
Boostore
for LINEセールスプロモーション

※メニューの仕様・詳細・金額など、本資料に記載された内容は予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

※各メニューの実施をご検討の際は、必ず事前に担当営業ないしは以下の問い合せ先までお問い合わせをお願いします。

Boostore問い合わせメールアドレス：Boostore_support@group.dentsu.co.jp

ご注意

2021.02.01/Ver.2.5

LINEセールスプロモーション向け提供メニュー｜セールスシート｜サンプリング for LINE
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販促を科学する

Boostore｜Concept



As is To be
by Boostore

• オリエン返しの企画、

コミュニケーション

• 規定のパターンに

そったフロー設計

• 事業成果が見えない

効果測定

✓ ユーザー視点に立っ

たプランニング

✓ 企画を実現させる最

適かつ柔軟な設計

✓ 事業成果の可視化と

更なる改善

Boostore｜Concept



データアナリティクスの力

プラットフォームの力

モーメントデザインの力

事業成果視点で評価を
する分析PDCA

PF上での最適な販促
パッケージ開発

ユーザーのモーメント
需要を捉えた企画設計

販促を科学する

3層構造

Boostore｜Concept



顧客企業に

“販促を科学する”

キャンペーンの

現在進化形を提供

Boostore｜Concept
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電通グループ独自のデジタル販促ノウハウを活かし

キャンペーン参加の促進、店頭POPの削減、

景品の管理、購買行動の連携といった

店頭販促における課題をLINEで解決します。

※リーチはオプションです。（Sales Promotion APIを活用したキャンペーンのみSPキャンペーン公式アカウント

からの配信を購入可能です。

LINEでキャンペーンを実施するメリット

－LINEにしかできないデジタル販促－

電通グループならではのデジタル販促ノウハウ

－中長期的なマーケティングに寄与し、デュアルファネルでビジネス成長をサポート－
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Boostoreの強み

キャンペーン実施前の告知から実施後の効果検証まで、

キャンペーン効果を最大化させる打ち手をBoostoreがワンストップでご提供します。

Reach｜告知 TRIGGER｜キャンペーン実施 Research＆Engage｜効果検証＆ファン化

柔軟にキャンペーンを
設計したい

見込みの高いユーザーを
より多く流通へ送客したい

継続購買への寄与を
可視化したい

ターゲットユーザーのみ
当選させたい

応募数を大幅に伸ばしたい

キャンペーン参加者に
継続してアプローチしたい

キャンペーン実施企業様が抱える多くの悩み・課題
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Boostoreの強み

自社アカウント+SPアカウント告知で大量リーチ
また従来のタイムラインシェア機能も

活用できる為、拡散性の高いCP設計が可能

Reach｜告知 TRIGGER｜キャンペーン実施 Research＆Engage｜効果検証＆ファン化

過去CP参加ユーザーデリタゲ＆類似拡張配信＆
友だち除外セグメントのアプローチで

新規＆キャンペーン参加見込みが
高いユーザーへのアプローチが期待できます

LINEアカウント
＆

LINE広告
（旧LINE Ads Platform）

見込みの高いユーザーを
より多く流通へ送客したい

×

新機能「友だちシェア機能」を活用することでユーザー
体験の向上が見込まれ拡散性の高いCPが期待できます。

抽選・先着・総付けなど多数のCP設計も可能

女性限定キャンペーンなどターゲットを絞った
CPを展開する際に様々なデータを元に

ターゲットを除外して当選させることが可能

外部データ

アンケート
データ

過去CPデータ

データを元に
当選確率調整

TV視聴 LINEサンプリング
参加

PDMPを活用することでTVCM接触・キャンペーン参加が
どのように事後購買に貢献したかを可視化。

象限ごとの事後購買を検証可能

ターゲットユーザーのみ当選させたい
キャンペーン参加者に

継続してアプローチしたい

応募数を大幅に伸ばしたい 柔軟にキャンペーンを設計したい 継続購買への寄与を可視化したい

応募

※準備中

CPデータ/外部データを元に応募ユーザーを
セグメントしたメッセージ配信が可能です。

※Messaging APIの別途契約必要

外部データ

アンケート
データ

CPデータ

後追いプロモーション

※準備中

People Driven DMP※

※People Driven DMPとは：People Driven DMP®は、PCやスマートフォン由来のオーディエンスデータと、STADIAのテレビの視聴ログデータ、WEB広告接触データ、
OOH広告接触データ、ラジオ聴取ログ、パネルデータ、購買データ、位置情報データ等を人（People）基点で活用することができる、People Driven Marketing®のデータ基盤です。

※準備中



スタンダードサンプリング for LINE
2021.02.01/Ver.2.5
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重要｜実施費用の一部改訂について

2020年6月22日より、本メニューにおける「抽選型」の基本費用を改訂いたしました。

従来よりもディスカウントしてのご提供となりますので、実施の際はぜひご検討ください。

※以下は１例となります。詳しくは「実施費用」のページ（P27～29）をご参照ください。

スタンダードサンプリング for LINE
通常パッケージ｜抽選型
[店舗受取り/サンプリング当選数10万個以上]

基本費用単価

140円 120円

※抽選型のみの改定となります。ご注意

当選数10万個での実施で200万円お得！

例：当選数10万個以上でご実施の場合
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重要｜「友だち追加」オプションの無償提供について

2021年2月1日より、本メニューにおける「友だち追加」オプションの費用を改訂いたしました。

従来、「スタンダードサンプリング for LINE」のみ、本オプションを無償提供しておりましたが、

本メニューにおいても、無償でご提供させていただきます。

※詳しくは「実施費用」のページ（P68）をご参照ください。

応募ユーザー

参加ボタンを押下し、次のページへ遷移する際、
自社のLINE公式アカウントに

友だち登録されます。

オプション費用

200万円 無償提供

友だち追加
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メニュー概要01
スタンダードサンプリング for LINEとは

活用効果

実施フロー

キャンペーン型式について

告知方法

LINE公式アカウント上での告知におけるお願い

キャンペーンレポート
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スタンダードサンプリング for LINEとは

LINEのプラットフォームを利用した、シンプルでご利用頂きやすいサンプリングパッケージです。

LINEユーザーに向けたダイナミックな商品認知と、店頭配布サンプリングのプラットフォームをワンストップで提供します。

新規友だち追加だけでなく、落選したユーザーを含めた全応募者への商品認知と購買意欲の向上に寄与することができます。

LINE公式アカウント、
LINE内の媒体面などから告知

キャンペーンページ
から応募

タイムラインシェア
で認知拡大

※先着/総付け型のみ実施可能となります。

アンケート回答
景品の引換え

流通選択
景品を進呈

応募ユーザー
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実施フロー（スタンダードサンプリング for LINE）
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告知 応募 来店～引換

自社LINE公式アカウント
（トーク画面）

キャンペーン
ページ

オプション

友だち追加

タイムライン
シェア

動画視聴

アンケート取得

抽選型

先着/総付け型

店舗選択 クーポン受取

店舗追加

店舗選択

景品配送

LINEポイント

クーポン受取

はずれ

選択した店舗にて引換

■CVS端末でクーポン発行もしくは、

引換画面をレジスキャン

■配送先登録用のフォームをご提供します。

uid提供

■詳細はお問い合わせください。 ■応募ユーザー情報

（uid）を提供します。

あたり

各告知物

キャンペーン
実施中
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キャンペーン型式について

抽選型（インスタントウィン）と先着／総付け型の２パターンが選択可能です。
※それぞれのパターンで実施できるオプションが異なりますのでご注意ください。

キャンペーンページ
から応募

抽選型（インスタントウィン）※2020年8月以降の実施のみお申し込み可能

先着型／総付け型

抽選 当選

落選
景品の引換え

流通選択
景品を進呈

景品の引換え
流通選択

景品を進呈

実施可能なオプション

実施可能なオプション

タイムラインシェア

SPキャンペーン告知

uid提供

友だち追加

アンケート取得

動画視聴

店舗追加

LINEポイント

景品配送

タイムラインシェア

SPキャンペーン告知

uid提供

友だち追加

アンケート取得

動画視聴

店舗追加

LINEポイント

景品配送

※抽選型はインスタントウィンのみのご提供となります。（事後抽選には対応しておりません）ご注意

「応募してためよう」
セクション掲載

「応募してためよう」
セクション掲載
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景品の受取り型式について

店舗での受取りのほか、「景品配送」オプションをご利用いただくことで、ユーザーの自宅での受取りも可能です。

※店舗受取り型と景品配送型とで料金体系が異なります。詳細はP25～の「実施費用」をご確認ください。

※景品の配送作業は弊社で代行が可能です。詳細は営業担当にお問い合わせください。

ご注意

キャンペーンページ
から応募

店舗受取り型

景品配送型

景品の引換え
流通選択

景品を進呈

配送先へ景品をお届け
（実施企業様での配送のほか、弊社でも代行可能）

選択した店舗にて引換

配送先の登録
（登録用のフォームをご提供します ）
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店舗受取り型｜対象クーポン

店舗受取り型での景品受取は、各流通社が提供するクーポンを利用します。

本サービスで利用が可能なクーポンは以下のとおりです。

※実施にあたっては、実施企業様と流通会社様との商談が前提となりますのでご注意ください。

※2020年5月時点での対象クーポンとなります。最新の情報は担当営業までご連絡ください。ご注意

流通名 クーポン名 概 要

セブン-イレブン セブン-イレブン・クーポン
全国のセブン‐イレブン店舗でご利用いただける電子クーポンサービスです。
お客様が端末（スマートフォン、タブレット等）からURLにアクセスすれば、
バーコード付きのクーポン画面を表示できます。

ローソン ローソンレジ直クーポン
WEB上（スマートフォンやタブレット等）で一次元コードを表示し、直接レジで読む
ことで、Loppiを経由せずに引き換え券の発行・使用が可能になります。

ファミリーマート Famiポートクーポン
Famiポートにお手元のシリアル番号を入力またはQRコードをかざしていただくと、
引換券・割引券などを発行出来るサービスです。
※Famiポート設置店舗に限ります。

ミニストップ Loppiクーポン
MINISTOP Loppiで発券してすぐにそのままお店で使えるお得なクーポン
※MINISTPOP Loppi設置店舗に限ります。

イオン イオン ハッピーゲートクーポン -

セイコーマート - -

サンドラッグ - -
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ご注意｜景表法｜取引付随性に伴う景品価格について

店頭での景品受取りについては、景表法の解釈により景品価格に上限を定める場合がございます。

実施にあたっては、実施企業様および流通会社様のポリシーのご確認をお願いします。

※１セブン-イレブンでの景品受取りは、税込み200円が景品上限となります。

※上記の景表法解釈は、あくまで弊社知見による一例であり、法的責任や担保を一切負わないものとなります。

ご注意

抽選型

先着型

総付け型

流通店舗での受取り

実施企業様自店舗での受取り

景品配送での受取り

景表法適用内：
来店による取引付随

景表法適用内：
来店による取引付随

景表法適用内/外：
試供/値引き/アンケート謝礼

店舗取扱商品の
最低額の20%まで

景品価格の上限

実施流通会社による※１

上限なし

景表法解釈例
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レポートのご提供について

デイリーレポート：希望がある場合、デイリーでお出しいたします。

最終レポート ：キャンペーン終了後、10営業日後を目安に報告させていただきます。

※予告なく報告項目が変更になる可能性がございます。ご注意

基本レポート内容

■デイリーレポート

• 日別キャンペーンページPV数

• 日別応募者数

• 日別当選者数

■最終レポート

• キャンペーン期間

• サンプリング数

• 総応募回数

• 総応募人数(ユニーク)

• 日別キャンペーンページPV数

• 日別応募者数

• 日別タイムライン投稿数

• 流通選択数(全期間の純粋選択回数)

• 日別友だち追加数

• アンケート集計（オプション）
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オプション

※オプションの詳細な仕様等については、別途担当営業へお問い合わせください。ご注意

タイムラインシェア
応募時にキャンペーン情報が自動的タイムラインシェアされます。
※先着/総付け型のみ実施可能となります。

友だち追加 友だちの追加を応募の条件にすることができます。

アンケート取得 キャンペーンの初回応募時にアンケートの設定が可能です。

動画視聴 キャンペーン応募時に、動画コンテンツを視聴させることが可能です。

店舗追加
スーパーなど、セブン‐イレブン、ローソン、ファミリーマート、
ミニストップ以外の流通店舗で実施が可能です。
※実施可能な流通店舗は別途お問い合わせください。

遷移先指定 応募完了画面でLINE外の遷移先を設定するボタンの設置が可能
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オプション

※オプションの詳細な仕様等については、別途担当営業へお問い合わせください。ご注意

LINEポイント
サンプリング商品以外に、複数景品としてLINEポイントを
設定することが可能です。

景品配送 サンプリング商品を直接ユーザーの配送先へお送りすることが可能です。

uid提供
後追いプロモーション用にキャンペーン応募ユーザー情報（uid）を
提供します。

LINE SPキャンペーン LINE 公式アカウントから、
キャンペーンの告知配信が可能です。
※抽選型の場合は実施不可となります。

SPキャンペーン告知

「応募してためよう」セクション掲載

LINEポイントクラブ（旧LINEポイント面）内にあるセクションにて
キャンペーン告知が掲載されます。また、「LINE SP キャンペーン」
LINE公式アカウントからセクションページへのメッセージ配信を行います。
※抽選型の場合は実施不可となります。
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オプション

※オプションの詳細な仕様等については、別途担当営業へお問い合わせください。ご注意

外部データを活用した告知施策
外部データを活用し過去CP参加ユーザーのデリートターゲティング＆
類似拡張配信＆友だち除外セグメントによる、
新規＆キャンペーン参加見込みユーザーへの告知が可能です。

当選者ターゲティング
女性限定キャンペーンなどターゲットを絞ったCPを展開する際に
様々なデータを元にターゲットを除外して当選させる事が可能です。

事後購買調査
TVCM接触・LINEサンプリング参加がどのように事後購買に
貢献したかを調査し、レポーティングいたします。

CPデータ/外部データを元に応募ユーザーをセグメントした
メッセージ配信が可能です。

各種データを活用した
後追いプロモーション

デリタゲ配信
過去CP参加者（過去LINEサンプリング体験ユーザー）など、
特定の属性ユーザー除外したメッセージ配信が可能です。
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実施にあたって02
実施の流れ（キャンペーン全体）

企業・商材可否審査

プラットフォーム可否審査

申し込み方法・商談内容の共有

申し込みメール/キャンセル規定

キャンペーン開始枠・期間について

実施費用

約款
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実施の流れ（キャンペーン全体）

実施までの流れは下記の通りです。
※詳細なスケジュールは別途、提出させていただきます。

申し込みメール
仕様書送付

各種入稿物のご提出

商談共有確認
クーポンコード発注

キャンペーン開始
20営業日前

キャンペーン開始
40営業日前

キャンペーン開始
60営業日前

レポート提出

サンプリング
引き換え期間

終了後10営業日

入稿物を確認後
キャンペーン設定

サンプリング
引き換え期間終了

弊社/LINE社作業

広告主様作業

From:広告主様
To    :弊社

From:弊社
To    :流通各社様

From:広告主様
To    :弊社

From:弊社
To    :広告主様

キャンペーン
開始日

（サンプリング
引き換え期間開始）

※プラットフォーム可否審査通過後に、入稿スケジュールの目安を別途ご連絡しますので、ご確認ください。

※入稿物の提出に遅延が発生した場合はご希望のキャンペーン開始日に実施出来ない可能性がございます。あらかじめご了承ください。

ご注意

事前審査

審査可否回答

From:広告主様
To    :弊社

From:弊社
To    :広告主様
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事前審査

下記のフォーマットで、担当営業宛にメールにてご送付ください。

プラットフォーム可否審査

宛先：担当営業メールアドレス

件名：【審査】代理店名●●/広告主名●●/商材名●●/ スタンダードサンプリング for LINE /●月●日開始

本文：
■審査内容
=====================================
代理店：株式会社●●
広告主様名：株式会社●●
商材名：●●
=====================================
■メニュー名：スタンダードサンプリング for LINE
■応募期間：2020年●月●日（●）13時頃～2020年●月●日（●）12時59分

※土/日/祝の開始は不可。
■引換期間：2020年●月●日（●）～2020年●月●日（●）

■各景品の税抜金額：商品名 ●円
※未定の場合仮名称を記載

■受け取り方法：CVS/配送 （CVSの場合）引換予定CVS名：●●
■景品数：●本
■キャンペーン詳細：アンケートに答えると先着で●●名様に●●をプレゼント
■景品付与方式：抽選/先着/総付け

※会社名・商材名・メニュー名など全て正式名称 でご記載ください。

※LINEポイントを景品とする場合は別途営業宛にご連絡ください。

※レップ様経由のお申し込みの場合は別フォーマットになりますので、別途営業宛にご連絡ください。

ご注意

■オプション
・友だち追加 ： あり/なし
・UID提供 ： あり/なし
・ビデオ ： あり/なし
・アンケート ： あり/なし
・遷移先設定 ： あり/なし
・その他

■その他
LINE公式アカウント：API型公式アカウント
リデザイン移行：新/旧
新規アカウント開設：あり/なし
※新規アカウント開設は、掲載開始の10営業日前までに完了している必要があります。

要開始
60営業日前
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申し込み方法・商談内容の共有

■お申し込みに必要なもの：申し込みメール、仕様書

■期限：キャンペーン開始日の40営業日前まで（引き換え方法によって一部異なる場合がございます）

※申し込みメール受領後に仕様書の変更が発生した場合、ご希望のキャンペーン開始日に実施出来ない可能性がありますので、あらかじめご了承ください。ご注意

要開始
40営業日前

申し込みメール 仕様書

・電通テック社にてキャンペーンページを用意し、キャンペーンページから景品引換用のクーポンコードを配布します。
・クーポンコードをキャンペーンシステムへ登録するため、サンプリングを実施する流通各社へ電通テック社からクーポンコードの発行を依頼します。
・クーポンコード発行を流通各社へ依頼する際に必要となりますので、広告主様と流通各社バイヤー様とで合意された商談内容に基づき記載した

「仕様書」を、事前にお伝えする期日までに電通テック社に提出してください。
・サンプリング対象商品が欠品していた場合の代替商品 or 対策を事前に必ずご連絡ください。

申し込みメール 申し込みメール＋

■申し込み情報
・広告主/代理店
・媒体名
・メニュー名
・キャンペーン期間
・申込金額/内訳詳細
・各種規約の同意 等

■キャンペーン概要】
・流通各社様との合意済み商談内容
・実施要項
・詳細情報
・注意事項
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申し込みメール/キャンセル規定

下記のフォーマットで、申し込みメールに仕様書（事前審査通過後にお渡しします）を添付してご送付ください。

※会社名・商材名・メニュー名など全て正式名称 でご記載ください。
※LINEポイントを景品とする場合は別途営業宛にご連絡ください。
※レップ様経由のお申し込みの場合は別フォーマットになりますので、別途営業宛にご連絡ください。

キャンセル
規定

＜CVS ID発行費＞
・申込書受領後の場合、流通から請求されるID発行費については、全額請求いたします 。
＜期間延期について＞
・掲載延期の場合は、流通のID再発行費用も含めて、正規金額にて再度ご発注をいただきます。

＜キャンペーン費＞
・キャンペーン費については、申込内容FIX 前、且つ掲載開始 4 週間前までであれば請求いたしません。
・申込書受領後、または掲載開始まで4週間を切っていた場合は、最低発注金額500 万円をキャンセル費として

請求いたします 。

申し込みメール

宛先：line-order@dentsutec.co.jp ＋ 担当営業メールアドレス

件名：【申し込み】代理店名●●/広告主名●●/商材名●●

/スタンダードサンプリング for LINE/●月●日開始

本文：
▼発注内容
※当キャンペーンにおける企画内容について、
事前に広告主社内法務確認(景表法等)がとれております。
=====================================
代理店：株式会社●●
広告主様名：株式会社●●
商材名：●●
=====================================
■メニュー名：スタンダードサンプリング for LINE
■応募期間：2020年●月●日（●）13時頃～2020年●月●日（●）12時59分

※土/日/祝の開始は不可。
■引換期間：2020年●月●日（●）～2020年●月●日（●）

■グロス金額（税抜）
①基本キャンペーン費用：●円
②オプション費用合計：●円
③①+②：●円

■オプション※「あり」か「なし」かを記載
・友だち追加●●円 ： あり/なし
・UID提供●●円 ： あり/なし
・ビデオ●●円 ： あり/なし
・アンケート●●円 ： あり/なし
・遷移先設定●●円 ： あり/なし
・その他

■ID発行費（ネット）：●円
（内訳）※「概算」か「確定」を記載

セブンイレブン ：●円×●本（概算/確定）
ローソン ：●円×●本（概算/確定）
ファミリーマート：●円×●本（概算/確定）
ミニストップ ：●円×●本（概算/確定）
その他流通 ：●円×●本（概算/確定）※オプション

■ID管理費（発行費用の15%）：●円
■商品上代請求※代理店から請求が発生する場合は「あり」と記載のうえ請求金額確定後申込 ：あり/なし
========================================
以下の約款に同意のうえ発注いたします。
対象約款：
LINE法人向けサービス基本約款
LINE 公式アカウント個別約款
LINEサンプリング利用条件書
https://www.linebiz.com/jp/terms-and-policies/
LINEサンプリング媒体資料
https://www.linebiz.com/jp/terms-and-policies/
========================================

要開始
40営業日前

mailto:line-order@dentsutec.co.jp
https://www.linebiz.com/jp/terms-and-policies/
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キャンペーン開始枠・期間について

キャンペーン期間は以下の通りです。

ご希望の枠を事前審査時に申しつけください。

１週間（7日間）
※1週間以内、以上での実施をご希望の場合は別途営業宛にご相談ください。キャンペーン期間

火曜日／木曜日の13:00
※実施枠は1枠となるため、既に他社様のキャンペーンが決定している場合は希望開始日に開始できない場合がございます。
※延長を希望される場合は個別にご相談ください。

キャンペーン開始

キャンペーン開始から1週間後の12:59
※特別プランにより、開始日程が異なる場合は別途担当者にお問い合わせください。キャンペーン終了

※同日掲載枠には上限がありますので、事前に空き枠をご確認ください。ご注意
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実施費用｜スタンダードサンプリング for LINE｜通常パッケージ［店舗受取り型/サンプリング当選数10万個以上］

店舗受取り型で10万個以上のサンプリングを実施する際の費用は以下の通りとなります。

実施費用/100,000～ ※当選数により変動

項目 キャンペーン型式 補足 数量 単価 金額（税別）

基本費用① 先着型/総付け型 当選数 140円 当選数×140円

基本費用② 抽選型 当選数 140円 → 120円 当選数×120円

ID発行費 引換時のID 発行費用 発行数
クーポン発行サービスごとの単
価 発行数× 単価

ID管理費 管理費 ID発行費 × 15%

商品代 商品上代（税抜） 想定数量 商品上代 数量×商品上代

※トライアルオプション：「友だち追加」オプションは無償提供となります。

※サンプリング商品の「引き換えクーポン」想定での費用となります。「値引きクーポン」については別途お見積り致します。

※ID発行費は、クーポン発行サービスごとに異なります。

※キャンペーン期間を延長する場合は、別キャンペーンとみなし別料金とさせていただきます。

※同日掲載枠には上限がありますので、事前に空き枠をご確認ください。

ご注意
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実施費用｜スタンダードサンプリング for LINE｜小ロットパッケージ［店舗受取り型/サンプリング当選数10万個未満］

店舗受取り型で10万個未満のサンプリングを実施する際の費用は以下の通りとなります。

実施費用/～99,999個 ※当選数により変動

項目 キャンペーン型式 補足 数量 単価 金額（税別）

基本費用①
当選数20,000未満

先着型/総付け型

オプションメニューを必ず1つ以上
ご発注頂くことが条件となります。
※友だち追加以外で

１つご発注ください。

一式 4,000,000円 4,000,000円

抽選型 一式 4,000,000円 → 3,000,000円 3,000,000円

基本費用②
当選数20,000～49,999

先着型/総付け型 当選数 240円 当選数×240円

抽選型 当選数 240円 → 200円 当選数×200円

基本費用③
当選数50,000～99,999

先着型/総付け型 当選数 200円 当選数×200円

抽選型 当選数 200円 → 160円 当選数×160円

ID発行費 引換時のID 発行費用 発行数 クーポン発行サービスごとの単価 発行数× 単価

ID管理費 管理費 ID発行費 × 15%

商品代 商品上代（税抜） 想定数量 商品上代 数量×商品上代

※トライアルオプション：「友だち追加」オプションは無償提供となります。

※サンプリング商品の「引き換えクーポン」想定での費用となります。「値引きクーポン」については別途お見積り致します。

※ID発行費は、クーポン発行サービスごとに異なります。

※キャンペーン期間を延長する場合は、別キャンペーンとみなし別料金とさせていただきます。

※同日掲載枠には上限がありますので、事前に空き枠をご確認ください。

ご注意
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実施費用｜スタンダードサンプリング for LINE｜景品配送型［自宅受取り］

景品配送型でサンプリングを実施する際の費用は以下の通りとなります。

※キャンペーン期間を延長する場合は、別キャンペーンとみなし別料金とさせていただきます。

※同日掲載枠には上限がありますので、事前に空き枠をご確認ください。

※商品代は含まれておりません。

ご注意

実施費用 ※応募数により変動

項目 キャンペーン型式 補足 数量 単価 金額（税別）

基本費用①：応募数100,000未満 先着型/総付け型/抽選型 オプションメニューを必ず1つ以上
ご発注頂くことが条件となります。
※友だち追加以外で

１つご発注ください。

一式 3,000,000円 3,000,000円

基本費用②：応募数100,000～299,999 先着型/総付け型/抽選型 一式 6,000,000円 6,000,000円

基本費用③：応募数300,000～499,999 先着型/総付け型/抽選型 一式 9,000,000円 9,000,000円

基本費用④：応募数500,000～ 先着型/総付け型/抽選型 一式 12,000,000円 12,000,000円

発送先登録フォーム 一式 500,000円 500,000円

※トライアルオプション：「友だち追加」オプションは無償提供となります。

※景品配送型は、先着・総付け、抽選ともに同一の単価となります。
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実施費用 オプション
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※オプションの仕様等については、別途担当営業へお問い合わせください。

※トライアル価格については、今後変更の可能性がございます。

ご注意

オプション

項目 補足 数量 単価 金額（税別）

景品一覧＆
インセンティブリマインダー

獲得した景品の一覧ページ掲載と
景品引換のリマインドをユーザー毎に実施することが可能です。 一式 トライアル価格 無償提供

タイムラインシェア
応募時にキャンペーン情報が自動的タイムラインシェアされます。
※先着/総付け型のみ実施可能となります。 一式 トライアル価格 無償提供

友だち追加 友だちの追加を応募の条件にすることができます。 一式 トライアル価格 無償提供

アンケート取得 キャンペーンの初回応募時にアンケートの設定が可能です。 一式 トライアル価格 300万円

動画視聴 キャンペーン応募時に、動画コンテンツを視聴させることが可能です。一式 トライアル価格 300万円

店舗追加

スーパーなど、セブン‐イレブン、ローソン、ファミリーマート、
ミニストップ以外の流通店舗で実施が可能です。
※実施可能な流通店舗は別途お問い合わせください。

一式 トライアル価格 都度お見積り

遷移先設定 応募完了画面でLINE外の遷移先を設定するボタンの設置が可能 一式 トライアル価格 200万円
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実施費用 オプション
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※オプションの仕様等については、別途担当営業へお問い合わせください。

※トライアル価格については、今後変更の可能性がございます。

ご注意

オプション

項目 補足 数量 単価 金額（税別）

LINEポイント
サンプリング商品以外に、複数景品としてLINEポイントを
設定することが可能です。 一式 トライアル価格 100万円～

問い合わせ事務局
ユーザーからのキャンペーンに関する
お問い合わせ対応を代行します。
※詳細はP35をご参照ください。

1か月 トライアル価格 50万

景品配送
サンプリング商品を直接ユーザーの配送先へ
お送りすることが可能です。
※詳細はP35をご参照ください

1個 トライアル価格
1,000円～

(実費）

uid提供
後追いプロモーション用にキャンペーン応募ユーザー情報（uid）を
提供します。 一式 トライアル価格 200万円

SPキャンペーン告知

「LINE SPキャンペーン」 LINE 公式アカウントから、
キャンペーンの告知配信が可能です。
※抽選型の場合は実施不可となります。

一式 トライアル価格 500万円

「応募してためよう」
セクション掲載

LINEポイントクラブ（旧LINEポイント面）内にある
セクションにてキャンペーン告知が掲載されます。
また、「LINE SP キャンペーン」LINE公式アカウントから
セクションページへのメッセージ配信を行います。
※抽選型の場合は実施不可となります。

一式 トライアル価格 200万円
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実施費用 オプション
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※オプションの仕様等については、別途担当営業へお問い合わせください。

※トライアル価格については、今後変更の可能性がございます。

ご注意

オプション

項目 補足 数量 単価 金額（税別）

外部データを活用した告知施策

外部データを活用し過去CP参加ユーザーのデリートターゲティング
＆類似拡張配信＆友だち除外セグメントによる、
新規＆キャンペーン参加見込みユーザーへの告知が可能です。

一式 トライアル価格 都度お見積り

当選者ターゲティング
女性限定キャンペーンなどターゲットを絞ったCPを展開する際に
様々なデータを元にターゲットを除外して当選させる事が可能です。 一式 トライアル価格 都度お見積り

事後購買調査
TVCM接触・LINEサンプリング参加がどのように事後購買に
貢献したかを調査し、レポーティングいたします。 一式 トライアル価格 都度お見積り

デリタゲ配信
過去CP参加者（過去LINEサンプリング体験ユーザー）など、
特定の属性ユーザー除外したメッセージ配信が可能です。 一式 トライアル価格 都度お見積り

各種データを活用した
後追いプロモーション

CPデータ/外部データを元に応募ユーザーをセグメントした
メッセージ配信が可能です。 一式 トライアル価格 都度お見積り
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ご参考｜問い合わせ事務局・景品配送オプションについて

ユーザーからのキャンペーンに関するお問い合わせ対応と、

サンプリング商品を直接ユーザーの配送先へお送りすることが可能です。

項目 補足 数量 単価 金額（税別）

問い合わせ事務局

受付時間：土日祝日を除く平日10時～17時
開局期間：1ヵ月間（20営業日）
1ヵ月あたり受電数60件までとなります。
(61件以上は従量課金(1件：¥3,000～)で費用が発生します)
※施策に関する個別問い合わせ対応資料は、入稿シートをもとに

下記記載の定型のもので準備させていただく想定です。
※以下事務作業に関わるものに関しては事務局にてご用意した定型のものを使用となります。
カスタマイズが必要な場合には別途御見積をご提出させて頂きます。

●応募規約／事務局マニュアル／エスカレーションシート／週報 等
※事務局はお電話での想定でおりますがメール事務局も承っております。

50万円/1ヵ月ごと

景品発送費
＜準備作業・運賃＞

挨拶状印刷費(A4モノクロ)/資材費(無地茶段ボール) /梱包費/伝票出力･貼り作業/発送費
を含みます。
景品は指定倉庫へご納品ください。
賞品は3側面合計サイズが60サイズかつ重量は2kg以内の賞品を想定しています。
沖縄・離島住所の方は別単価となります
※景品入荷後、入荷箱のまま発送できる場合には別途御見積をご提出させて頂きます。
※右記金額は景品～1,000個の想定となります。1,001～以上の場合には

別途別途御見積をご提出させて頂きます。
※景品サイズが80サイズ以上の場合には別途御見積をご提出させて頂きます。
※挨拶状は完全データ御支給願います。

1,000円/1個

※ご与件に応じたカスタマイズも可能です。詳細は担当営業までご相談ください。ご注意



© DENTSU TEC INC. 37

ご参考｜景品一覧＆インセンティブリマインダーについて

獲得した景品の一覧ページ掲載と景品引換のリマインドをユーザー毎に実施することが可能です。

※「LINE SPキャンペーンお知らせ」LINE公式アカウントからの配信タイミングはご指定できません。ご注意
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ご参考｜SPキャンペーン告知について

※「LINE SPキャンペーン」LINE公式アカウントからの配信タイミングはご指定できません。ご注意

お知らせ：LINEサービスの公式アカウントメッセージにおける、送信仕様改善

LINEでは、より快適なユーザーコミュニケーション環境を目的として、メッセージ受信環境の改善をしています。

2020年7月から改善の一環として、LINEファミリーサービスのLINE公式アカウントから配信するメッセージに、特定のアルゴリズムで

ターゲティング配信をする仕様に変更となりました。

ターゲティング配信の適用により、これまで反応されていたユーザーには、引き続きメッセージが配信され、無反応ユーザーへ

配信されない仕様となります。

これにより、LINE全体でのメッセージ反応率の向上と共に、従来LINEファミリーサービスのメッセージ配信に埋もれてしまう可能性が

あった広告主様のLINE公式アカウントの通知や反応率向上を期待しております。あらかじめ、ご理解いただけますと幸いです。

※過去に同公式アカウントから配信されたメッセージに対して無反応のユーザーに配信されない仕様となります。

※無反応ユーザーは、メッセージ開封率や反応率などを元にLINE公式アカウント別に判定しており、詳細のアルゴリズムは非開示となります。

※仕様変更は、LINEファミリーサービスのLINE公式アカウントのみに適用され、広告主様のLINE公式アカウントには影響ございません。
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ご参考｜LINEポイントクラブ「応募してためよう」セクションについて

LINEポイントクラブ（旧LINEポイント面）内にあるセクションにて実施キャンペーンが掲載されます。

「LINE SP キャンペーン」LINE公式アカウントからのセクションページへのメッセージ配信を行います。

※LINEポイントクラブの掲載イメージとなります。実際の表記と異なる場合がございます。

※「LINE SPキャンペーン」LINE公式アカウントからの配信タイミングはご指定できません。

ご注意

LINEポイントクラブ（旧LINEポイント面）TOP

応募してためよう

「応募してためよう」セクションへの誘導

LINE SP キャンペーン
LINE公式アカウント

応募してためようセクション

〇〇〇キャンペーン

●●がもれなくもらえるキャンペーン

〇〇〇キャンペーン

●●がもれなくもらえるキャンペーン

〇〇〇キャンペーン

●●がもれなくもらえるキャンペーン

〇〇〇キャンペーン

●●がもれなくもらえるキャンペーン

応募してためよう

総友だち数

2,200万人

以上
*2020年4月10日

時点
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ご参考｜LINEポイントクラブ「応募してためよう」セクションについて

LINEポイントクラブ「応募してためよう」セクション詳細

※LINEポイントクラブの掲載イメージとなります。実際の表記と異なる場合がございます。

※「LINE SPキャンペーン」LINE公式アカウントからの配信タイミングはご指定できません。

ご注意

項目 仕様

保証形式 掲載保証

掲載面 LINEポイントクラブ 「応募してためよう」セクション内掲載

掲載期間
1週間 （キャンペーン開始日の11時から掲載開始）
※掲載開始日は平日のみ・土日祝日不可

通常価格(税別)

200万円
※2020年12月末開始まで 以降は価格変更する可能性があります。
10代除外セグメント（酒類など）

ご利用条件
・抽選要素を伴わないキャンペーンであること。
・全国エリアを対象としたキャンペーンであること。

注意事項

・本サービスをご利用の際は企業商材審査、クリエイティブ審査が必要となります。
・抽選を伴うキャンペーンを実施される際にはご利用いただけません。
・各クリエイティブには「抽選」「当たる」「懸賞」「チャンス」などのギャンブル性のある表現は使用出来ません。予めご了承くださ
い。
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約款

事前に以下の約款内容をご確認のうえ、お申し込みのほど、宜しくお願い申し上げます。

約款

・LINE 法人向けサービス 基本約款

・LINE_ 公式アカウント 個別約款

https://www.linebiz.com/jp/terms-and-policies/

・LINE サンプリング利用条件

※別途お渡しいたします。

https://www.linebiz.com/jp/terms-and-policies/
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よくあるご質問03
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FAQ

キャンペーンについて

Q.キャンペーンの申し込み方法を教えてください。

A.まずはLINE社の可否審査をご依頼ください。審査通過後、広告主様自身にて流通様へのキャンペーン実施の合意形成をお願いいたします。

その後、弊社指定の仕様書にてキャンペーン実施40営業日前まで（ローソン・ミニストップを選択の場合10週間前まで）にお申込し込みをお願いいたします。

Q.キャンペーンの告知はどのように行いますか？

A.キャンペーンの告知はあらゆる媒体から可能です。ただし、流入数によってアクセスが混雑する場合がございますので、大量流入が見込まれる場合には事前にお知らせください。

また、「LINE SPキャンペーン」LINE公式アカウントやキャンペーン一覧ページからの告知については、抽選型の場合は実施が不可となります。

予めご了承ください。なお、先着/総付け型をご希望の場合は詳細について別途ご案内させていただきます。

Q.キャンペーンの事務局はどこが運用しますか？

A.広告主様（あるいは広告代理店様）側にて運用をお願いしております。

Q.キャンペーンのスケジュールを教えてください。

A.おおまかな流れについては当媒体資料をご確認下さい。詳細なスケジュールに関しては、審査回答時に弊社より改めてご案内させていただきます。

Q.キャンペーンの実施期間を教えてください。

A.キャンペーンの実施期間は最大7日間までとなります。キャンペーン開始は火曜日または木曜日の13:00となります。（祝日は不可）

Q.キャンペーン開始前にデモ画面や動作確認をすることは可能ですか？

A.不可となります。
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FAQ

オプションについて

Q.uid提供（後追いプロモーション）を利用するには何が必要ですか？

A.LINE公式アカウントをご用意ください。

（LINE公式アカウントについては、媒体資料を必ずご確認ください。）

Q.友だち追加オプションを利用するには何が必要ですか？

A.LINE公式アカウントをご用意ください。（LINE公式アカウントについては、媒体資料を必ずご確認ください。）

友だち追加できる対象のアカウントは１つのみで、キャンペーン告知を行うアカウントと同様にしてください。

入稿について、その他

Q.入稿物について教えてください。

A.実施確定後に弊社よりお送りする入稿シートに沿ってご入稿ください。

また、原則LINE社のクリエティブ審査が下りたもののみご入稿ください。

Q.キャンペーン概要ページ内で外部リンクに飛ばすことはできますか？

A.原則としてはできません。どうしても必要な場合、個別にご相談ください。

Q.キャンペーン期間直前・期間中の差替えはできますか？

A.原則としてはできません。どうしても必要な場合、個別にご相談ください。

Q.LINEアプリ、OSの対応環境について知りたい。

A.LINEアプリは最新バージョンでご利用ください。OS環境はLINE社のヘルプセンターよりご確認下さい。

フィーチャーフォンおよびタブレット、その他のOSには対応しておりません。
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[Appendix] LINE for Biz Solutions Channels

LINE Biz-Solutionsの情報を以下のチャネルから発信しております。

ぜひこちらもご確認ください。
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重要｜実施費用の一部改訂について

2020年6月22日より、本メニューにおける「抽選型」の基本費用を改訂いたしました。

従来よりもディスカウントしてのご提供となりますので、実施の際はぜひご検討ください。

※以下は１例となります。詳しくは「実施費用」のページ（P61～63）をご参照ください。

友だちシェアサンプリング for LINE
通常パッケージ｜抽選型
[店舗受取り/サンプリング当選数10万個以上]

基本費用単価

160円 140円

※抽選型のみの改定となります。ご注意

当選数10万個での実施で200万円お得！

例：当選数10万個以上でご実施の場合
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重要｜「友だち追加」オプションの無償提供について

2021年2月1日より、本メニューにおける「友だち追加」オプションの費用を改訂いたしました。

従来、「スタンダードサンプリング for LINE」のみ、本オプションを無償提供しておりましたが、

本メニューにおいても、無償でご提供させていただきます。

※詳しくは「実施費用」のページ（P68）をご参照ください。

応募ユーザー

参加ボタンを押下し、次のページへ遷移する際、
自社のLINE公式アカウントに

友だち登録されます。

オプション費用

200万円 無償提供

友だち追加
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メニュー概要01
友だちシェアサンプリング for LINEとは

実施フロー

景品在庫状況による画面遷移について

キャンペーン型式について

オプション

キャンペーンレポート

告知方法

LINE公式アカウント上での告知におけるお願い
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友だちシェアサンプリング for LINEとは

LINEのプラットフォームを利用した、友だちシェア型のサンプリングパッケージです。

ユーザーは、サンプリング景品を友だちにシェアすることでキャンペーンに参加することができます。

キャンペーン応募者を起点にした拡散を行うことによって、短期間で効率的な認知拡大と商品トライアルが可能になります。

LINE公式アカウント、
LINE内の媒体面などから告知

キャンペーンページ
から参加

タイムラインシェア
で認知拡大

※先着/総付け型のみ実施可能となります。

友だちを選択して
景品をシェアして応募

※シェア数には上限があります。

アンケート回答
景品の引換え

流通選択
景品を進呈

応募ユーザーから
景品シェアを受信

景品の引換え
流通選択

景品を進呈

応募ユーザー

友だち

抽選 or 先着
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活用効果

LINEならではの「友だち」からのシェアだからこそできる、

高いメッセージ開封率、応募率で、実施キャンペーンの広い認知と応募数向上を実現します。

LINEメッセージの受信により、商品認知や購入意向が高まる。

出典：飲料系 公式アカウント 「マクロミル調査」より

ユーザー自身の

「友だち」からの

メッセージであれば、

更なる認知・応募意向の

向上が期待できます。

知っていて
飲用した事がある

知っていて
飲用した事がある

飲用した事はないが
知っている

飲用した事はないが
知っている

飲みたい

飲みたい

非常に飲みたい
非常に飲みたい
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実施フロー（友だちシェアサンプリング for LINE）

52

告知 応募 来店～引換

自社LINE公式アカウント
（トーク画面）

各告知物

キャンペーン
ページ

オプション

友だち追加

タイムライン
シェア

動画視聴

アンケート取得

抽選型

先着/総付け型

店舗選択 クーポン受取

店舗追加

店舗選択

景品配送

LINEポイント

クーポン受取

はずれ

選択した店舗にて引換

■CVS端末でクーポン発行もしくは、

引換画面をレジスキャン

■配送先登録用のフォームをご提供します。

友だちシェア

友だちに送る

uid提供

■詳細はお問い合わせください。 ■応募ユーザー情報

（uid）を提供します。

あたり

キャンペーン
実施中
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キャンペーン型式について

抽選型（インスタントウィン）と先着／総付け型の２パターンが選択可能です。
※それぞれのパターンで実施できるオプションが異なりますのでご注意ください。

キャンペーンページ
から応募

抽選型（インスタントウィン）※2020年8月以降の実施のみお申し込み可能

先着型／総付け

抽選 当選

落選
景品の引換え

流通選択
景品を進呈

景品の引換え
流通選択

景品を進呈
友だちを選択して、

キャンペーン情報をシェア

実施可能なオプション

実施可能なオプション

タイムラインシェア

uid提供

友だち追加

アンケート取得

動画視聴

店舗追加

LINEポイント

景品配送

タイムラインシェア

uid提供

友だち追加

アンケート取得

動画視聴

店舗追加

LINEポイント

景品配送

※抽選型式はインスタントウィンのみのご提供となります。（事後抽選には対応しておりません）

※友だちへのシェア数には上限があります。詳細は別途営業担当までご連絡ください。

ご注意

友だちを選択して、
キャンペーン情報をシェア

SPキャンペーン告知

SPキャンペーン告知

「応募してためよう」
セクション掲載

「応募してためよう」
セクション掲載



© DENTSU TEC INC. 54

景品の受取り型式について

店舗での受取りのほか、「景品配送」オプションをご利用いただくことで、ユーザーの自宅での受取りも可能です。

※店舗受取り型と景品配送型とで料金体系が異なります。詳細はP53～の「実施費用」をご確認ください。

※景品の配送作業は弊社で代行が可能です。詳細は営業担当にお問い合わせください。

ご注意

キャンペーンページ
から応募

店舗受取り型

景品配送型

景品の引換え
流通選択

景品を進呈

配送先へ景品をお届け
（実施企業様での配送のほか、弊社でも代行可能）

選択した店舗にて引換

配送先の登録
（登録用のフォームをご提供します ）
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店舗受取り型｜対象クーポン

店舗受取り型での景品受取は、各流通社が提供するクーポンを利用します。

本サービスで利用が可能なクーポンは以下のとおりです。

※実施にあたっては、実施企業様と流通会社様との商談が前提となりますのでご注意ください。

※2020年5月時点での対象クーポンとなります。最新の情報は担当営業までご連絡ください。ご注意

流通名 クーポン名 概 要

セブン-イレブン セブン-イレブン・クーポン
全国のセブン‐イレブン店舗でご利用いただける電子クーポンサービスです。
お客様が端末（スマートフォン、タブレット等）からURLにアクセスすれば、
バーコード付きのクーポン画面を表示できます。

ローソン ローソンレジ直クーポン
WEB上（スマートフォンやタブレット等）で一次元コードを表示し、直接レジで読む
ことで、Loppiを経由せずに引き換え券の発行・使用が可能になります。

ファミリーマート Famiポートクーポン
Famiポートにお手元のシリアル番号を入力またはQRコードをかざしていただくと、
引換券・割引券などを発行出来るサービスです。
※Famiポート設置店舗に限ります。

ミニストップ Loppiクーポン
MINISTOP Loppiで発券してすぐにそのままお店で使えるお得なクーポン
※MINISTPOP Loppi設置店舗に限ります。

イオン イオン ハッピーゲートクーポン -

セイコーマート - -

サンドラッグ - -
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ご注意｜景表法｜取引付随性に伴う景品価格について

店頭での景品受取りについては、景表法の解釈により景品価格に上限を定める場合がございます。

実施にあたっては、実施企業様および流通会社様のポリシーのご確認をお願いします。

※１セブン-イレブンでの景品受取りは、税込み200円が景品上限となります。

※上記の景表法解釈は、あくまで弊社知見による一例であり、法的責任や担保を一切負わないものとなります。

ご注意

抽選型

先着型

総付け型

流通店舗での受取り

実施企業様自店舗での受取り

景品配送での受取り

景表法適用内：
来店による取引付随

景表法適用内：
来店による取引付随

景表法適用内/外：
試供/値引き/アンケート謝礼

店舗取扱商品の
最低額の20%まで

景品価格の上限

実施流通会社による※１

上限なし

景表法解釈例
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レポートのご提供について

デイリーレポート：希望がある場合、デイリーでお出しいたします。

最終レポート ：キャンペーン終了後、10営業日後を目安に報告させていただきます。

※予告なく報告項目が変更になる可能性がございます。ご注意

基本レポート内容

■デイリーレポート

• 日別キャンペーンページPV数

• 日別応募者数

• 日別当選者数

■最終レポート

• キャンペーン期間

• サンプリング数

• 総応募回数

• 総応募人数(ユニーク)

• 日別キャンペーンページPV数

• 日別応募者数

• 日別タイムライン投稿数

• 流通選択数(全期間の純粋選択回数)

• 日別友だち追加数

• アンケート集計（オプション）
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オプション

※オプションの詳細な仕様等については、別途担当営業へお問い合わせください。ご注意

タイムラインシェア
応募時にキャンペーン情報が自動的タイムラインシェアされます。
※先着/総付け型のみ実施可能となります。

友だち追加 友だちの追加を応募の条件にすることができます。

アンケート取得 キャンペーンの初回応募時にアンケートの設定が可能です。

動画視聴 キャンペーン応募時に、動画コンテンツを視聴させることが可能です。

店舗追加
スーパーなど、セブン‐イレブン、ローソン、ファミリーマート、
ミニストップ以外の流通店舗で実施が可能です。
※実施可能な流通店舗は別途お問い合わせください。

遷移先指定 応募完了画面でLINE外の遷移先を設定するボタンの設置が可能
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オプション

※オプションの詳細な仕様等については、別途担当営業へお問い合わせください。ご注意

LINEポイント
サンプリング商品以外に、複数景品としてLINEポイントを
設定することが可能です。

景品配送 サンプリング商品を直接ユーザーの配送先へお送りすることが可能です。

uid提供
後追いプロモーション用にキャンペーン応募ユーザー情報（uid）を
提供します。

SPキャンペーン告知

「応募してためよう」セクション掲載

LINE SPキャンペーン LINE 公式アカウントから、
キャンペーンの告知配信が可能です。
※抽選型の場合は実施不可となります。

LINEポイントクラブ（旧LINEポイント面）内にあるセクションにて
キャンペーン告知が掲載されます。また、「LINE SP キャンペーン」
LINE公式アカウントからセクションページへのメッセージ配信を行います。
※抽選型の場合は実施不可となります。
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オプション

※オプションの詳細な仕様等については、別途担当営業へお問い合わせください。ご注意

外部データを活用した告知施策
外部データを活用し過去CP参加ユーザーのデリートターゲティング＆
類似拡張配信＆友だち除外セグメントによる、
新規＆キャンペーン参加見込みユーザーへの告知が可能です。

当選者ターゲティング
女性限定キャンペーンなどターゲットを絞ったCPを展開する際に
様々なデータを元にターゲットを除外して当選させる事が可能です。

事後購買調査
TVCM接触・LINEサンプリング参加がどのように事後購買に
貢献したかを調査し、レポーティングいたします。

CPデータ/外部データを元に応募ユーザーをセグメントした
メッセージ配信が可能。

各種データを活用した
後追いプロモーション

デリタゲ配信
過去CP参加者（過去LINEサンプリング体験ユーザー）など、
特定の属性ユーザー除外したメッセージ配信が可能です。
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実施にあたって02
実施の流れ（キャンペーン全体）

企業・商材可否審査

プラットフォーム可否審査

申し込み方法・商談内容の共有

申し込みメール/キャンセル規定

キャンペーン開始枠・期間について

実施費用

約款



© DENTSU TEC INC. 62

実施の流れ（キャンペーン全体）

実施までの流れは下記の通りです。
※詳細なスケジュールは別途、提出させていただきます。

申し込みメール
仕様書送付

各種入稿物のご提出

商談共有確認
クーポンコード発注

キャンペーン開始
20営業日前

キャンペーン開始
40営業日前

キャンペーン開始
60営業日前

レポート提出

サンプリング
引き換え期間

終了後10営業日

入稿物を確認後
キャンペーン設定

サンプリング
引き換え期間終了

弊社/LINE社作業

広告主様作業

From:広告主様
To    :弊社

From:弊社
To    :流通各社様

From:広告主様
To    :弊社

From:弊社
To    :広告主様

キャンペーン
開始日

（サンプリング
引き換え期間開始）

※プラットフォーム可否審査通過後に、入稿スケジュールの目安を別途ご連絡しますので、ご確認ください。

※入稿物の提出に遅延が発生した場合はご希望のキャンペーン開始日に実施出来ない可能性がございます。あらかじめご了承ください。

ご注意

事前審査

審査可否回答

From:広告主様
To    :弊社

From:弊社
To    :広告主様
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事前審査

下記のフォーマットで、担当営業宛にメールにてご送付ください。

プラットフォーム可否審査

宛先：担当営業メールアドレス

件名：【審査】代理店名●●/広告主名●●/商材名●●/友だちシェアサンプリング for LINE/●月●日開始

本文：
■審査内容
=====================================
代理店：株式会社●●
広告主様名：株式会社●●
商材名：●●
=====================================
■メニュー名：友だちシェアサンプリング for LINE
■応募期間：2020年●月●日（●）13時頃～2020年●月●日（●）12時59分

※土/日/祝の開始は不可。
■引換期間：2020年●月●日（●）～2020年●月●日（●）

■各景品の税抜金額：商品名 ●円
※未定の場合仮名称を記載

■受け取り方法：CVS/配送 （CVSの場合）引換予定CVS名：●●
■景品数：●本
■キャンペーン詳細：アンケートに答えると先着で●●名様に●●をプレゼント
■景品付与方式：抽選/先着/総付け

※会社名・商材名・メニュー名など全て正式名称 でご記載ください。

※LINEポイントを景品とする場合は別途営業宛にご連絡ください。

※レップ様経由のお申し込みの場合は別フォーマットになりますので、別途営業宛にご連絡ください。

ご注意

■オプション
・友だち追加 ： あり/なし
・UID提供 ： あり/なし
・ビデオ ： あり/なし
・アンケート ： あり/なし
・遷移先設定 ： あり/なし
・その他

■その他
LINE公式アカウント：API型公式アカウント
リデザイン移行：新/旧
新規アカウント開設：あり/なし
※新規アカウント開設は、掲載開始の10営業日前までに完了している必要があります。

要開始
60営業日前
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申し込み方法・商談内容の共有

■お申し込みに必要なもの：申し込みメール、仕様書

■期限：キャンペーン開始日の40営業日前まで（引き換え方法によって一部異なる場合がございます）

※申し込みメール受領後に仕様書の変更が発生した場合、ご希望のキャンペーン開始日に実施出来ない可能性がありますので、あらかじめご了承ください。ご注意

要開始
40営業日前

申し込みメール 仕様書

・電通テック社にてキャンペーンページを用意し、キャンペーンページから景品引換用のクーポンコードを配布します。
・クーポンコードをキャンペーンシステムへ登録するため、サンプリングを実施する流通各社へ電通テック社からクーポンコードの発行を依頼します。
・クーポンコード発行を流通各社へ依頼する際に必要となりますので、広告主様と流通各社バイヤー様とで合意された商談内容に基づき記載した

「仕様書」を、事前にお伝えする期日までに電通テック社に提出してください。
・サンプリング対象商品が欠品していた場合の代替商品 or 対策を事前に必ずご連絡ください。

申し込みメール 申し込みメール＋

■申し込み情報
・広告主/代理店
・媒体名
・メニュー名
・キャンペーン期間
・申込金額/内訳詳細
・各種規約の同意 等

■キャンペーン概要】
・流通各社様との合意済み商談内容
・実施要項
・詳細情報
・注意事項
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申し込みメール/キャンセル規定

下記のフォーマットで、申し込みメールに仕様書（事前審査通過後にお渡しします）を添付してご送付ください。

※会社名・商材名・メニュー名など全て正式名称 でご記載ください。
※LINEポイントを景品とする場合は別途営業宛にご連絡ください。
※レップ様経由のお申し込みの場合は別フォーマットになりますので、別途営業宛にご連絡ください。

キャンセル
規定

＜CVS ID発行費＞
・申込書受領後の場合、流通から請求されるID発行費については、全額請求いたします 。
＜期間延期について＞
・掲載延期の場合は、流通のID再発行費用も含めて、正規金額にて再度ご発注をいただきます。

＜キャンペーン費＞
・キャンペーン費については、申込内容FIX 前、且つ掲載開始 4 週間前までであれば請求いたしません。
・申込書受領後、または掲載開始まで4週間を切っていた場合は、最低発注金額500 万円をキャンセル費として

請求いたします 。

申し込みメール

宛先：line-order@dentsutec.co.jp ＋ 担当営業メールアドレス

件名：【申し込み】代理店名●●/広告主名●●/商材名●●

/友だちシェアサンプリング for LINE/●月●日開始

本文：
▼発注内容
※当キャンペーンにおける企画内容について、
事前に広告主社内法務確認(景表法等)がとれております。
=====================================
代理店：株式会社●●
広告主様名：株式会社●●
商材名：●●
=====================================
■メニュー名：友だちシェアサンプリング for LINE
■応募期間：2020年●月●日（●）13時頃～2020年●月●日（●）12時59分

※土/日/祝の開始は不可。
■引換期間：2020年●月●日（●）～2020年●月●日（●）

■グロス金額（税抜）
①基本キャンペーン費用：●円
②オプション費用合計：●円
③①+②：●円

■オプション※「あり」か「なし」かを記載
・友だち追加●●円 ： あり/なし
・UID提供●●円 ： あり/なし
・ビデオ●●円 ： あり/なし
・アンケート●●円 ： あり/なし
・遷移先設定●●円 ： あり/なし
・その他

■ID発行費（ネット）：●円
（内訳）※「概算」か「確定」を記載

セブンイレブン ：●円×●本（概算/確定）
ローソン ：●円×●本（概算/確定）
ファミリーマート：●円×●本（概算/確定）
ミニストップ ：●円×●本（概算/確定）
その他流通 ：●円×●本（概算/確定）※オプション

■ID管理費（発行費用の15%）：●円
■商品上代請求※代理店から請求が発生する場合は「あり」と記載のうえ請求金額確定後申込 ：あり/なし
========================================
以下の約款に同意のうえ発注いたします。
対象約款：
LINE法人向けサービス基本約款
LINE 公式アカウント個別約款
LINEサンプリング利用条件書
https://www.linebiz.com/jp/terms-and-policies/
LINEサンプリング媒体資料
https://www.linebiz.com/jp/terms-and-policies/
========================================

要開始
40営業日前

mailto:line-order@dentsutec.co.jp
https://www.linebiz.com/jp/terms-and-policies/
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キャンペーン開始枠・期間について

キャンペーン期間は以下の通りです。

ご希望の枠を事前審査時に申しつけください。

１週間（7日間）
※1週間以内、以上での実施をご希望の場合は別途営業宛にご相談ください。キャンペーン期間

火曜日／木曜日の13:00
※実施枠は1枠となるため、既に他社様のキャンペーンが決定している場合は希望開始日に開始できない場合がございます。
※延長を希望される場合は個別にご相談ください。

キャンペーン開始

キャンペーン開始から1週間後の12:59
※特別プランにより、開始日程が異なる場合は別途担当者にお問い合わせください。キャンペーン終了

※同日掲載枠には上限がありますので、事前に空き枠をご確認ください。ご注意
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項目 キャンペーン型式 補足 数量 単価 金額（税別）

基本費用① 先着型/総付け型 当選数 160円 当選数×160円

基本費用② 抽選型 当選数 160円 → 140円 当選数×140円

ID発行費 引換時のID 発行費用 発行数
クーポン発行サービスごとの単
価 発行数× 単価

ID管理費 管理費 ID発行費 × 15%

商品代 商品上代（税抜） 想定数量 商品上代 数量×商品上代

67

実施費用｜友だちシェアサンプリング for LINE｜通常パッケージ［店舗受取り/サンプリング当選数10万個以上］

店舗受取り型で10万個以上のサンプリングを実施する際の費用は以下の通りとなります。

※サンプリング商品の「引き換えクーポン」想定での費用となります。「値引きクーポン」については別途お見積り致します。

※ID発行費は、クーポン発行サービスごとに異なります。

※キャンペーン期間を延長する場合は、別キャンペーンとみなし別料金とさせていただきます。

※同日掲載枠には上限がありますので、事前に空き枠をご確認ください。

ご注意

基本費用/100,000～ ※当選数により変動
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項目 キャンペーン型式 補足 数量 単価 金額（税別）

基本費用①
当選数20,000未満

先着型/総付け型

オプションメニューを必ず1つ以上
ご発注頂くことが条件となります。

一式 4,500,000円 4,500,000円

抽選型 一式 5,000,000円 → 4,000,000円 4,000,000円

基本費用②
当選数20,000～49,999

先着型/総付け型 当選数 260円 当選数×260円

抽選型 当選数 260円 → 220円 当選数×220円

基本費用③
当選数50,000～99,999

先着型/総付け型 当選数 220円 当選数×220円

抽選型 当選数 220円 → 180円 当選数×180円

ID発行費 引換時のID 発行費用 発行数 クーポン発行サービスごとの単価 発行数× 単価

ID管理費 管理費 ID発行費 × 15%

商品代 商品上代（税抜） 想定数量 商品上代 数量×商品上代

68

実施費用｜友だちシェアサンプリング for LINE｜小ロットパッケージ［店舗受取り/サンプリング当選数10万個未満］

店舗受取り型で10万個未満のサンプリングを実施する際の費用は以下の通りとなります。

実施費用/～99,999個 ※当選数により変動

※サンプリング商品の「引き換えクーポン」想定での費用となります。「値引きクーポン」については別途お見積り致します。

※ID発行費は、クーポン発行サービスごとに異なります。

※キャンペーン期間を延長する場合は、別キャンペーンとみなし別料金とさせていただきます。

※同日掲載枠には上限がありますので、事前に空き枠をご確認ください。

ご注意



© DENTSU TEC INC.

項目 キャンペーン型式 補足 数量 単価 金額（税別）

基本費用①：応募数100,000未満 先着型/総付け型/抽選型
オプションメニューを必ず1つ以上
ご発注頂くことが条件となります。

一式 3,500,000円 3,500,000円

基本費用②：応募数100,000～299,999 先着型/総付け型/抽選型 一式 6,500,000円 6,500,000円

基本費用③：応募数300,000～499,999 先着型/総付け型/抽選型 一式 9,500,000円 9,500,000円

基本費用④：応募数500,000～ 先着型/総付け型/抽選型 一式 13,000,000円 13,000,000円

発送先登録フォーム 一式 500,000円 500,000円

69

実施費用｜友だちシェアサンプリング for LINE｜景品配送型［自宅受取り］

景品配送型でサンプリングを実施する際の費用は以下の通りとなります。

※キャンペーン期間を延長する場合は、別キャンペーンとみなし別料金とさせていただきます。

※同日掲載枠には上限がありますので、事前に空き枠をご確認ください。

※商品代は含まれておりません。

ご注意

実施費用 ※応募数により変動
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実施費用 オプション

70

※オプションの仕様等については、別途担当営業へお問い合わせください。

※トライアル価格については、今後変更の可能性がございます。

ご注意

オプション

項目 補足 数量 単価 金額（税別）

景品一覧＆
インセンティブリマインダー

獲得した景品の一覧ページ掲載と
景品引換のリマインドをユーザー毎に実施することが可能です。 一式 トライアル価格 無償提供

タイムラインシェア
応募時にキャンペーン情報が自動的タイムラインシェアされます。
※先着/総付け型のみ実施可能となります。 一式 トライアル価格 無償提供

友だち追加 友だちの追加を応募の条件にすることができます。 一式 トライアル価格 無償提供

アンケート取得 キャンペーンの初回応募時にアンケートの設定が可能です。 一式 トライアル価格 300万円

動画視聴 キャンペーン応募時に、動画コンテンツを視聴させることが可能です。一式 トライアル価格 300万円

店舗追加

スーパーなど、セブン‐イレブン、ローソン、ファミリーマート、
ミニストップ以外の流通店舗で実施が可能です。
※実施可能な流通店舗は別途お問い合わせください。

一式 トライアル価格 都度お見積り

遷移先設定 応募完了画面でLINE外の遷移先を設定するボタンの設置が可能 一式 トライアル価格 200万円
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実施費用 オプション

71

※オプションの仕様等については、別途担当営業へお問い合わせください。

※トライアル価格については、今後変更の可能性がございます。

ご注意

オプション

項目 補足 数量 単価 金額（税別）

LINEポイント
サンプリング商品以外に、複数景品としてLINEポイントを
設定することが可能です。 一式 トライアル価格 100万円～

問い合わせ事務局
ユーザーからのキャンペーンに関する
お問い合わせ対応を代行します。
※詳細はP72をご参照ください。

1か月 トライアル価格 50万

景品配送
サンプリング商品を直接ユーザーの配送先へ
お送りすることが可能です。
※詳細はP72をご参照ください

1個 トライアル価格
1,000円～

(実費）

uid提供
後追いプロモーション用にキャンペーン応募ユーザー情報（uid）を
提供します。 一式 トライアル価格 200万円

SPキャンペーン告知

「LINE SPキャンペーン」 LINE 公式アカウントから、
キャンペーンの告知配信が可能です。
※抽選型の場合は実施不可となります。

一式 トライアル価格 500万円

「応募してためよう」
セクション掲載

LINEポイントクラブ（旧LINEポイント面）内にある
セクションにてキャンペーン告知が掲載されます。
また、「LINE SP キャンペーン」LINE公式アカウントから
セクションページへのメッセージ配信を行います。
※抽選型の場合は実施不可となります。

一式 トライアル価格 200万円
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実施費用 オプション

72

※オプションの仕様等については、別途担当営業へお問い合わせください。

※トライアル価格については、今後変更の可能性がございます。

ご注意

オプション

項目 補足 数量 単価 金額（税別）

外部データを活用した告知施策

外部データを活用し過去CP参加ユーザーのデリートターゲティング
＆類似拡張配信＆友だち除外セグメントによる、
新規＆キャンペーン参加見込みユーザーへの告知が可能です。

一式 トライアル価格 都度お見積り

当選者ターゲティング
女性限定キャンペーンなどターゲットを絞ったCPを展開する際に
様々なデータを元にターゲットを除外して当選させる事が可能です。 一式 トライアル価格 都度お見積り

事後購買調査
TVCM接触・LINEサンプリング参加がどのように事後購買に
貢献したかを調査し、レポーティングいたします。 一式 トライアル価格 都度お見積り

デリタゲ配信
過去CP参加者（過去LINEサンプリング体験ユーザー）など、
特定の属性ユーザー除外したメッセージ配信が可能です。 一式 トライアル価格 都度お見積り

各種データを活用した
後追いプロモーション

CPデータ/外部データを元に応募ユーザーをセグメントした
メッセージ配信が可能です。 一式 トライアル価格 都度お見積り
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ご参考｜問い合わせ事務局・景品配送オプションについて

ユーザーからのキャンペーンに関するお問い合わせ対応と、

サンプリング商品を直接ユーザーの配送先へお送りすることが可能です。

項目 補足 数量 単価 金額（税別）

問い合わせ事務局

受付時間：土日祝日を除く平日10時～17時
開局期間：1ヵ月間（20営業日）
1ヵ月あたり受電数60件までとなります。
(61件以上は従量課金(1件：¥3,000～)で費用が発生します)
※施策に関する個別問い合わせ対応資料は、入稿シートをもとに

下記記載の定型のもので準備させていただく想定です。
※以下事務作業に関わるものに関しては事務局にてご用意した定型のものを使用となります。
カスタマイズが必要な場合には別途御見積をご提出させて頂きます。

●応募規約／事務局マニュアル／エスカレーションシート／週報 等
※事務局はお電話での想定でおりますがメール事務局も承っております。

50万円/1ヵ月ごと

景品発送費
＜準備作業・運賃＞

挨拶状印刷費(A4モノクロ)/資材費(無地茶段ボール) /梱包費/伝票出力･貼り作業/発送費
を含みます。
景品は指定倉庫へご納品ください。
賞品は3側面合計サイズが60サイズかつ重量は2kg以内の賞品を想定しています。
沖縄・離島住所の方は別単価となります
※景品入荷後、入荷箱のまま発送できる場合には別途御見積をご提出させて頂きます。
※右記金額は景品～1,000個の想定となります。1,001～以上の場合には

別途別途御見積をご提出させて頂きます。
※景品サイズが80サイズ以上の場合には別途御見積をご提出させて頂きます。
※挨拶状は完全データ御支給願います。

1,000円/1個

※ご与件に応じたカスタマイズも可能です。詳細は担当営業までご相談ください。ご注意
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ご参考｜景品一覧＆インセンティブリマインダーについて

獲得した景品の一覧ページ掲載と景品引換のリマインドをユーザー毎に実施することが可能です。

※「LINE SPキャンペーンお知らせ」LINE公式アカウントからの配信タイミングはご指定できません。ご注意
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ご参考｜SPキャンペーン告知について

※「LINE SPキャンペーン」LINE公式アカウントからの配信タイミングはご指定できません。ご注意

お知らせ：LINEサービスの公式アカウントメッセージにおける、送信仕様改善

LINEでは、より快適なユーザーコミュニケーション環境を目的として、メッセージ受信環境の改善をしています。

2020年7月から改善の一環として、LINEファミリーサービスのLINE公式アカウントから配信するメッセージに、特定のアルゴリズムで

ターゲティング配信をする仕様に変更となりました。

ターゲティング配信の適用により、これまで反応されていたユーザーには、引き続きメッセージが配信され、無反応ユーザーへ

配信されない仕様となります。

これにより、LINE全体でのメッセージ反応率の向上と共に、従来LINEファミリーサービスのメッセージ配信に埋もれてしまう可能性が

あった広告主様のLINE公式アカウントの通知や反応率向上を期待しております。あらかじめ、ご理解いただけますと幸いです。

※過去に同公式アカウントから配信されたメッセージに対して無反応のユーザーに配信されない仕様となります。

※無反応ユーザーは、メッセージ開封率や反応率などを元にLINE公式アカウント別に判定しており、詳細のアルゴリズムは非開示となります。

※仕様変更は、LINEファミリーサービスのLINE公式アカウントのみに適用され、広告主様のLINE公式アカウントには影響ございません。
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ご参考｜LINEポイントクラブ「応募してためよう」セクションについて

LINEポイントクラブ（旧LINEポイント面）内にあるセクションにて実施キャンペーンが掲載されます。

「LINE SP キャンペーン」LINE公式アカウントからのセクションページへのメッセージ配信を行います。

※LINEポイントクラブの掲載イメージとなります。実際の表記と異なる場合がございます。

※「LINE SPキャンペーン」LINE公式アカウントからの配信タイミングはご指定できません。

ご注意

LINEポイントクラブ（旧LINEポイント面）TOP

応募してためよう

「応募してためよう」セクションへの誘導

LINE SP キャンペーン
LINE公式アカウント

応募してためようセクション

〇〇〇キャンペーン

●●がもれなくもらえるキャンペーン

〇〇〇キャンペーン

●●がもれなくもらえるキャンペーン

〇〇〇キャンペーン

●●がもれなくもらえるキャンペーン

〇〇〇キャンペーン

●●がもれなくもらえるキャンペーン

応募してためよう

総友だち数

2,200万人

以上
*2020年4月10日

時点
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ご参考｜LINEポイントクラブ「応募してためよう」セクションについて

LINEポイントクラブ「応募してためよう」セクション詳細

※LINEポイントクラブの掲載イメージとなります。実際の表記と異なる場合がございます。

※「LINE SPキャンペーン」LINE公式アカウントからの配信タイミングはご指定できません。

ご注意

項目 仕様

保証形式 掲載保証

掲載面 LINEポイントクラブ 「応募してためよう」セクション内掲載

掲載期間
1週間 （キャンペーン開始日の11時から掲載開始）
※掲載開始日は平日のみ・土日祝日不可

通常価格(税別)

200万円
※2020年12月末開始まで 以降は価格変更する可能性があります。
10代除外セグメント（酒類など）

ご利用条件
・抽選要素を伴わないキャンペーンであること。
・全国エリアを対象としたキャンペーンであること。

注意事項

・本サービスをご利用の際は企業商材審査、クリエイティブ審査が必要となります。
・抽選を伴うキャンペーンを実施される際にはご利用いただけません。
・各クリエイティブには「抽選」「当たる」「懸賞」「チャンス」などのギャンブル性のある表現は使用出来ません。予めご了承くださ
い。
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約款

事前に以下の約款内容をご確認のうえ、お申し込みのほど、宜しくお願い申し上げます。

約款

・LINE 法人向けサービス 基本約款

・LINE_ 公式アカウント 個別約款

https://www.linebiz.com/jp/terms-and-policies/

・LINE サンプリング利用条件

※別途お渡しいたします。

https://www.linebiz.com/jp/terms-and-policies/
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よくあるご質問03



© DENTSU TEC INC.

FAQ

キャンペーンについて

Q.キャンペーンの申し込み方法を教えてください。

A.まずはLINE社の可否審査をご依頼ください。審査通過後、広告主様自身にて流通様へのキャンペーン実施の合意形成をお願いいたします。

その後、弊社指定の仕様書にてキャンペーン実施40営業日前まで（ローソン・ミニストップを選択の場合10週間前まで）にお申込し込みをお願いいたします。

Q.キャンペーンの告知はどのように行いますか？

A.キャンペーンの告知はあらゆる媒体から可能です。ただし、流入数によってアクセスが混雑する場合がございますので、大量流入が見込まれる場合には事前にお知らせください。

また、「LINE SPキャンペーン」LINE公式アカウントやキャンペーン一覧ページからの告知については、抽選型の場合は実施が不可となります。

予めご了承ください。なお、先着/総付け型をご希望の場合は詳細について別途ご案内させていただきます。

Q.キャンペーンの事務局はどこが運用しますか？

A.広告主様（あるいは広告代理店様）側にて運用をお願いしております。

Q.キャンペーンのスケジュールを教えてください。

A.おおまかな流れについては当媒体資料をご確認下さい。詳細なスケジュールに関しては、審査回答時に弊社より改めてご案内させていただきます。

Q.キャンペーンの実施期間を教えてください。

A.キャンペーンの実施期間は最大7日間までとなります。キャンペーン開始は火曜日または木曜日の13:00となります。（祝日は不可）

Q.キャンペーン開始前にデモ画面や動作確認をすることは可能ですか？

A.不可となります。

80



© DENTSU TEC INC.

FAQ

オプションについて

Q.uid提供（後追いプロモーション）を利用するには何が必要ですか？

A.LINE公式アカウントをご用意ください。

（LINE公式アカウントについては、媒体資料を必ずご確認ください。）

Q.友だち追加オプションを利用するには何が必要ですか？

A.LINE公式アカウントをご用意ください。（LINE公式アカウントについては、媒体資料を必ずご確認ください。）

友だち追加できる対象のアカウントは１つのみで、キャンペーン告知を行うアカウントと同様にしてください。

入稿について、その他

Q.入稿物について教えてください。

A.実施確定後に弊社よりお送りする入稿シートに沿ってご入稿ください。

また、原則LINE社のクリエティブ審査が下りたもののみご入稿ください。

Q.キャンペーン概要ページ内で外部リンクに飛ばすことはできますか？

A.原則としてはできません。どうしても必要な場合、個別にご相談ください。

Q.キャンペーン期間直前・期間中の差替えはできますか？

A.原則としてはできません。どうしても必要な場合、個別にご相談ください。

Q.LINEアプリ、OSの対応環境について知りたい。

A.LINEアプリは最新バージョンでご利用ください。OS環境はLINE社のヘルプセンターよりご確認下さい。

フィーチャーフォンおよびタブレット、その他のOSには対応しておりません。
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[Appendix] LINE for Biz Solutions Channels

LINE Biz-Solutionsの情報を以下のチャネルから発信しております。

ぜひこちらもご確認ください。
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