条件を満たさないベーシックID/プレミアムIDは広告配信の有無に関わらず、当社より広告アカウントの利用停止をさせていただくことがあります

ので、予めご了承ください。

(1)広告主が管理するベーシックID/プレミアムIDであること
(2)LINE広告にて広告配信するにあたり、広告主が管理するベーシックID/プレミアムIDの利用許諾を得ていること

(3)ベーシックID/プレミアムIDのアカウント表示名が広告主体者または訴求されるサービスと明らかに関連があることがわかること

商材情報に設定するベーシックID/プレミアムIDのアカウント表示名は、以下の条件を満たしていない場合はご利用になれません。
条件を満たさないベーシックID/プレミアムIDは広告配信の有無に関わらず、当社より広告アカウントの利用停止をさせていただくことがあります

ので、予めご了承ください。

(1)法人⋅団体⋅個人または商品⋅サービスのいずれかの正式名称が必ず含まれていること
(2)実在しない法人⋅団体⋅個人名、または商品⋅サービス名を利用していないこと
(3)事実とは異なるまたは誤認を招くような内容の文字列を使用していないこと
(4)当社または関連会社の商品⋅サービスと誤認されるような表示名ではないこと
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お客様の責任

審査の結果、当社が広告アカウント開設を承諾した場合であっても、当社の承
諾は本サービス利用にあたってのお客様の法的⋅社会的責任を減免するもので
はありません。

本サービスをお申し込みになる時点で、本サービスの利用によって生じるお客様
の法的⋅社会的責任をお客様ご自身が負うことを承諾されたものとみなします。

また、当社はお客様が本サービスを利用することにより第三者に対して損害を与
えた場合においても、その一切の責任を負わないものとします。
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ご利用いただけないお客様

●犯罪に使用されるおそれのある商品、サービスの提供をおこなっている法人、団体、個人

●不法行為または犯罪行為を構成、または助長するおそれのある法人、団体、個人

●他人の個人情報、登録情報、利用履歴などの違法または不正な売買、仲介、斡旋等
を行っている法人、団体、個人

●法令または公序良俗に反する行為を行っている、もしくは行うおそれのある法人、団体、
個人

●契約違反を行っていると当社が判断する法人、団体、個人

●その他当社が本サービスの利用が不適当であると判断する法人、団体、個人

お客様が左記の各項目に該当すると当社
が判断した場合は、本サービスをご利用いた
だけません。また、本サービスを利用し、広告
の配信開始後に各項目に該当することが判
明した場合は、直ちに該当する広告アカウン
トの削除、本サービスの提供停止、本サービ
スにかかる契約の解除等の措置をとらせてい
ただく場合があります。あらかじめご了承くだ
さい。
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以下のような内容や行為を含むLINE広告を
配信しないでください。

●反社会的なコンテンツ、あるいは反社会的勢力に対する利益供与、その他の協力行為を行う内容
●クリック報酬を目的とする行為、悪質なマーケティング、スパム行為
●意図的に虚偽の情報を流布させる行為またはお申込された業種の運営・維持とはなんら関係のない内容
●当社または第三者の著作権、商標権などの知的財産権、その他法令または契約上の権利を侵害する内容
●広告主やクリエイティブと直接関係のないページへ遷移させる行為、または第三者のための広告媒体として使用する行為
●誹謗中傷や名誉毀損をするもの、公序良俗や社会通念に反するおそれのある内容
●第三者の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示、または提供する行為
●暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分などによる差別につながる内容
●醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与える内容
●ポルノなどの性的コンテンツ、性行為やわいせつな行為を目的としたもの、面識のない第三者との出会いや交際を目的とする内容
●特定の宗教、思想、信仰、信条に関する内容
●訴求するサービス、商品が不明瞭な内容
●投機心、射幸心を著しくあおる内容、ギャンブル性を感じる表現または内容
●非科学的、迷信に類するものでユーザーを惑わせるもの、またはユーザーを誤認させたり、権利や利益を害する可能性がある内容
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以下のような内容や行為を含むLINE広告を配信しないでください。

●ネットワークビジネス、ねずみ講などに関わる内容
●チャリティまたは募金として寄付金を収集する目的の内容
●LINE利用規約または、本ガイドラインに抵触する表現を含んだ内容
●LINEロゴ利用ガイドラインの規定に抵触する内容
●本サービスの運営を妨害し、サーバやネットワークシステムに支障を与える行為、または本サービスの不具合を
意図的に利用する行為
●当社に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為
●上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する内容や行為
●広告主によるコンテンツが少ない、あるいは品質の低いもの
●第三者のサイトへのリンク、画像転載がされているもの
●信憑性のない他社製品との比較やランキング
●広告をクリック誘引を目的としたもの
●購入等に際する条件などがわかりにくい表示になっているもの
●正確性や信憑性に欠ける内容や、ユーザーにとって有用性の低い内容
●その他､当社が不適当と認める内容
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出稿できない業種・サービス

●宗教関連
●ギャンブル関連、パチンコ等（公営競技・公営くじは除く）
●アダルト関連
●出会い系、マッチングサイト等（一部当社が認めた場合を除く）
●連鎖販売取引
●探偵業
●たばこ、電子タバコ
●武器全般、毒物劇物
●政党
●公益法人、NPO/NGO、社団法人（一部当社が認めた場合を除く）
●生体販売
●整骨院、接骨院、鍼灸院等
●未承認医薬品⋅医療機器等
●消費者金融などの貸金業、質屋（一部当社が認めた場合を除く）
●ネット関連ビジネス（情報商材、自己啓発セミナー等）
●募金、寄付、クラウドファンディング等の資金調達（一部当社が認めた場合を除く）
●その他弊社が不適合と判断した業種⋅業態、商品⋅サービス

当社ポリシーにより、全部もしくは一部に関わらず、左記に該
当すると当社が判断した場合、広告アカウントの開設を認め
ない、またはアカウントの運用を停止し、本サービスにかかる契
約を解除する等の措置をとらせていただくことがあります。
なお、左記はあくまで一例であり、記載のないケースにおいて
も、本サービスの利用をお断りすることがあります。あらかじめご
了承ください。
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広告掲載にあたって規制・基準があるもの

広告掲載にあたり、次の7-１～7-４の商材を広告する際は、法令や広告表示規制に準拠する必要があり、特に注意が必要です。
医薬品、医薬部外品、医療機器、化粧品等化粧品等に関しては、厚生労働省の定める「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する法律（医薬品医療機器等法）」および「医薬品等適正広告基準」に基づき厳しく制限されています。

効能効果の表示はそれぞれ認められた範囲内とし、条件がある場合は当社サービス内で条件を明示・ 記載、且つ安全性や効能効果を保
証する表現がないようにしてください。
表現規制については、東京都福祉保健局の各資料を参考としてください。
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 詳しくは以下をご確認ください。

医薬品等の広告規制について（東京都福祉保健局）
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/


広告掲載にあたって規制・基準があるもの

医薬品医療機器等法の定義では化粧品とは人の髪の毛や身体を清潔にして美化し、魅力
を増し、容貌を変えて健やかに保つために使うもので、作用が緩和なものとされています。

「化粧品」は、使い方が同じでも 「医薬品医療機器等法」によって「化粧品」と「薬用化粧
品」に分類されます。
「化粧品」は肌の保湿や、清浄など、製品全体としてその効果が期待されています。

一方、「薬用化粧品」は化粧品としての期待効果に加えて、肌あれ・にきびを防ぐ、美白、デ
オドラントなどの効果を持つ「有効成分」が配合され、化粧品と医薬品の間に位置する「医薬
部外品」に位置づけられています。

「医薬部外品」とは、厚生労働省が許可した効果・効能に有効な成分が一定の濃度で配合
されています。
[治療]というよりは［防止・衛生］を目的に作られています。
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以下のような表記・表現はできません

1. 承認等外の効能効果を暗示・明示する表現

2. 医薬品ではないものに対し、「診断」「治療」「回復」「改善」「処置」等
医学用語を用いた表現、また、疾病の治療効果、予防効果を暗示する表現

3. 承認等外の効能効果、安全性の保証表現となる使用前後の写真

4. 人体への効能効果に関わる「口コミ」「個人の感想」等を含む表現

5. 安全性や効能効果に対する絶対的な表現、最大級表現やこれに類似する表現
または他よりも優位に立つことを意味する用語

6. 医療関係者や、研究者、一般人の認識に影響を与える団体等の推薦文言

7. 不安感を煽る表現、与える表現

8. 症状や患部の直接的な画像、表現

9. バイブル商法と考えられる表現
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医薬品的な効能効果とは？
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薬用化粧品（医薬部品）・
化粧品

 疾病の治療または予防を目的とする

 身体の組織機能の一般的増強、増進を目的とする
効能効果

 医薬品的な効能効果の暗示



化粧品の種類
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区分 商品例 効能効果として広告することができる事項

薬用化粧品 • ひげそり用剤
• 薬用石けん
• 薬用化粧水
• 化粧品のうち「薬用」とつくもの全般

種類 効能・効果

シャン
プー

ふけ、かゆみを防ぐ。
毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。
毛髪・頭皮を清浄にする。
毛髪・頭皮をすこやかに保つ。
毛髪をしなやかにする。

リンス ふけ、かゆみを防ぐ。
毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。
毛髪の水分・脂肪を補い保つ。
裂毛・切毛・枝毛を防ぐ。
毛髪・頭皮をすこやかに保つ
毛髪をしなやかにする。

化粧水 肌あれ。あれ性。
あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。
油性肌。
かみそりまけを防ぐ。
日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。 注）
日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。
肌をひきしめる。肌を清浄にする。肌を整える。
皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。

種類 効能・効果

クリーム、乳液、
ハンドク
リーム、化粧用油

肌あれ。あれ性。
あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。
油性肌。
かみそりまけを防ぐ。
日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。 注）
日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。
肌をひきしめる。肌を清浄にする。肌を整える。
皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。
皮膚を保護する。皮膚の乾燥を防ぐ。

ひげそり用剤 かみそりまけを防ぐ。 皮膚を保護し、ひげをそりやすくする。

日やけ止め剤 日やけ・雪やけによる肌あれを防ぐ。 日やけ・雪やけを防ぐ。 日やけ
によるしみ・そばかすを防ぐ。 注） 皮膚を保護する。

区分 肌あれ。あれ性。 にきびを防ぐ。 油性肌。 日やけによるしみ・そばか
すを防ぐ。 注） 日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。 肌をなめらかに
する。 皮膚を清浄にする。

薬用石鹸（洗
顔料を含む）

＜殺菌剤主剤＞
（消炎剤主剤をあわせて配合するものを含む）
皮膚の清浄・殺菌・消毒。
体臭・汗臭及びにきびを防ぐ。
＜消炎剤主剤のもの＞
皮膚の清浄、にきび・かみそりまけ及び肌あれを防ぐ。

注） 作用機序によっては、「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。」も認められる。

▼クリエイティブの可否事例



化粧品の種類
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区分 商品例 効能効果として広告することができる事項

医薬部外品 • デオドラント用品
• 育毛剤
• 除毛クリーム
• うがい薬
• 薬用入浴剤
• 薬用歯みがき剤

種類 使用目的 主な剤型 効能・効果

口中清涼剤 吐き気その他の不快感の防止 を
目的とする内用剤である。

丸剤。板状の剤型、トロー チ剤、液剤。 口臭、気分不快。

腋臭防止剤 体臭の防止を目的とする外用剤
である。

液剤、軟膏剤、エアゾ ール 剤、散剤、チック様のもの。 わきが（腋臭）、皮膚汗臭、 制汗。

てんか粉類 あせも、ただれ等の防止を目的と
する外用剤である。

外用散布剤。 あせも、おしめ（おむつ） かぶれ、ただれ、股ずれ、 か
みそりまけ。

育毛剤 （養毛剤） 脱毛の防止及び育毛を目的と
する外用剤である。

液剤、エアゾール剤。 育毛、薄毛、かゆみ、脱毛 の予防、毛生促進、発毛
促 進、ふけ、病後・産後の脱毛、 養毛。

除毛剤 除毛を目的とする外用剤であ る。 軟膏剤、エアゾール剤。 除毛。

染毛剤 （脱色剤、 脱染剤） 毛髪の染色、脱色又は脱染を
目的とする外用剤である。毛髪
を単に物理的に染毛するも のは
医薬部外品には該当しな い。

粉末状、打型状、エアゾー ル、液状又はクリ ーム状等。 染毛、脱色、脱染。

パーマネン ト・ウェーブ 用剤 毛髪のウェーブ等を目的とす る外
用剤である。

液状、ねり状、クリーム状、 エアゾール、粉末状、打型
状の剤型。

毛髪にウェーブをもたせ、 保つ。くせ毛、ちぢれ毛又 は
ウェーブ毛髪をのばし、 保つ。

衛生綿類 衛生上の用に供されることが 目
的とされている綿類（紙綿類を
含む）である。

綿類、ガーゼ。 生理処理用品については生 理処理用、清浄用綿類
につ いては乳児の皮膚・口腔の 清浄・清拭又は授乳
時の乳 首・乳房の清浄・清拭、目、 局部、肛門の清
浄・清拭。

浴用剤 原則としてその使用法が浴槽中
に投入して用いられる外用剤で
ある。（浴用石鹸は浴用剤には
該当しない。）

散剤、顆粒剤、錠剤、軟カ プセル剤、液剤。粉末状、
粒状、打型状、カプセル、 液状等。

あせも、荒れ性、打ち身（う ちみ）、くじき、肩の凝り
（肩 のこり）、神経痛、湿しん （しっしん）、しもやけ、
痔、 冷え性、腰痛、リウマチ、 疲労回復、ひび、あか
ぎれ、 産前産後の冷え性、にきび。

▼クリエイティブの可否事例



化粧品の種類

LINE広告審査ガイドライン
LINE広告の審査

区分 商品例 効能効果として広告することができる事項

医薬部外品 • デオドラント用品
• 育毛剤
• 除毛クリーム
• うがい薬
• 薬用入浴剤
• 薬用歯みがき剤

種類 使用目的 主な剤型 効能・効果

薬用化粧品（薬用石けんを含
む）

化粧品としての使用目的を併
せて有する化粧品類似の剤型
の外用剤である。

液状、クリーム状、ゼリー状の剤型、固型、エアゾー ル
剤。

別掲（次表参照）

薬用歯みがき類 化粧品としての使用目的を有
する通常の歯みがきと類似の剤
型の外用剤である。

ペースト状、液状、液体、粉末状、固形、潤製。 歯を白くする、口中を浄化 する、口中を爽快にする、
歯周炎（歯槽膿漏）の予防、 歯肉炎の予防。歯
石の沈着 を防ぐ。むし歯を防ぐ。む し歯の発生及び
進行の予 防、口臭の防止、タバコの やに除去、歯が
しみるのを 防ぐ。

忌避剤 はえ、蚊、のみ等の忌避を目的
とする外用剤である。

液状、チック様、クリ ーム状の剤型。エアゾ ール剤。 蚊成虫、ブユ（ブヨ）、サシ バエ、ノミ、イエダニ、ト コ
ジラミ（ナンキンムシ） 等の忌避。

殺虫剤 はえ、蚊、のみ等の駆除又は
防止の目的を有するもので
あ る。

マット、線香、粉剤、液剤、エアゾール剤、ペー
スト状 の剤型。

殺虫。 はえ、蚊、のみ等の衛生害 虫の駆除
又は防止。

殺そ剤 ねずみの駆除又は防止の目
的 を有するものである。

殺そ。ねずみの駆除、殺滅 又は防止。

ソフトコンタクトレンズ用 消毒
剤

ソフトコンタクトレンズの消 毒
を目的とするものである。

ソフトコンタクトレンズの消毒。



化粧品の種類

LINE広告審査ガイドライン
LINE広告の審査

区分 商品例 効能効果として広告することができる事項

一般化粧品 • 化粧水
• クリーム
• シャンプー
• まつ毛用化粧品（まつ毛
美容液など）

• ファンデーションなどメーキャッ
プ化粧品全般

（１）頭皮、毛髪を清浄にする。
（２）香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
（３）頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
（４）毛髪にはり、こしを与える。
（５）頭皮、毛髪にうるおいを与える。
（６）頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
（７）毛髪をしなやかにする。
（８）クシどおりをよくする。
（９）毛髪のつやを保つ。
（10）毛髪につやを与える。
（11）フケ、カユミがとれる。
（12）フケ、カユミを抑える。
（13）毛髪の水分、油分を補い保つ。
（14）裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
（15）髪型を整え、保持する。
（16）毛髪の帯電を防止する。
（17）（汚れをおとすことにより）皮膚を清浄にする。
（18）（洗浄により）ニキビ、アセモを防ぐ（洗顔料）。
（19）肌を整える。
（20）肌のキメを整える。
（21）皮膚をすこやかに保つ。
（22）肌荒れを防ぐ。
（23）肌をひきしめる。
（24）皮膚にうるおいを与える。
（25）皮膚の水分、油分を補い保つ。
（26）皮膚の柔軟性を保つ。
（27）皮膚を保護する。
（28）皮膚の乾燥を防ぐ。
（29）肌を柔らげる。
（30）肌にはりを与える。
（31）肌にツヤを与える。
（32）肌を滑らかにする。

（33）ひげを剃りやすくする。
（34）ひげそり後の肌を整える。
（35）あせもを防ぐ（打粉）。
（36）日やけを防ぐ。
（37）日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
（38）芳香を与える。
（39）爪を保護する。
（40）爪をすこやかに保つ。
（41）爪にうるおいを与える。
（42）口唇の荒れを防ぐ。
（43）口唇のキメを整える。
（44）口唇にうるおいを与える。
（45）口唇をすこやかにする。
（46）口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
（47）口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
（48）口唇を滑らかにする。
（49）ムシ歯を防ぐ（使用時にブラッシングを行う歯みがき類）。
（50）歯を白くする（使用時にブラッシングを行う歯みがき類）。
（51）歯垢を除去する（使用時にブラッシングを行う歯みがき類）。
（52）口中を浄化する（歯みがき類）
（53）口臭を防ぐ（歯みがき類）。
（54）歯のやにを取る（使用時にブラッシングを行う歯みがき類）。
（55）歯石の沈着を防ぐ（使用時にブラッシングを行う歯みがき類）。
（56）乾燥による小ジワを目立たなくする。

▼クリエイティブの可否事例



広告掲載にあたって規制・基準があるもの

口から摂取される物は医薬品等と食品のどちらか該当します。このうち、医薬品等に該当しな
いもののみが食品となります。

健康食品はあくまでも食品ですので病気の治療を目的としてはいけません。

一般に健康食品とは、「健康の保持増進に資する食品全般」が、またサプリメントは、「特定
成分が凝縮された錠剤やカプセル形状の製品」が、それぞれ該当すると考えられています。
しかし明確な定義がないため、一般の消費者が認識している健康食品やサプリメントは、通
常の食材から、菓子や飲料、医薬品と類似した錠剤・カプセルまで極めて多岐にわたります。

国の制度としては、国が定めた安全性や有効性に関する基準等を満たした「保健機能食品
制度」があります。

LINE広告審査ガイドライン
LINE広告の審査

食品・健康食品



広告掲載にあたって規制・基準があるもの

健康食品で最も配慮されていることは医薬品との違いです。

私たちが口から接種するもののうち、医薬品（医薬部外品を含めて）以外のものはすべて食
品に該当し、食品に対して医薬品のような身体の構造や機能に影響する表示をすることは原
則として認められていません。

医薬品と誤認されるような効能効果を表示・広告することは未承認無許可の医薬品とみなさ
れ、医薬品医療機器等法違反となるため掲載できません。

ただし、特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品については、例外的に限られた
範囲で、特定の保険機能や栄養機能を表示することが認められています。

その特定保健用食品であっても、特定保健用食品である旨を明示するとともに、病気の治
療・予防を目的とすることはできず、栄養補給や健康の維持など一般的な食品の範囲の目
的しか持たせることができません。

LINE広告審査ガイドライン
LINE広告の審査

食品・健康食品



保健機能食品の種類

LINE広告審査ガイドライン
LINE広告の審査

薬用化粧品（医薬部品）・
化粧品

食品・健康食品
特定保健用食品（トクホ）

機能性表示食品

栄養機能食品

●米・野菜・魚などの食品
●サプリやスムージーなどの健康食品

一般食品

保健機能食品



NG表現例

 小さな文字や画面もバッチリ
 免疫力を高める成分が配合
 △△がたっぷり配合されているからダイエットにおススメ
 ××の成分が脂肪を燃焼し、肌の新陳代謝を促す
 乱れやすい身体のコンディションを整える効果を期待
 病気を予防したいあなたへ
 食べても太らない痩せ体質に
 体内環境を整えて痩せやすい体質を作る

LINE広告審査ガイドライン
LINE広告の審査

食品・健康食品

▼詳しくは以下をご確認ください。

医薬品的な効能効果について（東京都福祉保健局）
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/kenko_shokuhin/ken_syoku/kanshi/kounou.html
インターネット、新聞などの記事風広告について（東京都福祉保健局）
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/iyaku/koukokukisei/zenpan/kigihuu.html
「特定保健用食品」適正広告自主基準（公益財団法人 日本健康・栄養食品協会）
http://www.jhnfa.org/topic80a.pdf



広告掲載にあたって規制・基準があるもの

「医薬品」とは、病気の「治療」を目的とした薬のことで、厚生労働省より配合されている有効成分の
効果が認められたものです。
医薬品には医療用医薬品と一般用医薬品があります。
医療用医薬品は原則として、医師の診断によって処方される薬で、処方箋がなければ受けとること
ができません。
一方、一般用医薬品は処方箋がなくても、薬局・ドラッグストアなどで薬剤師等のアドバイスのもと自
らの判断で選んで購入できます。

医療機器は、構造、使用方法、効果又は性能が明確に示されるものであって、「疾病の診断、治
療、予防に使用されること」又は「身体の構造、機能に影響を及ぼすこと」のどちらかの目的に該当し、
政令で定めるものとなっています。
医療機器には様々な種類のものがあり、使用における安全上のリスクや目的や用途などの種別によ
り、高度管理医療機器、管理医療機器、一般医療機器に分類されています。

第１～３類薬品に該当する一般用医薬品を販売するサイト等へ誘導する場合は、医薬品医療
機器等法の定めに従って、サイト内に店舗の名称、勤務中の薬剤師・登録販売者の氏名、許可
証の内容、営業時間を含めた連絡先等、適切な表示を行ってください。
また、医薬品の口コミ、レビューの表示、購入履歴に基づいた特定の医薬品のレコメンド等を行うこと
がないようにしてください。

LINE広告審査ガイドライン
LINE広告の審査

医薬品・医療機器



医薬品の種類

LINE広告審査ガイドライン
LINE広告の審査

区分 内容 一般向け広告可否 ネット販売可否

医薬品 薬局医薬品 医療用医薬品 医師もしくは歯科医師によって使用され、
またはこれらの者の処方箋もしくは指示に
よって使用されることを目的として供給され
る医薬品

薬局製造販売医薬品 薬局の設備・器具を用いて製造し、薬局
で直接消費者に販売・投与する医薬品

一般医薬品 要指導医薬品 販売・購入の際に処方箋は不要であるが、
薬剤師が対面で情報提供や指導などをす
ることが義務づけられている医薬品

一般用医薬品 第1類医薬品 副作用、相互作用などの項目で安全性
上、特に注意を要する医薬品

第2類医薬品 副作用、相互作用などの項目で安全性
上、注意を要する医薬品

第3類医薬品 副作用、相互作用などの項目で、第1類
医薬品や第2類医薬品に相当するもの以
外の一般用医薬品



医療機器の分類

LINE広告審査ガイドライン
LINE広告の審査

医薬品・医療機器

■医療機器の具体的な商品例
 コンタクトレンズ
 体温計
 補聴器
 着圧ソックス

クラス分類 リスク 例

クラスⅠ
一般医療機器

不具合が生じた場合でも、人体へのリスク
が極めて低いと考えられるもの

医療用メス
医療用はさみ

クラスⅡ
管理医療機器

不具合が生じた場合でも、人体へのリスク
が比較的低いと考えらえるもの

血圧計
電子体温計

クラスⅢ
高度管理医療機器

不具合が生じた場合、人体へのリスクが比
較的高いと考えられるもの

コンタクトレンズ
カテーテル
人工透析器

クラスⅣ
高度管理医療機器

患者への侵襲度が高く、不具合が生じた場
合、生命の危機に直結するおそれがあるも
の

人工呼吸器
ペースメーカー



以下のような表記・表現での訴求はできません。

1. 承認等外の効能効果を暗示・明示する表現
2. 医薬品ではないものに対し、「診断」「治療」「回復」「改善」「処置」等、医学用語を用いた表

現、また、疾病の治療効果、予防効果を暗示する表現
3. 承認等外の効能効果、安全性の保証表現となる使用前後の写真
4. 人体への効能効果に関わる「口コミ」「個人の感想」等を含む表現
5. 安全性や効能効果に対する絶対的な表現、最大級表現やこれに類似する表現、または他よ

りも優位に立つことを意味する用語
6. 医療関係者や、研究者、一般人の認識に影響を与える団体等の推薦文言
7. 不安感を煽る表現、与える表現
8. 症状や患部の直接的な画像、表現
9. バイブル商法と考えられる表現

LINE広告審査ガイドライン
LINE広告の審査

医薬品・医療機器

▼詳しくは以下をご確認ください。

OTC医薬品の適正広告ガイドライン 2019年版（日本一般用医薬品連合会）
https://www.jfsmi.jp/ad_guideline/item/guideline_2019.pdf
医薬品等の広告規制について（東京都福祉保健局）
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku

https://www.jfsmi.jp/ad_guideline/item/guideline_2019.pdf
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/


広告掲載にあたって規制・基準があるもの

健康器具や運動器具と呼ばれるトレーニングマシン、フィットネス用具、美容器具などは医療
機器には該当しません。

医療機器として承認を得られていない健康器具、美容器具については、医療機器と誤認さ
れるような効能効果を表示・広告することは未承認無許可の医療機器とみなされ、医薬品
医療機器等法違反となるため掲載できません。

LINE広告審査ガイドライン
LINE広告の審査

健康器具・美容関連器具
■具体的な商品例
 美顔器
 光美容器
 マッサージ機
 補正下着
 筋肉運動補助器具（EMS付き健康器具等）
 マスク



NG表現例

 超音波機能によりお腹や二の腕などについた余分な脂肪を分解
 気になる部分のシェイプアップに効果的
 マイナスイオンの力で肌の汚れを除去する
 脂肪燃焼、骨盤矯正、体内循環、老廃物排出
 足の血液循環を促進、リンパ液の流れを促進、老廃物除去の効率を促進
 むくみ防止
 下半身痩身レギンス
 食事制限しても脚だけはなかなか痩せない方におススメ
 慢性的なむくみやセルライトが気になる
 骨盤をしっかり矯正してくれるおかげで体のラインに変化が

LINE広告審査ガイドライン
LINE広告の審査

▼詳しくは以下をご確認ください。

承認のない医療機器の広告について（東京都福祉保健局）
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/iyaku/koukokukisei/kenkouzakka/misyoninkiki.html

健康器具・美容関連器具
■具体的な商品例
 美顔器
 光美容器
 マッサージ機
 補正下着
 筋肉運動補助器具（EMS付き健康器具等）
 マスク

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/iyaku/koukokukisei/kenkouzakka/misyoninkiki.html


クリエイティブ
ガイドライン

LINE広告審査ガイドライン

広告の主体者の明示
常に広告の主体を明示し、画像の場合は視認可能な大きさで表示してください。また、広告主様が権利を保有しない素材を利用する場合は、必ず権利者名を明記
し、当該権利者との関係性を明確にしてください。

業界の自主基準、公正競争規約等の遵守
業界の自主基準や公正競争規約がある場合は、その基準、規約に従った表現、表記を行ってください。

リンク先の制限
アカウントやクリエイティブと直接関係のないページへリンクすることはできません。ユーザーから見て不自然でない内容であることが求められます。

第三者が権利を有するものを利用した表現
著名人の氏名、画像、またテレビ番組名や番組画像を始めとする著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、肖像権、パブリシティ権等法
令上または契約上の権利を侵害するものは広告に使用することはできません。

不当表示に該当する可能性がある表現
紹介する商品サービスの内容や品質等が実際のものより良いと誤認させる「優良誤認表示」や、商品サービスの価格等の取引条件が実際よりも有利であると誤認させ
る「有利誤認表示」が含まれる表現は掲載できません。また、「世界初」「業界ナンバー1」等の最大級表現を使用される場合は、遷移先及びクリエイティブ内にデータ
の出典元調査機関名および調査年が明記され、正確な引用であることが条件となります。

LINE広告に掲載するクリエイティブに関して、
以下を遵守する必要があります。



LINE広告に掲載するクリエイティブに関して、
以下を遵守する必要があります。

クリエイティブ
ガイドライン

LINE広告審査ガイドライン

会員登録等による個人情報の取り扱いに関する表現
広告主様のサイトへ遷移させサービスや商品への登録を促す内容を訴求する場合、遷移先がLINEと無関係である旨が視覚的にわかるようご配慮ください。なお、ユー
ザーの個人情報を取得する場合、遷移先での情報の取り扱いが個人情報保護法に準拠していることを前提とします。
また、過度もしくは露骨な会員登録訴求は、ユーザー利益保護の観点からご遠慮いただいております。

LINEロゴ利用ガイドラインの規定に抵触する表現・内容の配信の禁止
LINEおよびLINE関連サービスのロゴ・アイコン・シンボルなどを使用する場合は「ロゴガイドライン」および「広告・販促・告知物におけるLINE関連素材使用についてのガ
イドライン」を遵守の上ご利用ください。
https://www.linebiz.com/jp/logo/
また、当社が提供・保有しているロゴやキャラクター、サービス等を用いることで、ユーザーが当社（が認定する）コンテンツと誤認または混同する可能性のある表現を禁
止します。
特にLINEキャラクターは当社ならびに関連会社が権利を保有しておりますので、各クリエイティブ内での利用を原則禁止します。

「友だち」の表記
LINE公式アカウントとユーザーが繋がっていることを「友だち」と呼びます。
その為、遷移先及びクリエイティブにおいても、 LINE公式アカウントとユーザーが繋がることを意味した表記を行う場合は「友だち」と表記してください。

スマートフォンで操作閲覧できないページへの遷移の禁止
スマートフォン（iOS、Android）の標準ブラウザで操作閲覧できないページヘのリンクは禁止します。必ずリンク先のページがスマートフォンで正常に動作することをご確
認ください。また文字が小さく見づらい、字や画像が画面から見切れているページも掲載できません。

https://www.linebiz.com/jp/logo/


クリエイティブ
ガイドライン

LINE広告審査ガイドライン

投機心や射幸心を煽る可能性のある表現
通貨およびそれに類似するものを想起させる表現、金銭の授受を直接的かつ過度に想起させる表現は禁止します。
確実に大金が手に入る、絶対に稼げるなどの表現は投機心、射幸心をあおりユーザーを惑わせる可能性があるため掲載できません。

ユーザビリティが低いと判断される表現・広告の禁止
作成中など正常に表示できないものや、誤操作を誘発する可能性があるもの等ユーザーの意に反する広告は掲載できません。
また、ランディングページには、訴求商品／サービスについてユーザーにとって有益な情報を提供できていることが必要です。情報量が極端に乏しいものや、遷移先との情
報が異なるもの、ユーザーにとってわかりにくい表現、別ページへ遷移させることを主目的としているものは広告として認められません。

ユーザーが不快と感じる可能性がある表現の禁止
人体のコンプレックス部分の露骨表現や、過度な肌露出、性に関する表現が露骨なものは禁止します。
また、暴力、反社会勢力を連想させる表現やグロテスクな表現等もユーザーが不快と感じる可能性があるため掲載できません。

ダブルスポンサーの広告の禁止
当社が認める場合を除き、広告の再販を禁止します。また、関係のない第三者の情報を発信することもユーザー利益保護の観点から基本的に禁止しています。

不適切な広告の禁止
性行為やわいせつな行為を目的とするもの、面識のない第三者との出会いや交際を目的とする広告は禁止します。

LINE広告に掲載するクリエイティブに関して、
以下を遵守する必要があります。



許可・届出番号、その他の表示

 通信販売
ランディングページ内に特定商取引法に基づく表記（もしくはリンク）の記載をしてください。

 中古品販売、買取サービス
ランディングページもしくは企業のホームページ内に古物商の許可番号と公安委員会名を記
載してください。

 人材派遣・有料職業紹介会社
ランディングページもしくは企業のホームページ内に厚生労働省の許可・届出番号を記載して
ください。

 医療機器（コンタクトレンズ等）
ランディングページ内に医療機器承認番号と医療機器製造販売承認番号を記載してくださ
い。

LINE広告審査ガイドライン
クリエイティブガイドライン

特に注意が必要なもの



未成年への配慮

 アルコール飲料
アルコール飲料に関する内容を掲載する場合には、「お酒、飲酒は20歳を過ぎてから」等の文
言を記載してください。
度数1％未満の低アルコール飲料については、アルコール分を有する飲料である旨を記載して
ください。

 公営競技
過度に射幸心を煽るような表現および予想など馬券、舟券等の直接的な購入や購入につな
がるような表現、映像、画像は配信できません。
また、配信の際は未成年への配慮をお願いします。

 公営くじ
宝くじ等の公営くじにおいては、過度な期待を抱かせるような表現がないようにお願いします。
また、配信の際は未成年への配慮をお願いします。

LINE広告審査ガイドライン
クリエイティブガイドライン

特に注意が必要なもの



金融関連

金融商品等においては監督官庁への登録を確認できることが必要です。また、ランディング
ページ内には費用・取引リスクについて明確に表示してください。
投機心を煽る可能性がある表現を行わないなど、各種関連団体の定める広告自主基準等
を遵守してください。

 各種金融商品
ランディングページ内にかかる費用や取引リスクについて記載してください。過度に期待を煽るよ
うな表現がないようにお願いします。

LINE広告審査ガイドライン
クリエイティブガイドライン

特に注意が必要なもの

▼詳しくは以下をご確認ください。

金融商品取引法
https://www.fsa.go.jp/policy/kinyusyohin/index.html
一般社団法人 金融先物取引業協会
https://www.ffaj.or.jp/about/rules
日本証券業協会
https://www.t2fifa.or.jp/info/pdf/info20180629-1.pdf

https://www.fsa.go.jp/policy/kinyusyohin/index.html
https://www.ffaj.or.jp/about/rules
https://www.t2fifa.or.jp/info/pdf/info20180629-1.pdf


金融関連

 カードローン（個人向け無担保無保証貸付）
ランディングページ内にかかる費用や取引リスクについて記載してください。過度に期待を煽るよ
うな表現がないようにお願いします。

１．他の貸金業者の利用者または返済能力がない者に向けて訴求しないこと
２．借り入れを必要とする者へ安易な借り入れを助長、または過度に強調しないこと

※カードローンの訴求において、銀行系カードローン（※メガバンクグループに属する消費者金
融が運営するカードローンの意）に該当する場合は下記事項を始めとした、日本貸金業協
会が定める自主基準に準拠してください。

LINE広告審査ガイドライン
クリエイティブガイドライン

特に注意が必要なもの

▼詳しくは以下をご確認ください。

自主規制基本規則（日本貸金業協会）
https://www.j-fsa.or.jp/association/regulation/examination.php

https://www.j-fsa.or.jp/association/regulation/examination.php


アフィリエイトを含むメディアサイト

メディアサイトを配信する場合は、広告の表示内容等に問題が生じた場合、事業主側での配
信停止などの広告管理体制が整備されていることが前提となります。

 比較、ランキングサイト
根拠のない情報の表示や恣意的な順位付けなど、ユーザーにとって真偽不明で信憑性、信
頼性に欠ける情報を掲載しているものは配信できません。

 口コミ、レビューサイト
無許可の画像や文章等の使用、インフルエンサー等を利用したステマ行為とみられる内容を
掲載しているものは配信できません。

 クリック報酬を主目的としたサイト
広告のクリック等を目的としたサイトや、クリックの誘導を促すようなもの、情報が乏しいコンテン
ツの配信はできません。

LINE広告審査ガイドライン
クリエイティブガイドライン

特に注意が必要なもの



罰則
お客様が公開された広告(配信内容やクリエイティブ等すべてを含む）に当社が不適切
と判断する表現があった場合、および「LINE広告に関する禁止事項」「運用上の注意
事項」に抵触する行為があった場合、当社はお客様に対し、以下のような措置をとらせ
ていただく場合があります。

●当該広告、広告アカウントの削除
●本サービスの提供停止
●本サービスにかかる契約の解除

なお、いずれの場合においても、当社はその理由について回答する義務を負わないもの
とします。



運用上の
注意事項

LINE広告のクリエイティブやランディングページの内容に変更が必要な場合は再審査が
必要になります。
審査の結果によってはLINE広告を掲載できない場合があります。



免責事項 配信中の広告でも当社が不適切と判断する内容があった場合、当社の裁量において、事前
予告なく配信を停止させていただく場合があります。
お客様の広告は各種関連法規に則った運用を行っていることを前提とさせていただきます。

本ガイドラインの内容は予告なく変更する場合があります。また当社は必要に応じお客様に公
表または通知することにより、利用規約および本ガイドラインを変更できるものとします。お客様
は変更後、引き続き本サービスを利用した場合、変更後の利用規約および本ガイドラインに同
意したものとみなされます。

本サービスを利用し広告配信を行うにあたり、ユーザーからのクレームやお客様が不利益を被る
可能性があります。お客様はこれらの可能性を認識した上で、自己の責任で本サービスを利用
し、広告配信を行うものとし、ユーザーからのクレームやお客様が被った不利益について当社は
一切その責任を負わないものとします。



LINE株式会社


