
まずは皆さんの自己紹介

①お名前、地域 ②ご職業
③自身の強み、アピールポイント



■ ZOOMの使い方

【モニターの切り替え方】

右上のボタンを押す

ギャラリービュー スピーカービュー

右上のボタンを押す



【オンラインセミナー受講の注意事項】

• このレジュメは後程プレゼントします！

• 周囲が騒がしい場合はミュート設定を。

• このセミナーは録画し、メンバーに

公開されます。（撮影はココからです。）





LINE公式アカウントの

移行と注意点

ＬＩＮＥ＠集客術→LINE公式アカウント



とは…

2019年春(4/18）、「LINE@」は「LINE公式アカウント」

「LINE ビジネスコネクト」「LINE カスタマーコネクト」と統合し、

名称が「LINE公式アカウント」になりました。

ＬＩＮＥ公式アカウント
おさらい
LINE＠は

無くなります

※来年３月までにすべてのアカウントがLINE公式アカウントに移行。 （強制）



ＬＩＮＥ公式アカウント

LINE@ → LINE公式アカウント
変更には手続きが必要！



ＬＩＮＥ公式アカウント LINE@アカウントは

ある！↓

LINE@アカウントが

ない！→



ＬＩＮＥ＠アカウントがある場合の流れ

②移行手続きは
← 「旧管理画面」から行います。

← ③ LINE＠にログイン



ＬＩＮＥ＠アカウントがある場合の流れ

④ここをクリック



ＬＩＮＥ＠アカウントがある場合の流れ

⑤チェックを入れて
ここをクリック

移
行
後
、Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
か
ら

通
知
が
来
て
完
了
！



ＬＩＮＥ＠アカウントがある場合の流れ

ＬＩＮＥ公式アカウント用の
管理画面に入れます！

（友達やアカウントページは引き継がれます）



LINE公式アカウントで

注目の機能は？

ＬＩＮＥ＠集客術→LINE公式アカウント



● LINE公式アカウントで何が変わる？

ＬＩＮＥ公式アカウント

LINE＠内でID検索が
できるようになる有料アカウント

無料版でも
出来ることが
凄く増えます！



● 特に注目の機能

リッチメッセージ

「メッセージ」で

リンク付きバナー
を送れる！

ＬＩＮＥ公式アカウント



● 特に注目の機能

リッチメニュー

「メッセージ」画面で

集客への動線を

視覚的に作れる！

ＬＩＮＥ公式アカウント



● バナーはPhontoやパワポで！

・色んなパターンが作れる
・どのパターンでも

配置を合わせて一つの画像に

ＬＩＮＥ公式アカウント



リッチメニューのバナー作成

デザインガイドからデザインテンプレートを
ダウンロードします。（サイズと比率のみ分かればOK）



リッチメニューのバナー作成

好きなテンプレートを選んだあと
同じ枠を作り、この枠に合わせて画像と文字を入れる



リッチメニューのバナー作成

好きなテンプレートを選んだあと
同じ枠を作り、この枠に合わせて画像と文字を入れる

メイク付き撮影
詳細はコチラ

コンサルティング
詳細はコチラ



メイク付き撮影
詳細はコチラ

コンサルティング
詳細はコチラ



★ スマホで作成 ３ステップ

① バナー作成アプリを入れる

② バナーを作る（デザイン＆サイズ調整）

③ LINEの管理画面でバナー＆リンク設置

リッチメニューのバナー作成



① バナー作成アプリを入れる

★ Canva
画像を

組み合わせる

★ Phonto
文字を入れ
装飾する

リッチメニューのバナー作成

https://apps.apple.com/jp/app/phonto-%E5%86%99%E7%9C%9F%E6%96%87%E5%AD%97%E5%85%A5%E3%82%8C/id438429273
https://apps.apple.com/jp/app/canva-%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%A8%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%A8%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%BF%E3%83%BC/id897446215


② バナーを作る（デザイン＆サイズ調整）

【事前準備】

・表示したい項目を決める

・使いたい画像を用意する

・テンプレートをスマホに保存

メールで
ご案内済み

リッチメニューのバナー作成



リッチメニューのバナー作成

住福のドロップボックスから
テンプレートをダウンロードできます。

https://www.dropbox.com/sh/lpyxifi9kf4ah65/AAA4R_Eu6aexsZOgPdAPEcOIa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/lpyxifi9kf4ah65/AAA4R_Eu6aexsZOgPdAPEcOIa?dl=0


② バナーを作る（デザイン＆サイズ調整）

アプリを起動し…
「カスタムサイズ」
「１２００×８１０」
「作成」

★ Canva
画像を

組み合わせる

リッチメニューのバナー作成

https://apps.apple.com/jp/app/canva-%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%A8%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%A8%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%BF%E3%83%BC/id897446215


白いエリアを
タップ

テンプレートが表示
出来たら右下の

「+ボタン」をタップ

カメラロールに
保存している

テンプレートをタップ 「画像」をタップ

リッチメニューのバナー作成



②「+ボタン」から
他の画像も
追加していく

①画像を入れたら
テンプレートの枠に合わせて調整
※はみ出る部分は自動的にカットされます

③無地の背景も設置可能です。
（あとから文字など入れて装飾）

↓「+ボタン」のあとに「図形」

↓「四角」で検索すると◎

リッチメニューのバナー作成



完成したら右上の上矢印ボタンから

「画像として保存」
→ 純正の写真アプリをご確認ください。

iOS Android

リッチメニューのバナー作成



ちなみに…
作ったデザインは

自動的に
保存されます！

①アプリ起動
②右下のボタン

リッチメニューのバナー作成



② バナーを作る（デザイン＆サイズ調整）

アプリを起動し…
「カメラマーク」
「写真アルバム」
→先ほどの

バナーを選択

★ Phonto
文字を入れ
装飾する

リッチメニューのバナー作成

https://apps.apple.com/jp/app/phonto-%E5%86%99%E7%9C%9F%E6%96%87%E5%AD%97%E5%85%A5%E3%82%8C/id438429273


リッチメニューのバナー作成

先程 作った
バナーを選択

画面をタップし
「文字を追加」

をタップ

【文字装飾】

・ 文字
→ 文言の入力、

配置（左・右・中央）

・ フォント
→ 文字のデザイン

（日本語タブが◎）

・ スタイル
→ 文字色、

文字の縁取り



リッチメニューのバナー作成

完成したら右下の
上矢印ボタンを

タップする

「画像を保存」を
タップする

純正の写真アプリを
ご確認ください。

iOS Android

完成！



③ LINE管理画面に設置

１． LINE公式アカウントの管理画面にログイン

２． リッチメニュー新規作成

３． バナーとリンクを設置

リッチメニューのバナー作成



③ LINE管理画面に設置

１． LINE公式アカウントの管理画面にログイン

２． リッチメニュー新規作成

３． バナーとリンクを設置

リッチメニューのバナー作成

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


１． LINE公式アカウントの管理画面にログイン

リッチメニューのバナー作成

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


２．リッチメニュー新規作成

リッチメニューのバナー作成



２．リッチメニュー新規作成

リッチメニューのバナー作成



３．バナーとリンクを設置

リッチメニューのバナー作成

「タイトル」を入力



３．バナーとリンクを設置

リッチメニューのバナー作成

❶ テンプレート選択

（作ったテンプレートを選択して下さい）

❷ 背景画像をアップロード

❸ リンク先のURLを設置



自分の
LINE公式
アカウント

をチェック！！

リッチメニューのバナー作成



質疑応答タイム




