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自己紹介

【私とこども宅食】

◼京都市にて政令指定都市としては初となるこども宅

食の事務局運営を担当

◼地元京都府向日市にて、こども宅食の新規立ち上げ

◼現在は『向日市こども育み宅食』を運営する一般社

団法人FutureCreatioNの代表理事を務める

◼今回は、本勉強会の企画等にも関与させていただく
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一般社団法人FutureCreatioN

代表理事 森 干晟（もり かんせい） ２５歳

（こども宅食応援団）



① 公式LINEアカウントの様々な活用法を知る

② マニュアルを閲覧しながら、実際に公式LINEアカ

ウントを活用できる状態になる
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～ 本セミナーの目標 ～



コンテンツ

（１） こども宅食とLINE公式アカウント

（２） 配信をアレンジ：リッチメッセージ機能

（３） 操作性を向上：リッチメニュー機能

（４） 抽選の活用：クーポン機能

（５） 配信先を限定：ターゲット絞り込み機能
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（０）入門編のおさらい
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LINE公式アカウントで何ができるのか？

【紙・メール・電話等との違い】

例えば、

◆ 利用家庭がスマホ片手に気軽に申し込める

◆ 時間帯を気にせず受付ができる（自動返信機能あり）

◆ 対象が50世帯であっても、100世帯であっても一度に同時にお知らせなどを送ること

ができる

◆ 『既読・未読』の表示により利用家庭がメッセージを見たか、ひと目でわかる！

◆ LINEのグループトークと異なり、利用家庭と個別チャットができプライバシーが守ら

れる

◆ 送る文面が堅苦しくならず、絵文字も使える・・・ など
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あいさつメッセージとは

・開設したLINEアカウントと利用者がLINE上で友だちになった時に初めて送信するメッ
セージ

・任意の定型文を自動送信するように設定ができる

・文京区こども宅食では、申し込み用フォーム送信前のあいさつメッセージに使用してい
る

利用者が時間外に友だち登録してきても、
自動返信なら最初の返事を送付してくれて
便利です。

7



メッセージ配信とは？

・開設したアカウントの友だちとなった利用者に一斉にメッセージを配信す

る機能

・「今月の配送情報」など全体に配信したいお知らせ、キャンペーン告知な

どで活用できる
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LINEとLINE公式アカウントの違い

★ LINE公式アカウントの場合

利用者・事務局の個別チャットは他の利用者に見えない。

Aさんとの個別チャット Bさんとの個別チャット

登録しました
田中です。

配送日時を変更して
ください！

宜しくお願い
します！

21日の午後は
いかがですか？

事務局

お互いに見えない
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LINEとLINE公式アカウントの違い

★ LINE公式アカウントの場合

メッセージ内容にその点を補記しておくと、

利用者も安心してお返事してくれます！

【よくあるケース】

LINE公式アカウントに返信すると、利用者

全員に見られると思い、なかなか返信でき

ない利用者さんがいらっしゃいます！！
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個別チャットとは？

・開設したアカウントの友だちとなった利用者と1対1のメッセージをやり取りする機能

・メッセージ配信した後の個別の問い合わせ/要望対応などで活用できる

注意：
・アカウント開設直後は設定を変更しないと『個別チャット』は利用しない

（『botモード』）設定になっている

・『個別チャット』を利用しない設定のままの場合、利用者から個別に返信があると自動

的に『個別には話せません』メッセージが送信されてしまい、誤解を与えてしまいます。
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（１）こども宅食とLINE公式アカウント
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よく耳にする運営団体からの声
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『LINE公式アカウントは、便利』ってよく耳にするけど、なかなか最

初の一歩を踏み出すことができない。。。

LINE公式アカウントのこども宅食用アカウントを作成したけど、結局

運用できていない。。。

メッセージの配信や個別のチャットなどは使えるけど、他にどのような

機能があるのか教えてほしい！



注意！

次のスライドは決して読まないでください！

目の疲労でこの後のセミナーに

集中できなくなってしまいます！
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LINEってこんなにも便利

①利用者に一斉メッセージを送ることができる

-毎回の配送の案内や送付状を一斉に送ることができる

-市内の最新の子育て情報を一斉に配信することができる

②各利用者と個人LINEのように個別チャットを使うことができる

-各利用者からの相談を受け付けることができる

-質問などがあるときには、簡単にやり取りをすることができる

③応答メッセージを活用して、簡単な返事を自動でできる

④リッチメッセージを活用して、キャッチ―でインパクトのあるメッセージを送ることができる

-これまで興味を示してくれなかった利用者の興味を惹くことができる

⑤クーポンを活用して、利用者に特定のサービスを提供・プレゼントすることができる

⑥クーポンの抽選機能を活用すれば、利用者に楽しいひと時を提供し、同時に抽選を行い、当選者のみに特定のサービスやプレゼントを提供することができる

⑦リサーチ機能を活用すれば、簡単なアンケート調査やニーズ調査を行うことができる

⑧あいさつメッセージの活用により、初めて登録してくれた利用者に自動的にメッセージを送れ、不信感を抱かせることなく関係性を築く第一歩を踏み出すことができる

⑨リッチメニューを活用することで、利用者がLINEを閲覧した際に、導きたいページに導くことができる

⑩リッチメニューを活用することで、利用者の操作性をアップすることができる

⑪オーディエンスの絞り込みにより、メッセージを配信したい利用者のみに一斉メッセージを送ることができる

⑫新規利用登録に導くためにQRコードを活用することで、簡単に新規利用登録をしてもらえる環境を構築することができる

⑬他のツール（GoogleアプリケーションやMicrosoftアプリケーション）などとの連携により、活用や利便性の幅を広げることができる

⑭LINEを活用することで、利用者の管理が非常に簡単になる（タグ付けなど）

⑮誰もが利用しているLINEであるために、利用者に大きな壁を感じさせずに効率性を向上させることができる などなど
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使わないなんて勿体ない
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（２）リッチメッセージ機能

～配信をアレンジ～
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リッチメッセージ機能を使うとき

こんなお悩みをお持ちではないですか？

そんなときに『リッチメッセージ』が大活躍してくれます！
18

これまで一斉配信で、
利用者に各種子育て支
援情報をお届けしてい
るのに、なかなかURL
をクリックして、見て
くれない

利用者に見て欲しいコ
ンテンツがあるのに、
そこへのリーチ率が伸
び悩んでいる



リッチメッセージの効果

例えば、

小学校の修学旅行のスケジュール案内を先生から配布され
たとします。

次の２つの案内のうち、どちらの案内を配布された方がわ
くわくしますか？

※ スケジュールの内容等は判断材料としないでください
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リッチメッセージの効果

A
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B



リッチメッセージの効果

リッチメッセージを活用することで、以下のような違いが生まれ、

より効果的な一斉配信が可能になります！
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URLや各種コンテンツへの

リーチ数を増加させる

ことができます



リッチメッセージの作り方

リッチメッセージは、右の９つのテンプ
レートから選択することができます！

配信の用途や利用者にお届けしたい情
報量に合わせて、最適なテンプレートを
選択してください

今回は、『子育て支援情報』と『補助金
情報』の２つの情報であったので、赤い
四角で囲ったものを使用しました！
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リッチメッセージの作り方

【デザインの問題】

リッチメッセージを配信する際には、前スライドで掲載した
テンプレートに適した画像をデザインする必要があります

今回の画像は、パワーポイントで簡単に作成しました！

他にも、イラストレーターやペイント等でも作成が可能です
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文字のみでの配信

簡単な画像を使った
リッチメッセージ配信

デザイン性のある画像を
使ったリッチメッセージ配信



（３）リッチメニュー機能

～操作性を向上～
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リッチメニュー機能を使うとき
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毎週最新の情報を一
斉配信していて、毎
月のメッセージ数が
膨大になってしまう 利用者から同じよう

な質問がきて、個別
に対応するのが大変

常に利用者に閲覧して欲
しいwebページがあるの
に、その案内を何度もし
ているとスタッフの負担
になってしまう。また、
利用者も何度も同じ案内
が来て、飽きてしまう



リッチメニューの効果
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例えば、

次の２つの飲食店がありました。

皆さんは、初めて行くとすれば、どちらの飲食店に安心し
て入れますか？

また、今後リピーターになっても良いと思いますか？



リッチメニューの効果

壁に貼り付けメニューあり

各机に冊子メニューあり
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壁にも机にもメニューなし

何かあれば聞くスタイルA B



リッチメニューの効果
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（リッチメニューあり）

明るく華やかな画面

公式LINEアカウントを開いたと

きの印象や使いやすさが増し、

利用者の操作性をアップさせる

ことができます

（リッチメニューなし）

殺風景なLINE画面

例）・今週の最新情報

・アンケートへの回答ページ

・FAQ 等



リッチメニューの作り方
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リッチメニューは、右の１１個のテンプ
レートから選択することができます！

用途や情報量に合わせて、最適なテン
プレートを選択してください

向日市の場合は、『公式ホームページ』、
『新規利用登録』、『お米・ごはん
Book』『アンケートへの回答』の４つを
掲載したいので、赤い四角で囲ったもの
を使用しています！



リッチメニューの作り方
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【デザインの問題】

リッチメニューを活用する際には、前スライドで掲載したテ
ンプレートに適した画像をデザインする必要があります

今回の画像も、パワーポイントで作成しました！

他にも、イラストレーターやペイント等でも作成が可能です

リッチメニューの活用により操作性がアップすることは勿論のこと、キャッチーなデザインに
することで利用者の訪問リピート率が向上するでしょう。

特に、地域や関連性の高い画像やイラストを活用することで、利用者が親近感を覚え、楽な気
持ちで接してくれるようになるかも知れません！



（４）クーポン機能

～抽選の活用～

31



クーポン機能を使うとき
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地域のお店で（見せるだけ
で）使えるクーポンを利用者
にプレゼントしたいが、紙

ベースで作成・発行・配布す
るのは大変。。。

地域の企業からおもちゃセットを
寄贈してもらったが、

個数が３０個で利用者６０世帯に
行き渡らないので、抽選でお届け

先を決めたい！

じゃあ、LINEのクーポン機能ですよ！



クーポンの作り方（抽選なし）

① クーポンを作成する
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クーポンの作り方（抽選なし）

② 詳細設定の『抽選』欄は、『使用しない』を選択する！

34



クーポンの作り方（抽選なし）

③ 配信
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④ クーポンをプレゼント

⑤ お店で提示！

商品を受け取り！

タップ！

提示！



★ポイント★

このような方法をとることで、利用者さんが周囲から見て『こども宅食』を利用し
ている世帯であることがバレずに商品をプレゼントすることができます！

利用者の中には、

【 こども宅食の利用者 ＝ 生活困窮家庭 】

というイメージを持っているケースがあり、

それを周囲に知られたくない方々も多くいらっしゃいます。

その点に配慮することもこども宅食事業を行う上で、非常に大切なポイントです！
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クーポンの作り方（抽選あり）

① クーポンを作成する（抽選なしの場合と同様）
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クーポンの作り方（抽選あり）

② 詳細設定の『抽選』欄は、『使用する』を選択！

『当選確率』や『当選者数上限』は適宜設定することができます！
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クーポンの作り方（抽選あり）

④ 抽選がスタート
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③ 配信

タップ！



クーポンの作り方（抽選あり）

⑤ 当選おめでとう！
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⑤ 残念！

⑥ クーポンゲット！

タップ！



クーポンの効果と反応
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◆ 単なる事務作業としての抽選とは違い、各利用者に楽しんで貰える

◆ 日々の生活の中に、束の間のわくわく感を同時に提供できる

メリット

抽選には、外れてしまいま
したが、親子で抽選を楽し
ませてもらいました(^^♪
次回は、当選できるように
祈っています！

当選しました☺
当たると思っていなかっ
たので、うれしいです！
ありがとうございます❢



⑤ ターゲット絞り込み機能

～配信先を限定～
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ターゲットの絞り込み機能を使うとき
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１つの団体で、複数地区にこども宅食をお届けし
ている場合、全体ではなく、その対象地区の利用
者のみに案内連絡を送りたい

新規利用登録のタイミングが、４月と９月にあり、
９月の新規登録者のみにアンケートの回答依頼を
送りたい



ターゲット絞り込みの種類

ターゲットの絞り込み方は、全部で６種類

今回は、この中で最も扱いやすい『④ チャットタグオーディエンス』をご紹介！
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ユーザーID
アップロード

クリック
リターゲッティング

インプレッション
リターゲッティング

チャットタグ
オーディエンス

友だち追加経路
オーディエンス

ウェブトラフィック
オーディエンス



ターゲットの絞り込み方

① タグの編集（日々、必要に応じてタグ付けをしておけば、この操作は必要なし）
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ターゲットの絞り込み方

② メニューより『オーディエンス＞作成』をクリック！
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ターゲットの絞り込み方

③ オーディエンスタイプで、『チャットタグオーディエンス』を選択！
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ターゲットの絞り込み方

④ ターゲット設定で、お届けしたいターゲットのタグ名を選択！
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ターゲットの絞り込み方

⑤ メッセージ配信画面にて、配信先で『絞り込み』を選択！
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ターゲットの絞り込み方

⑥ オーディエンスの編集で、メッセージをお届けしたいオーディエンス名を選択！
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ターゲットの絞り込み方

⑦ 最後に、通常通りメッセージ内容を作成し、配信するのみ！
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通常の一斉配信の場合 絞り込み配信の場合



本日のまとめ

本日お話した活用法は、以下の４つ！
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リッチメッセージ機能

～配信をアレンジ～

リッチメニュー機能

～操作性を向上～

クーポン機能

～抽選の活用～

ターゲット絞り込み機能

～配信先を限定～



具体的な使い方は、LINE公式アカウント

マニュアルをチェック！
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https://www.linebiz.com/jp/manual/OfficialAccountManager/



ご清聴ありがとうございました！
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