
□

□

 

会社住所※ 〒 -

□ □ □

□ □ □ Webサービス/アプリ

〒 -

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箇所チェックをお願いいたします。

個人情報の取り扱いについて

LINE@利用規約

申込情報記入欄　　※は記入必須項目となります。

1.会社情報

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）

会社ホームページURL

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※

携帯キャリアメールアドレスは、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※ 別紙の「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

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
店舗 企業・サービス・製品 メディア

公共機関・施設 オンラインショップ

・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。

電話番号※

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：　 　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　                                                       　　）

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。

フリガナ

店舗/施設/企業/メディア

ブランド/サイト名

住所
都 ・ 道 ・ 府 ・ 県

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。

ご注意事項



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



＜大業種早見表＞
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※下記の表より該当する業種を選び、申込書にコードを記載してください。

飲食店・レストラン

あ1 イタリアン あ6 各国料理 あ11 あ16 肉料理（その他） あ21 カフェ・喫茶店

あ2 フレンチ あ7 和食・郷土料理 あ12 ラーメン・つけ麺 あ17 居酒屋 あ22 弁当・デリバリー

あ3 洋食・西洋料理 あ8 鍋 あ13 焼肉・ホルモン あ18 バー・ダイニングバー あ23 ファーストフード

あ4 中華料理 あ9 すし あ14 鉄板焼き・ステーキ あ19 スイーツ あ24 その他飲食店

あ5 アジア・エスニック・カレー あ10 そば・うどん あ15 焼鳥・串焼き あ20 パン・サンドイッチ

グルメ・食料品店

い1 米 い5 乾物 い9 アイスクリーム

い2 鮮魚 い6 加工食品 い10 日本茶・紅茶

い3 食肉・精肉 い7 乳製品 い11 酒屋

い4 青果・野菜 い8 牛乳 い12 食料品全般

ショッピング・小売店

う1 スーパー う8 リサイクルショップ う15 古本屋 う22 自転車・サイクルショップ う29 住宅設備

う2 コンビニエンスストア う9 チケット店 う16 骨董・古美術品 う23 おもちゃ・玩具 う30 キッチン用品・食器

う3 百貨店・デパート う10 プレイガイド・チケット販売 う17 家電・パソコン う24 子供服・ベビー用品 う31 荒物・日用品

う4 う11 買取専門店 う18 携帯電話・PHS う25 文房具 う32 花・植木店

う5 ホームセンター う12 ＣＤ・ＤＶＤ・レコード販売 う19 時計 う26 事務所・店舗用装備品 う33 仏壇・仏具

う6 薬・ドラッグストア う13 う20 う27 生活雑貨・インテリア用品 う34 その他ショッピング

う7 ディスカウントショップ う14 書店・本屋 う21 化粧品・メイク用品 う28 家具

ファッション

え1 かばん・バッグ え3 靴販売 え5 紳士服・雑貨 え7 着物・呉服

え2 アクセサリー・ジュエリー え4 衣料品 え6 婦人服・雑貨 え8 貸衣しょう

スポーツ用品店

お1 サーフショップ・スクール お3 スキー用品店 お5 釣具店 お7 ゴルフ用品店 お9 武道用品店

お2 ダイビングショップ・スクール お4 登山用品店 お6 スポーツ・アウトドア用品店 お8 テニス用品店 お10 その他スポーツ用品店

スポーツ施設・教室

か1 体育館・スポーツセンター か8 フットサル・サッカーコート か15 ボルダリング・クライミング か22 ゴルフ練習場・スクール か29 ヨットハーバー・マリーナ

か2 競技場 か9 フットサル・サッカースクール か16 ボクシングジム か23 スキー場 か30 その他スポーツ施設

か3 野球場 か10 ヨガスタジオ・教室 か17 健康教室 か24 スケート場 か31 その他スポーツ教室・道場

か4 卓球場・教室 か11 ダンススタジオ・スクール か18 体育・体操教室 か25 キャンプ場 か32 スポーツサービス

か5 テニスコート・スクール か12 バレエスタジオ・教室 か19 空手道場・教室 か26 ボウリング場

か6 プール か13 か20 乗馬クラブ・教室 か27 バッティングセンター

か7 スイミングスクール か14 加圧トレーニング・スタジオ か21 ゴルフ場 か28 つり堀

教育・習い事

き1 学習塾・進学塾 き8 幼児教室 き15 料理教室 き22 タレントスクール き29 ビジネススクール・就活スクール

き2 予備校 き9 そろばん・珠算教室 き16 お菓子教室 き23 絵画・アート教室 き30 その他各種教室

き3 家庭教師 き10 書道教室 き17 パン教室 き24 手芸・クラフト教室 き31 通信教育

き4 き11 華道・茶道教室 き18 音楽教室 き25 フラワー教室 き32 研修センター

き5 パソコン教室 き12 舞踊教室 き19 ピアノ教室 き26 工芸教室

き6 外国語会話・外国語教室 き13 着付け教室 き20 ボイス・ボーカル教室 き27 陶芸教室

き7 英会話・英語教室 き14 和裁・洋裁教室 き21 ギター教室 き28 カルチャースクール

保育・学校

く1 託児所・ベビーシッター く7 中学校 く13 高等専門学校 く19 専修学校・専門学校 く25 同窓会・OB会

く2 幼稚園・保育園 く8 高等学校 く14 高等専修学校 く20 通信制大学 く26 研究機関

く3 学童保育所 く9 定時制高等学校 く15 短期大学 く21 その他大学・専門学校

く4 その他保育園・幼稚園・育児 く10 通信制高等学校 く16 大学 く22 養護学校

く5 インターナショナルスクール く11 高等学校所属部活動 く17 大学院 く23 盲学校

く6 小学校 く12 その他小学校・中学校・高校 く18 大学所属サークル・部活動 く24 ろう学校

グルメ・食料品店 生活関連サービス 公共機関・施設 製造業

LINE@ 業種コード一覧

飲食店・レストラン 専門サービス スポーツチーム・団体 ゲーム

ショッピング・小売店 ペット 福祉・介護 商業

ファッション 冠婚葬祭 電気・ガス・エネルギー 水産・農林

スポーツ用品店 宿泊施設 通信・情報・メディア 鉱業

スポーツ施設・教室 旅行・エンタメ・レジャー テレビ番組 建設・土木

教育・習い事 自動車・バイク ラジオ番組 印刷・出版

保育・学校 交通機関・サービス  ウェブサービス 運送・倉庫

え

美容・サロン 銀行・保険・金融 雑誌・本

医療機関・診療所 団体 映画

あ

お好み焼き・もんじゃ焼き・たこ焼き

い

う

ショッピングセンター・モール

メガネ・コンタクトレンズ・補聴器中古ＣＤ・ＤＶＤ・レコード販売

お

か

フィットネス・スポーツクラブ・ジム

き

その他学習塾・予備校・家庭教師

く
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美容

け1 理容店 け4 まつげエクステ・パーマサロン け7 エステティックサロン け10 日焼けサロン

け2 美容院・ヘアサロン け5 リラクゼーションマッサージ け8 痩身サロン け11 小顔矯正サロン

け3 ネイルサロン・スクール け6 アロマテラピーサロン・スクールけ9 脱毛サロン け12 美容サロン

医療機関・診療所

こ1 内科 こ9 耳鼻咽喉科 こ17 呼吸器科 こ25 放射線科 こ33 その他病院・診療所

こ2 外科 こ10 アレルギー科 こ18 循環器科 こ26 麻酔科 こ34 あんまマッサージ・針灸・整体

こ3 小児科 こ11 皮膚科 こ19 肛門科 こ27 リウマチ科 こ35 その他各種療法

こ4 産婦人科 こ12 美容クリニック・美容外科 こ20 心臓血管外科 こ28 性病科 こ36 処方箋薬局

こ5 助産師・助産院 こ13 整形外科 こ21 脳神経外科 こ29 リハビリテーション科 こ37 歯科技工所

こ6 眼科 こ14 形成外科 こ22 心療内科 こ30 総合病院 こ38 医療附帯サービス

こ7 歯科 こ15 消化器科・胃腸科 こ23 神経内科 こ31 医院・診療所 こ39 その他医療関係施設・サービス

こ8 審美歯科・ホワイトニング こ16 泌尿器科 こ24 精神神経科 こ32 人間ドック・健康診断

専門サービス

さ1 法律事務所・弁護士事務所 さ5 税理士事務所 さ9 不動産鑑定業 さ13 警備 さ17 職業紹介

さ2 特許事務所 さ6 さ10 行政書士事務所 さ14 翻訳 さ18 労働者・人材派遣

さ3 公証人役場・司法書士事務所 さ7 デザイン事務所 さ11 土地家屋調査士 さ15 通訳・通訳案内 さ19 その他専門サービス業

さ4 公認会計士事務所 さ8 経営コンサルタント さ12 興信所・探偵事務所 さ16 スポーツ・エンタメ興行

生活関連サービス

し1 不動産 し8 家事代行サービス・便利屋 し15 芸術品修理業 し22 一般印刷 し29 レンタルサービス

し2 住宅設備工事・リフォーム し9 引越しサービス し16 その他各種修理・修繕 し23 撮影サービス し30 レンタサイクル

し3 住宅展示場・モデルルーム し10 荷物宅配サービス し17 各種代行サービス し24 音楽スタジオ し31 新聞販売店

し4 ハウスクリーニング・害虫駆除 し11 郵便局 し18 各種出張サービス し25 レンタルスペース し32 その他生活関連サービス

し5 鍵交換・修理 し12 パソコン修理・サポート し19 悩み相談・カウンセリング し26

し6 水漏れ・水道修理 し13 スマートフォン修理 し20 クリーニング し27 自習室

し7 不用品回収 し14 靴・かばん修理 し21 写真店・フォトスタジオ し28 レンタルビデオ・CD・貸本

ペット

す1 動物病院 す3 ペット用品店 す5 ペットホテル す7 ドッグラン す9 その他ペットサービス

す2 ペットショップ す4 ペットサロン す6 しつけ・トレーニング す8 ペット葬儀・墓地

冠婚葬祭

せ1 結婚式場 せ3 結婚相談所 せ5 葬儀場 せ7 墓地

せ2 ブライダルサービス せ4 葬祭業 せ6 墓石 せ8 その他冠婚葬祭

宿泊施設

そ1 ホテル そ3 民宿・ペンション そ5 ユースホステル そ7 ベットハウス

そ2 旅館 そ4 その他旅館・ホテル そ6 カプセルホテル そ8 その他宿泊施設

旅行・エンタメ・レジャー

た1 映画館 た7 ゲームセンター た13 コンサート・音楽イベント た19 プラネタリウム た25 ヘルスセンター・健康ランド

た2 劇場・寄席 た8 ビリヤード た14 展示会・博覧会 た20 動物園 た26 歴史的建造物・観光名所

た3 ライブハウス た9 囲碁・将棋所 た15 その他イベント た21 植物園 た27 その他レジャー施設

た4 ディスコ た10 た16 テーマパーク・遊園地 た22 水族館 た28 観光協会・旅行ガイド

た5 ダンスホール た11 インターネットカフェ た17 公園 た23 ドライブイン・道の駅 た29 旅行代理店

た6 カラオケ た12 その他娯楽・エンタメ た18 天文台 た24 銭湯・公衆浴場・温泉浴場 た30 その他旅行・レジャー

自動車・バイク

ち1 自動車販売 ち5 自動車解体・廃車 ち9 レンタカー ち13 レッカー・けん引 ち17 その他自動車・バイク

ち2 中古車販売・買取 ち6 バイク販売・修理 ち10 レンタルバイク ち14 駐車場

ち3 自動車部品・カー用品販売 ち7 中古バイク販売・買取 ち11 ガソリンスタンド ち15 道路情報サービス

ち4 自動車整備・車検・修理 ち8 バイク部品・用品販売 ち12 ロードサービス ち16 自動車教習所

交通機関・サービス

つ1 鉄道 つ4 路線バス つ7 介護タクシー つ10 航空会社

つ2 ケーブルカー つ5 観光・貸切バス つ8 運転代行 つ11 その他交通機関・サービス

つ3 ロープウェー つ6 ハイヤー・タクシー つ9 空港・飛行場

銀行・保険・金融

て1 銀行 て3 信用金庫 て5 証券会社 て7 クレジットカード て9 その他銀行・保険・金融

て2 労働金庫 て4 信用組合 て6 保険 て8 質屋

団体

と1 経済団体 と3 商店組合 と5 森林組合 と7 政党 と9 その他ローカルビジネス

と2 商工会・商工会議所 と4 漁業協同組合 と6 農業協同組合 と8 その他団体

スポーツチーム・団体

な1 野球 な7 女子サッカー な13 プロレス な19 バスケbjリーグ な25 スポーツイベント

な2 プロ野球 な8 少年サッカー な14 アイスホッケー な20 ミニバスケットボール な26 スポーツリーグ

な3 草野球 な9 フットサル な15 アジアリーグアイスホッケー な21 バレーボール な27 その他スポーツチーム・団体

な4 少年野球 な10 フットサルFリーグ な16 アメリカンフットボール な22 ビーチバレー

な5 サッカー な11 ラグビー な17 ソフトボール な23 ハンドボール

な6 サッカーＪリーグ な12 ラグビートップリーグ な18 バスケットボール な24 ホッケー

け

こ

さ

社会保険労務士・労働衛生コンサルタント

な

し

コワーキングスペース・シェアオフィス

す

せ

そ

た

競輪・競馬・競艇・オートレース

ち

つ

て

と



公共機関・施設

に1 図書館 に5 社会教育施設 に9 警察 に13 都道府県機関 に17 自治体公式キャラクター

に2 博物館・美術館・科学館 に6 保健所 に10 消防 に14 国家機関 に18 その他公共機関・施設

に3 会館・ホール に7 職業安定所 に11 裁判所 に15 その他官公庁

に4 公民館・集会所 に8 年金事務所 に12 市町村機関 に16 外国公館・国連

福祉・介護

ぬ1 児童福祉施設・サービス ぬ2 介護施設・サービス ぬ3 その他福祉施設・サービス

電気・ガス・エネルギー

ね1 電気 ね2 ガス ね3 燃料店 ね4 その他電気・ガス、エネルギー

通信・情報・メディア

の1 放送局 の6 ラジオ放送局 の11 新聞 全国紙 の16 新聞 経済 の21 映像制作

の2 地上波放送局 の7 AMラジオ局 の12 新聞 ブロック紙 の17 新聞 専門紙 の22 音楽製作

の3 BS放送局 の8 FMラジオ局 の13 新聞 地方紙 の18 通信業 の23 映画配給会社

の4 CS放送局 の9 短波ラジオ局 の14 新聞 スポーツ の19 情報サービス の24 その他通信・情報・メディア

の5 ケーブルテレビ局 の10 新聞社 の15 新聞 タブロイド の20 広告制作・代理店

テレビ番組

は1 テレビ（バラエティ） は4 テレビ（ニュース報道） は7 テレビ（音楽番組） は10 テレビ（キッズ） は13 テレビ（イベント）

は2 テレビ（ドラマ） は5 テレビ（スポーツ） は8 テレビ（ドキュメンタリー） は11 テレビ（旅） は14 テレビ（アニメ）

は3 テレビ（情報番組） は6 テレビ（ワイドショー） は9 テレビ（教育） は12 テレビ（料理） は15 その他テレビ番組

ラジオ番組

ひ1 ラジオ（バラエティ） ひ4 ラジオ（ニュース報道） ひ7 ラジオ（音楽番組） ひ10 ラジオ（キッズ） ひ13 ラジオ（イベント）

ひ2 ラジオ（ドラマ） ひ5 ラジオ（スポーツ） ひ8 ラジオ（ドキュメンタリー） ひ11 ラジオ（旅） ひ14 ラジオ（AM）

ひ3 ラジオ（情報番組） ひ6 ラジオ（ワイドショー） ひ9 ラジオ（教育） ひ12 ラジオ（料理） ひ15 ラジオ（FM）

ウェブサービス

ふ1 ウェブサービス(ショッピング) ふ6 ふ11 ふ16 ふ21 ウェブサービス(その他)

ふ2 ウェブサービス(ビジネス) ふ7 ふ12 ふ17 ふ22 その他ウェブサイト

ふ3 ウェブサービス(教育) ふ8 ウェブサービス(旅行) ふ13 ウェブサービス(メディカル) ふ18 ウェブサービス(音楽)

ふ4 ウェブサービス(ニュース) ふ9 ウェブサービス(スポーツ) ふ14 ウェブサービス(天気) ふ19 ウェブサービス(ブック)

ふ5 ふ10 ふ15 ふ20 ウェブサービス(写真・動画)

雑誌・本

へ1 雑誌（ファッション） へ2 雑誌（趣味・スポーツ） へ3 雑誌（一般向け） へ4 その他雑誌

映画

ほ1 邦画 ほ2 洋画

ゲーム

ま1 ゲーム（アクション） ま4 ゲーム（アーケード） ま7 ゲーム（ミュージック） ま10 ゲーム（ロールプレイング） ま13 ゲーム（ストラテジ−）

ま2 ゲーム（アドベンチャー） ま5 ゲーム（ボード・カード） ま8 ゲーム（パズル） ま11 ゲーム（シミュレーション）

ま3 ゲーム（カジュアル） ま6 ゲーム（ファミリー） ま9 ゲーム（レーシング） ま12 ゲーム（スポーツ）

製造業

み1 食品 み9 寝具 み17 金属製品 み25 皮革・合成皮革製品 み33 健康機器・理美容用品

み2 飲料 み10 パルプ・紙 み18 機械製品 み26 スポーツ用品 み34 ベビー・子ども用品

み3 繊維工業 み11 化学・薬品 み19 電気機器 み27 ゲーム・おもちゃ み35 キッチン・料理用器具

み4 衣服全般 み12 石油・石炭製品 み20 輸送用機器・自動車 み28 事務用品・OA機器 み36 その他製品

み5 紳士服 み13 ゴム製品 み21 精密機器 み29 レコード・ＣＤ制作

み6 婦人・子供・ベビー服 み14 窯業・ガラス み22 木製品 み30 楽器

み7 靴 み15 鉄鋼 み23 日用品・雑貨 み31 PC・コンピュータ・周辺機器

み8 服飾品 み16 非鉄金属 み24 医薬品・化粧品 み32 ソフトウェア

商業

む1 商社 む4 青果・魚・市場 む7 事業サービス業 む10 機械修理 む13 一般廃棄物処理業

む2 医薬品 む5 む8 む11 その他修理業 む14 その他商業

む3 再生資源 む6 熱供給業 む9 計量証明 む12 産業廃棄物処理業

水産・農林

め1 漁業 め2 水産養殖業 め3 農業 め4 林業

鉱業

も1 鉱業

建設・土木

や1 建築工事 や2 設備工事

印刷・出版

ゆ1 出版社 ゆ2 製本・印刷物加工 ゆ3 製版 ゆ4 印刷

運送・倉庫

よ1 海運 よ2 空輸 よ3 倉庫 よ4 陸運

ウェブサービス(辞書・辞典・その他)

ウェブサービス(ユーティリティ)

ウェブサービス(ファイナンス)

ウェブサービス(ビューティ)

ウェブサービス(エンターテインメント)

み

に

ぬ

ね

の

は

ひ

ふ

へ

ほ

ま

ウェブサービス(ヘルスケア・フィットネス)

ウェブサービス(ライフスタイル)

ウェブサービス(グルメ・フード)

ウェブサービス(ナビゲーション)

ゆ

よ

む

産業用機械器具レンタル・リース 速記・ワープロ入力・パソコン入力

め

も

や


