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本資料について
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いつもLINE@をご利用いただき、ありがとうございます。

過日「【重要」LINE@サービス統合のお知らせ」にてサービス統合について
告知させていただいておりますが、「サービス統合実施日」や「移行概要」が決定しましたので
本資料および関連資料にてご案内させていただきます。

2019年4月18日より、「LINE＠」は「LINE公式アカウント」 に統合され、
以後は「LINE公式アカウント」 として、サービス提供してまいります。

サービス統合により、サービス間の機能差を是正し、
お客様にとってはより多様な機能を利用しやすく、
またユーザーにとっては、より一人ひとりにあった適切な情報取得を可能にします。

本資料では、「サービス統合・移行スケジュール(P.3〜)」、 「サービス移行後の料金プラン(P.6〜)」、
「その他(サービス名称・ロゴなど) (P16〜)」 の主な変更点についてご案内いたします。

移行に関する詳細な仕様につきましては、
別資料「LINE@サービス統合後の主な変更点と移行時の注意点について」にてご案内しております。
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サービス統合・移行スケジュール

2019年3月1日

LINE@認証済みアカウント申し込み受付終了

2019年4月18日

• サービス統合実施
• LINE公式アカウント認証済アカウント申し込み・未認証アカウント作成受付開始
• LINE@一般アカウント作成受付終了
• 一部のLINE@アカウントでLINE公式アカウントへのサービス移行が可能に

2019年7月中旬頃

全てのLINE@アカウントでLINE公式アカウントへのサービス移行が可能に

2020年1月14日～2月28日

サービス移行が行われていないLINE@アカウントに対しては、当社の判断で順次LINE公式アカウン
トへの強制サービス移行を実施いたします。その際、当社が指定するLINE公式アカウントの料金プ
ランへ移行いたします。
なお、サービス移行にあたって個別に事前通知等は実施いたしませんので、ご了承いただきますよ
うお願いいたします。
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サービス統合・移行スケジュール

現在、全てのLINE@アカウントで「LINE公式アカウント」へのサービス移行が可能です。

2020年2月28日までにお客様にて任意のタイミングで移行手続きを実施してください。

2020年1月14日時点でサービス移行が行われていないLINE@アカウントに対しては、

当社の判断で順次LINE公式アカウントへの強制サービス移行を実施いたします。

強制サービス移行は、ご利用中の料金プランによって下記のとおりスケジュールが異なります。

2020年1月14日時点で

ご利用中の料金プラン

フリープラン

ベーシックプラン

プロプラン

プロ(API)プラン

2020年

1月14日
▼

当社にて強制サービス移行

※ サービス移行にあたって個別に事前通知等は実施いたしません。

当社にて強制サービス移行

※ 2020年2月1日時点で有料プランをご利用中のLINE@アカウント
は、2020年2月分のLINE@の月額料金が発生します。

※ 当社が指定するLINE公式アカウントの料金プランへ移行いた
します。(詳細は P10 をご参照ください)

※ サービス移行にあたって個別に事前通知等は実施いたしません。

2020年

2月1日
▼

2020年

2月28日
▼

任意のタイミングで移行手続き可能 (強制サービス移行まで)

任意のタイミングで移行手続き可能 (強制サービス移行まで)
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料金プランの主な変更点
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1. LINE@のプロプラン/プロ(API)プラン相当の料金プランを値下げ

2. プレミアムIDの初年度料金を値下げ

3. タイムライン投稿を全てのプランで無制限で利用可能に

4. これまで有料プランでの利用に限られていた機能を全てのプランで利用可能に

5. Message API(「Reply API」 「Push API」)を全てのプランで利用可能に

6. メッセージ配信を配信通数に応じた従量課金制に

7. 1通＝ターゲットリーチ1人へ1回のメッセージ配信に

※1回のメッセージ配信で最大3吹き出しまで送信可能

料金プランの変更点の主なポイントです。



料金プラン および ご利用可能な機能例
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どなたでもご利用しやすく、シンプルな料金プラン構成となります。

プランによって、利用できる機能の制限はございません。



移行時に選択できる料金プランとルール
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フリープランを利用されている方はフリープランへ移行されます。

有料プランを利用されている方は移行時に料金プランを選択していただきます。

フリープランから選択可能な料金プラン

フリープラン

LINE@でご利用中の料金プラン サービス移行後の料金プラン

フリープラン

有料プランから選択可能な料金プラン

LINE@でご利用中の料金プラン サービス移行後の料金プラン

フリープラン

ライトプラン

スタンダードプラン

※選択された料金プランは移行完了後すぐに適用されますが、適用された料金プランで課金が開始されるのは移行完了の翌月です。
※ライトプランとスタンダードプランを選択された場合、移行完了の当月月末までの間は、追加メッセージ料金は不要でメッセージ
配信を行えます。

ベーシックプラン

プロプラン

プロ(API)プラン



強制サービス移行時に指定される料金プラン
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フリープランを利用されている方はフリープランへ移行されます。

有料プランを利用されている方は所定の料金プランへ移行されます。

フリープラン
月額0円

LINE@でご利用中の料金プラン サービス移行後の料金プラン

フリープラン
月額0円

ライトプラン
月額5,000円(税別)

スタンダードプラン
月額15,000円(税別)

スタンダードプラン
月額15,000円(税別)

ベーシックプラン
月額5,000円(税別)

プロプラン
月額20,000円(税別)

プロ(API)プラン
月額30,000円(税別)

※指定された料金プランは移行完了後すぐに適用されますが、適用された料金プランで課金が開始されるのは移行完了の翌月です。
※ライトプランとスタンダードプランへ移行された場合、移行完了の当月月末までの間は、追加メッセージ料金は不要でメッセージ
配信を行えます。



有料プラン変更月 料金表（ライトプラン）

※全て税別表記となります。
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フリープランからライトプランに変更された場合、変更月は日割り料金となります。

月額費用と無料メッセージ数が変更日に応じて変動いたします。

フリープラン利用中に配信されたメッセージ数を含む当月の配信メッセージ数が、付与される無料メッ
セージ数を超過する場合は追加メッセージ料金が発生します。



有料プラン変更月 料金表（スタンダードプラン）

※全て税別表記となります。
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フリープランからスタンダードプランに変更された場合、変更月は日割り料金となります。

月額費用と無料メッセージ数が変更日に応じて変動いたします。

フリープラン利用中に配信されたメッセージ数を含む当月の配信メッセージ数が、付与される無料メッ
セージ数を超過する場合は追加メッセージ料金が発生します。



スタンダードプラン追加メッセージ 料金テーブル

例)200,000通配信の場合
(50,000通×3円)＋(50,000通×2.8円)＋(100,000通×2.6円)
=550,000円

50,000通

50,000通

100,000通

3円 2.8円 2.6円

＋

＋

200,000通

単価

追加メッセージ積算イメージ追加メッセージ配信数 単価 配信単価(目安)

〜50,000 3.0円 3.00円

50,001〜100,000 2.8円 3.00〜2.90円

100,001〜200,000 2.6円 2.90〜2.75円

200,001〜300,000 2.4円 2.75〜2.63円

300,001〜400,000 2.2円 2.63〜2.53円

400,001〜500,000 2.0円 2.53〜2.42円

500,001〜600,000 1.9円 2.42〜2.33円

600,001〜700,000 1.8円 2.33〜2.26円

700,001〜800,000 1.7円 2.26〜2.19円

800,001〜900,000 1.6円 2.19〜2.12円

900,001〜1,000,000 1.5円 2.12〜2.06円

※1,000,001通以上の配信については今後公開予定のお問い合わせ窓口よりご連絡ください。
※全て税別表記となります
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スタンダードプランの追加メッセージの料金テーブルと積算イメージです。



追加メッセージ数の設定
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今後公開予定の窓口
よりご連絡ください

プランに付与される
無料メッセージ数

当社が定める
追加メッセージ数上限の

制限値

制限値を超える
上限設定

無料メッセージの
配信可能範囲

追加メッセージ
の配信可能範囲

任意に設定された
追加メッセージ上限

追加メッセージ数上限の
設定可能範囲

ライトプランとスタンダードプランで付与される無料メッセージ数を超過するメッセージ配信を行う場合、

「追加メッセージ数」の上限の設定が必要です。

「追加メッセージ数」の上限は、当社が定める制限値の範囲内で設定することができます。

制限値を超える「追加メッセージ数」の上限の設定を希望される場合、

今後公開予定のお問い合わせ窓口よりご連絡ください。



プレミアムIDについて
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アカウントが開設されると、LINE内のID検索でアカウントを検索できるランダムに 羅列された英数字を
ベーシックIDとしてご提供いたします。別途所定の費用をお支払いいただくと、

ご希望の文字列をプレミアムIDとして取得することが可能です。

※LINE@で購入されたプレミアムIDの初年度料金との差額は返金いたしません
※新規購入、次回更新時に新料金が適用されます

概要 ベーシックID プレミアムID

年額料金 0円
1,200円（税別）

※iOSアプリからご購入いただく場合、価格・取引条件
が異なりますので購入前にご確認ください。

フォーマット
@ + 3桁数字 + 5桁英字 (ランダム)
例 : @304tfcvb

@ + 指定文字列 (@を除き4文字以上18字以内。
大文字使用不可。半角英数字と、「.」「_」「-」
の記号のみご利用いただけます。) 
例 : @line_cafe

内容 LINE公式アカウント開設時に自動発行 プレミアムIDの費用お支払いにより取得可能

備考 ランダムな英数字の組み合わせとなります

• ご登録頂いた支払い方法もしくはプラット
フォームが指定する場合はその支払い方法に準
じます。

• iOSアプリからご購入いただく場合のご注意
- 1つのAppleIDに付き、プレミアムIDは1IDし
か購入できません。複数IDの購入を希望される
場合はWeb版管理画面等で購入ください。
- 指定したプレミアムIDについては、利用期間
中変更ができません。



その他03
• サービス名称・サービスロゴ

• アカウントタイプ

• 管理画面およびURLの変更



LINE公式アカウント

■サービス名称

サービス名称・サービスロゴ

LINE公式アカウントを開設していることを表す場合、LINEのアプリアイコンもしくは

LINE公式アカウントのサービスロゴいずれもご利用いただけますが、

ユーザー認知度の観点から、LINEアプリアイコンのご使用を推奨いたします。

2019年4月18日以降に新たに開設されるアカウント、および

LINE@からサービス移行をしたアカウントはすべてLINE公式アカウントとなります。

サービス移行後は速やかに各媒体や告知物に掲載されている名称やロゴの変更をお願いいたします。

■サービスロゴ
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統合後のサービス名称は「LINE公式アカウント」となり、以下のサービスロゴをご利用いただきます。

ロゴデータのダウンロード方法や、使用にあたってのガイドラインについては、

当社より改めてアナウンスいたします。



料金プラン（税別）

サービス統合前 サービス統合後

サービス名称 アカウントタイプ サービス名称 アカウントタイプ

LINE公式アカウント -

LINE公式アカウント

プレミアムアカウント

LINE@

認証済みアカウント 認証済アカウント

一般アカウント 未認証アカウント

アカウントタイプ
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サービス名称とアカウントタイプはサービス統合前後で以下のように整理されます。

LINE@の認証済みアカウントは、LINE公式アカウントの認証済アカウントへ、

LINE@の一般アカウントは、LINE公式アカウントの未認証アカウントとしてサービス移行されます。



アカウントタイプ

プレミアムアカウント

認証済アカウントのうち、特に優良なアカウントは特別な審査を経てプレミアムアカウントを
自動付与します。※認定基準は公表しておりません。

認証済アカウント

当社所定の審査を通過することで、アカウントバッジが付与され、LINEアプリ内での検索結果
にも露出されるようになります。

未認証アカウント

個人、法人問わず、誰でも取得出来るアカウントです。基本機能は認証済アカウントと変わら
ず、有料プランへの変更やプレミアムIDの購入も可能です。
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LINE公式アカウントではプレミアムアカウント・認証済アカウント・未認証アカウントの

3種類のタイプが存在します。



管理画面
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LINE Official Account Manager LINE Official Account Manager(アプリ版)

Web版管理画面と管理アプリが刷新されます。

LINE公式アカウントのWeb版管理画面のURLと管理アプリは移行時にご案内します。

移行されたアカウントは、LINE@MANAGERとLINE@アプリからは操作できなくなり、

アカウント一覧にも表示されません。

Web版管理画面 管理アプリ

LINE@ LINE公式アカウント LINE@ LINE公式アカウント

LINE@MANAGER
LINE Official Account

Manager
LINE@アプリ

LINE Official Account
Manager(アプリ版)




