
□ □ 確認しました

□ 法人 □ 個人

会社住所※ 〒 -

□ 店舗/施設 □ 企業 □ メディア □ 公共 □ EC □ Webサービス/アプリ

〒 -

申込専用FAX番号：050-3737-7186

LINE@ 認証済みアカウント用 【FAX申込書】

以下の別紙書面をご確認のうえ、ご同意いただける場合は

２箇所「確認しました」にチェックをお願いいたします。

LINE@利用規約 確認しました 個人情報の取り扱いについて

会社ホームページURL

ご同意いただけない場合はお申込をお受けすることができません。予めご了承ください。

申込情報記入欄　　※は記入必須項目となります。

1.会社情報

事業形態※
下記よりご選択ください。

会社名※
個人事業主の方は、屋号（もしくは事業主名）を記入してください。

都 ・ 道 ・ 府 ・ 県

会社代表電話番号

（店舗電話番号）

フリーメールアドレス、および携帯・キャリアメールでのお申込はご遠慮ください。 審査結果などの重要なお知

らせが届かない場合があります。

　　　　　　　＠

3.業種選択※ 　LINE＠公式ブログの「LINE@業種コード一覧」より、該当する業種のコードを1つ確認して記入してください。

例　あ１

2.申込者情報

（1名）

フリガナ※

申込者名※

申込者所属部署名

連絡先電話番号※

連絡先E-メール※

電話番号

4.申込タイプ※ 該当するアカウントのタイプを1つ選択してください。

該当するものにチェック

5.店舗/施設情報

※会社情報と異なる場

合のみご記入くださ

い。

店舗/施設/企業/メディア

ブランド/サイト名

フリガナ

住所
都 ・ 道 ・ 府 ・ 県

ご注意事項

・記入内容の不備等により、お電話またはFAXにて申込内容を確認させていただく場合がございます。

・基本的に送付いただいた申込書の記載通りにお申込を受け付けますので、予めご了承ください。

・LINE＠のご利用には審査があります。（およそ10営業日　土日祝日除く）審査の際、ご本人様確認を店舗電話番号宛にお電話にて確認させていただきます。

6.店舗/施設URL※

該当するものにチェック

□ 会社情報と同じ

□ 会社情報と異なる※自社HP以外でも可

（URL：　 　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　                                                       　　）

7.アカウント設定※
アカウント表示名※

４～20文字以内

（例　ラインアットCAFÉ）

LINE上で表示される店舗/施設名です。お申込後の変更はできません。

未記入の場合、5.店舗/施設情報と同じにさせていただきます。



個人情報の取り扱いについて
私たちLINE株式会社(以下、「弊社」といいます)は、申込に際して収集する個人情報は以下の利用目的の達成に必要な範囲内で利用いたしております。

1　収集／利用目的

お申込に際し収集する個人情報はお客様からのお問い合わせに対し的確に返答する為、又お問い合わせへの返答先として及び弊社サービスのご案内にのみ利用し当目的以外には利

用いたしません。

2　収集した個人情報の開示、訂正、追加、削除

お客様は、弊社が収集した個人情報に関して、例外を除き弊社が別途定めた手続きに従って開示を請求することができます。尚、その際開示手数料を頂く場合があります。又、弊社が

定めた手続きに従って訂正、追加、削除を請求することができます。

3　安全管理

お客様から収集した個人情報は、個人情報保護の為の管理者を設置し、不正アクセス・紛失・破壊・改ざん・漏洩等が発生しないように適切な安全管理措置を実施いたします。

4　提供／預託

お客様から収集した個人情報はお客様の同意なく例外を除き第三者への提供は行いません。又、お申込に対し的確に返答する事を達成するのに必要な範囲内で業務委託先に預託

する事があります。

5　共同利用

弊社は利用目的の達成に必要な範囲において弊社グループ会社と個人情報を共同利用する場合がございます。この場合、弊社の管理責任のもと必要最低限の範囲内にのみ開示をい

たします。

6　法令並びにその他の規範の遵守

弊社は、個人情報保護の為、事業に関連した各種法令並びにその他関係する規範等を遵守いたします。



LINE@ 利用規約

このLINE＠利用規約（以下「本規約」といいます）は、LINE株式会社（以下「当社」といいます）が提供するLINE＠に関するすべてのサービス（以下「LINE＠」といいます）の利用に関する条件を定めるも

のです。LINE＠には、本規約に加え、当社が定めるLINE利用規約(http://terms.line.me/line_terms )が適用されます。本規約、LINE利用規約の定めに矛盾抵触がある場合、本規約、LINE利用規約の順序

で、該当する定めが優先して適用されます。お客様は、本規約、LINE利用規約に従ってLINE＠を利用しなければなりません。また、お客様は、LINE＠の利用に際して、適用のあるすべての法令を遵守する責任

を負います。

1. 利用申込・承諾・拒絶・取消

お客様は、個人・法人を問わず、当社が指定する方法によりLINE＠の利用を申込むことで、LINE＠を利用することができます。ただし、開設にあたり審査が必要なアカウント（以下「認証済みアカウント」と

いいます）の利用については、当社の承諾が必要となります。お客様が以下のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は、お客様の申込を拒絶することができます。

1.1. 当社に対し、虚偽の情報を提供したとき

1.2. 当社所定の審査基準（なお、当社はかかる審査基準を開示する義務を負いません）を満たさないとき

1.3. その他、LINE＠をご利用いただくことが適当でないとき

2. 本規約の変更

当社は、必要に応じ、お客様に公表又は通知することにより、本規約を変更できるものとします。お客様は、変更後引き続きLINE＠を利用した場合、本規約の変更に同意したものとみなされます。

3. 利用期間

LINE＠の当初の利用期間は１か月間とします。お客様が期間満了前までに当社所定の方法によりLINE＠の解約を申出ない限り、利用期間は自動的に１か月間延長されるものとし、その後も同様とします。

4. 利用料金

4.1. LINE＠には、無料プランと有料プランがあります。（なお、LINE＠のIDに関しても有料プランがあります。LINE＠のIDの有料プランを利用するには別途お申込が必要になります。）有料プランの内容、

利用料金、支払期限等は、当社が決定し、お客様に公表又は通知しますので、有料プラン申込時にご確認ください。

4.2. 当社は、お客様に公表又は通知することにより、有料プランを変更又は追加することがあります。

4.3. お客様は、月中にLINE＠を解約又はプランを変更した場合であっても、当該月に適用されている月額利用料全額を支払うものとし、日割り精算は行わないものとします。なお、お客様が前払いした利用料

金は、LINE＠を解約又はプランを変更した場合であっても、返金できませんので、予めご了承ください。

5. アカウント

5.1. 当社は、お客様にLINE＠を利用するためのアカウントを付与します。

5.2. お客様は、アカウントのパスワードを不正に利用されないようご自身の責任で厳重に管理しなければなりません。当社は、登録されたパスワードを利用して行なわれた一切の行為を、お客様ご本人の行為

とみなすことができます。

5.3. 当社は、お客様が希望する場合、合理的な範囲内でお客様によるアカウントの運用を補助することがあります。この場合、当社は、補助に必要な範囲で、お客様のアカウントにアクセスし、これを操作で

きるものとします。

5.4. お客様が当社の承諾を得て第三者にアカウントの運用を委託する場合、当社は、当該第三者にアカウントの操作に必要な権限を付与します。当該第三者がお客様のアカウントを操作したことにより、お客

様が何らかの損害を被った場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

5.5. LINEは、LINEの基準（なお、当社はかかる基準を開示する義務を負いません）に基づいて、アカウントに所属国・地域を割り当て、また、所属国・地域を変更することができるものとします。お客様は、

アカウントの所属国・地域を変更することはできません。お客様には、アカウントの所属国・地域に応じたLINE＠利用規約や料金プランが適用されます。所属国・地域によって、LINE＠利用規約や料金プラン

の内容が異なる場合があります。

5.6 法人のお客様は、自己の関連会社（お客様の子会社、親会社又は関連会社のことをいい、以下、「関連会社」といいます。）のためにアカウントを申し込み、利用させることができます。その場合、お客様

はかかる関連会社に対し、本規約の定めを遵守させ、関連会社による本規約の履行について責任を負うものとします。当社は、かかる関連会社の行為につき、お客様の行為とみなします。

6. コンテンツ

6.1. 「コンテンツ」とはLINE＠を利用して、LINEユーザーに送信し又はLINEユーザーが閲覧可能な状態におくもので、お客様のアカウントのアイコン、プロフィール情報、お客様が発信する文章、画像、動

画がふくまれますがこれらに限られません。ただし1：1トークにおいて掲載された文章、画像及び動画については含まれないものとします。

6.2.　お客様は、コンテンツについて、以下の事項を表明し、保証するものとします。

6.2.1. コンテンツが、第三者の権利（著作権、著作者人格権、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）を

侵害しないこと

6.2.2. コンテンツが公序良俗に反するおそれのある内容（過度に暴力的な内容、露骨な性的内容を含みますが、これらに限りません）、法令又は本規約に違反する内容を含まないこと

6.2.3. コンテンツにURLリンクを含める場合、お客様がアクセス状況を集計可能であることをLINEユーザーが認識できるURLに限定するか、またはLINEユーザーがそのように認識するために必要な措置を行う

こと

6.3. 第三者に関する情報をコンテンツに記載する場合、LINEユーザーが当該第三者本人からの情報提供だと誤解しないよう、然るべき記載（例としては、情報の発信元の明示、本人ではないことの明示などが

ありますが、これらに限られません）をしなければなりません。

6.4. お客様は、LINE＠の適正な運営のため、当社がコンテンツの内容を確認する場合があることに同意します。当社は、お客様のコンテンツに不適切な内容が含まれていると判断した場合、当該コンテンツを

配信せず、又は削除することができます。

6.5. 当社は、裁判所、捜査機関、その他の公的機関から、お客様のコンテンツを開示・提供するよう請求され、当社がかる請求が正当であると判断した場合、お客様の承諾を得ることなく、お客様のコンテン

ツを開示・提供することができるものとします。

6.6. 当社は、お客様のコンテンツを、LINE＠の広告・宣伝活動に利用することがあり、お客様は予めこれに同意するものとします。

 

7. 通知義務

認証済みアカウントをご利用のお客様は、お客様の商号、名称、代表者、住所その他の連絡先を変更した場合、直ちに、当社所定の方法により、かかる変更を通知するものとします。かかる通知を受けた場合、

当社は、お客様に対し、かかる変更を証明する資料の提出を求めることができ、お客様はこれに応じるものとします。

 

8. お客様の責任

8.1. お客様がLINE＠を利用したことに起因して、当社に対し、第三者からクレーム、請求又は訴訟等が提起された場合、お客様は自らの責任と費用負担によりこれに対応するものとし、当社に迷惑を及ぼして

はなりません。

8.2. お客様がLINE＠を利用したことに起因して、当社が何らかの損害（弁護士費用の負担を含みます）を被った場合、お客様は、当社に対し、直ちにこの損害を賠償しなければなりません。

8.3. 他のユーザーを共同管理者に設定する場合は、その共同管理者の行為はお客様の行為とみなすものとします。共同管理者の行為によってお客様に生じた損害や不利益について、当社は免責され、お客様と

共同管理者との間で解決するものとします。

 



9. 情報の取扱い

9.1. 当社は、お客様が当社に提供したお客様の個人情報を、LINE＠の事務処理、お客様からの問い合わせに対する対応、お客様への連絡に使用します。

9.2. 当社は、法令で定める場合を除き、お客様の同意なく、お客様の個人情報を第三者に提供しません。

9.3. 当社は、LINE＠のサービス向上のため、お客様によるLINE＠の利用状況（メッセージの種類、送信時間、送信回数等）を確認することがあり、お客様は予めこれに同意するものとします。

9.4. お客様は、当社に対して、当社がお客様から収集した個人情報について、開示、訂正、追加及び削除を請求することができます。ただし、当該開示は当社が別途定める手続きによるものとし、別途手数料

が必要となる場合があります。開示、訂正、追加、削除及び苦情に関するお問い合わせはこちらからお願い致します。

 

10. 委託・業務提携

10.1. 当社は、LINE＠のサービス提供の一部を、当社のグループ会社その他の第三者に委託することができます。

10.2. 当社は、業務提携先のウェブサイト、アプリ等にLINE@の機能を提供するため、お客様のLINE＠に関する情報（ただし、個人情報ではない情報とします）を業務提携先に提供することができるものとし

ます。これにより、お客様のLINE＠へのリンク等が、提携先サイトに掲載されることがございます。また、当社は、お客様のアカウントページに、業務提携先におけるお客様の情報が記載されたウェブサイト

のURLの掲載、当該ウェブサイトへのリンクの設置等をすることができるものとします。

 

11. サービスの中断・変更・終了

11.1. 当社は以下の場合、LINE＠のサービス提供を一時中断することがあります。当社がLINE＠を一時中断した場合であっても、当社は、お客様に対し、何ら責任を負わないものとします。

11.1.1. LINE＠の提供に必要な設備の保守点検等を定期的又は緊急に行う場合

11.1.2. LINE＠の提供に必要な設備に故障等が生じた場合

11.1.3. 停電、火災、地震、労働争議その他不可抗力によりLINE＠の提供が困難な場合

11.1.4. その他、LINE＠の運用上又は技術上の相当な理由がある場合

11.2. 当社は、お客様に公表又は通知することにより、LINE＠の全部又は一部を変更し又は終了することができるものとします。当社がLINE＠の全部又は一部の変更又は終了した場合であっても、当社は、お

客様に対し、何ら責任を負わないものとします。

 

12. 非保証・免責

12.1. 当社は、LINE＠に事実上又は法律上の瑕疵（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、権利侵害等を含みますが、これらに限

りません）がないことを明示的にも黙示的にも保証しません。

12.2. 当社は、お客様がLINE＠を利用したことに起因してお客様に生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。ただし、この損害が当社の故意又は重大な過失によって発生した場合はこの限りでな

く、この場合、当社はお客様に生じた通常かつ直接の損害について、この損害が発生した月にお客様が現に支払ったLINE＠の利用料金額を上限として、これを賠償する責任を負います。

 

13. アカウントの利用制限

お客様が、本規約1条に基づきLINE@の利用を開始した後でも、当社は、お客様が以下の事項に該当すると判断した場合、LINE@の利用を認めない、または利用を停止する等の制限を行う場合があります。な

お、以下の事項は例示であり、当社に具体的な判断基準やアカウントの利用制限についてお問い合わせを頂いても回答義務を負わないものとします。

13.1. 犯罪に使用されるおそれが高い商品の販売、又はサービスの提供を行っている法人・団体・個人

13.2. 不法行為又は犯罪行為を構成し又は助長するおそれのある法人・団体・個人

13.3. 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などの違法又は不正な売買・仲介・斡旋等を行っている法人・団体・個人

13.4. 法令又は公序良俗に反する行為を行っている若しくは行うおそれの高い法人・団体・個人

13.5. 14条に定める禁止行為を行っていると当社が判断する法人・団体・個人

13.6. その他当社がLINE@のアカウント利用に不適当であると判断する法人・団体・個人（LINEユーザーに不利益を被らせる可能性のある法人・団体・個人、当社の信用若しくは評判に悪影響を与える可能性

のある法人・団体・個人、当社をクレームや紛争等に巻き込む可能性のある法人・団体・個人などが含まれますが、これらに限られません。）

 

14. 禁止行為

お客様は、LINE＠の利用に際して、以下に記載することを行なってはなりません。

14.1. 法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為

14.2. 違法又は違法行為を助長するような行為

14.3. 当社又は第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上又は契約上の権利を侵害する行為

14.4. 公序良俗に反するおそれのある行為

14.5. 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為

14.6. LINE＠を第三者のための広告媒体として使用する行為（第三者の商品、サービスをLINE＠を利用して宣伝することを含みますが、これに限りません）

14.7. アカウントを第三者に譲渡又は貸与する行為、第三者と共用する行為

14.8. 当社又は第三者になりすます行為、意図的に虚偽の情報を流布させる行為又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を表示若しくは配信する行為

14.9. 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、開示又は提供する行為

14.10. 過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引又は助長する表現、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、投稿又は送信する行為

14.11. 性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、他のお客様に対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他LINE＠が予定している利用目的と異

なる目的でLINE＠を利用する行為

14.12. 利用者又は第三者が、不快又は迷惑と思う内容の配信

14.13. LINE＠のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為

14.14. 当社によるLINE＠の運営又は他のお客様によるLINE＠の利用を妨害し、これらに支障を与える行為

14.15. LINE＠の不具合を意図的に利用する行為

14.16. 当社に対し不当な問い合わせ又は要求をする行為

14.17. LINE利用規約に抵触する表現・内容の配信

14.18. 当社の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

14.19. 上記14.1から14.18のいずれかに該当する行為を援助又は助長する行為

14.20. その他、当社が不適当と判断した行為

 



15. 利用停止・解除

当社は、お客様が以下のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると当社が判断した場合、お客様によるLINE＠の利用を予告なく一時停止し又は何らの催告を要することなくお客様との間の本規約に基づ

く契約関係（以下「本契約」といいます）を解除して、LINE＠の提供を中止することができます。かかる利用停止又は解除に起因してお客様に何らかの損害が生じた場合であっても、当社は、お客様に対し、

何ら責任を負わないものとします。

15.1. LINE@の利用開始後に当社が1.2に定める申込拒否事由があることを知った場合（認証済みアカウントか否かを問わない）

15.2. 本規約に違反した場合

15.3. 不正の目的をもってLINE＠を利用した場合

15.4. 当社の責に帰すべき理由によらず、お客様と連絡が取れない場合

15.5. LINE＠のアカウントへ1年以上アクセスしていない場合

15.6. その他、当社が不適切と判断する行為をお客様が行った場合

 

16. 機密保持

お客様は、当社の機密情報（当社の顧客、製品、サービス、事業、技術、ノウハウ、アイディア、コンセプト等に関する一切の情報であって、その開示方法にかかわらず、当社が開示の際に秘密である旨を明示

したものをいいます。以下同じです）を秘密として保持するものとし、法令により開示が義務付けられる場合を除き、当社の書面による承諾なく当社の機密情報を第三者に開示又は漏洩してはならないものとし

ます。

 

17. 反社会的勢力の排除

17.1. お客様は、自己又はその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人又は媒介者（以下「関係者」といいます）が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、

社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの者と密接な関わりを有する者若しくはこれらに準じる者（以下「反社会的勢力」といいます）のいずれにも該当しないことを表明し、

かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

17.2. お客様は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、以下の行為を行わないことを確約するものとします。

17.2.1. 暴力的な要求行為

17.2.2. 法的な責任を超えた不当な要求行為

17.2.3. 取引に関して、脅迫的な言動（自己又はその関係者が反社会的勢力である旨を伝えることを含みますが、これに限りません）をし、又は暴力を用いる行為

17.2.4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為

17.2.5. その他前各号に準じる行為

17.3. お客様が前二項に定める表明事項又は確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、当社は、何らの催告を要することなく本契約を解除して、LINE＠の提供を中止することができます。かかる解

除に起因してお客様に何らかの損害が生じた場合であっても、当社は、お客様に対し、何ら責任を負わないものとします。

 

18. 譲渡

18.1. お客様は、当社の書面による承諾がない限り、本契約に関する権利義務又は契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。

18.2. 当社がLINE＠の全部又は一部を当社のグループ会社その他の第三者に譲渡する場合、当社は、お客様に公表又は通知することにより、本契約上の当社の地位を当該第三者に譲渡することができ、お客様

は予めこれに同意するものとします。

 

19. 分離可能性

本規約の一部が法令等により無効と判断された場合であっても、無効部分以外の規定は引き続き有効に存続します。また、無効部分は、有効とするために必要最小限の範囲で修正され、意図した法律的効果と経

済的効果が最大限確保されるよう解釈されるものとします。

 

20. 言語・準拠法・管轄

本規約は、日本語を正文とし、日本語と当社が提供する本規約の翻訳との間に齟齬がある場合、日本語が優先するものとします。抵触法の原則にかかわらず、本規約は日本法に準拠して解釈されるものとしま

す。LINE＠に関して当社とお客様の間に生じる一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

 

以上

最終更新日：2017年6月1日


