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これから、ニュースレターLINE版について解説していきますが、

その前に行ってほしいことがあります。 

 

それは、弊社の所有するLINE公式アカウント 

「ニュースレターLINE版デモ」 

をあなたのスマホから実際に友だち追加してみて、お客様側か

らはどのようにLINE公式アカウントが見えるのかということ

を体験していただきたいのです。 

 

友だち追加方法は簡単です。 

① まずはスマホでLINEを開きましょう 

② 「ホーム」⇒「友だち追加」をタップしてください 

③ 下記のQRコードを読み取るか、IDを検索して、友だち追加

してください 

 
 

ID【@096jmsxy】 

 

ID検索の際は、「＠」も必ず入れてください。 

それでは、これから、ニュースレターLINE版について解説して
いきます。 



※ご注意 

・ニュースレターLINE版 

・紙媒体のニュースレター 

・LINE公式アカウント 

 

これら全てのお申込みに関する事項は、この文書ファイ

ルの一番最後にあります。 
 

ただし、この文書では、ニュースレターLINE版やLINE 

公式アカウントに関して詳細をお伝えしていきますので、

基本的には全てお読みになった後で、申し込みに関する

事項をお読みください。 



★LINEについて 

今やLINEというアプリは日本国内で8000万人以上が普段のメッ

セージのやり取りに利用するアプリです。 

ニュースレターLINE版に興味を持ったあなたも、LINEを普段から利 

用しているのかもしれません。 

 

この「LINE」というアプリについてですが、LINE株式会社のみが

サーバーを管理しているという特性が挙げられます。 

どういうことかと言うと、Eメールと比較するとわかりやすいです。 

Eメールはさまざまな企業がサーバーを持ち、同時にドメインも膨

大な数が存在します。 

つまり、複数の管理者がいて、その間には複数の人間の思惑が同時
に混在するということになります。 

そのために、「チェーンメール」や「詐欺メール」などのいわゆる 

「迷惑メール」が横行し、次第に人々は「メール」というもの自体を開

封しなくなりました。 

これを今書いている私のスマホ上の「メール」という部分にも、1 
万件以上の未読メールが存在します。 

 

メールアドレスを何かに登録してしまえば、その個人情報から登録し

たサーバー以外からも何かしらのメールが届きやすくなります。これ

がいわゆる迷惑メールの正体ですが、あなたも一度くらいこういっ
たメールを受け取っていることでしょう。 

 

しかし、それは言ってしまえば仕方のないことではあります。なぜな

ら複数のサーバーがあり、複数のドメインがあり、そこに介入する人

たちがみな「完全に善良な人」とは限らないのですから。 

 

中には詐欺を平気で行うような方もいらっしゃいますし、メールアド
レスを売りさばく業者もいます。だからこそ、「メール離れ」が進んで

いるのですが、ではLINEはどうなのでしょうか。 



LINEというアプリは上述した通り、「LINE株式会社」のみがサー 

バーを管理しています。 

また「友だち」というSNSのような機能を持たせたことで、「友だち

同士」でしかメッセージのやり取りができなくなっています。 

そのため、迷惑メールといったものはほぼ100％、流せない仕組み 

となっています。 
 

そして、このことが理由で、ほとんどの人が「メールを開くのには抵抗

があるのに、LINEを開くのには抵抗がない」という状態になっている

のです。 

なぜなら、LINEは自分自身が追加した、または追加を承認した人か

らしかメッセージがこないからです。 
 

たとえそれが、LINE公式アカウント（企業が利用するアカウント） から

のメッセージだとしても、それを友だち追加することを選択するのは

お客様側なのです。 
 

だからこそ、メールでの販促よりも圧倒的に開封率が高く、成果が上

がりやすいのです。 

LINEの開封率は、メールの開封率の5～20倍と言われています。 

LINEを導入するまではEメールによってメルマガを配信していた企

業がLINEを導入しこれまで通りのメルマガをただLINEで流しただ

けで、売上が10倍以上になった例もあるぐらいです。 
 

このように、LINEを利用した販促は、日本国内に限定すれば、現時点

で最も効率的な販促の1つと言えます。 
 

この販促ツールを利用しないのは、正直それだけで少し損をしている

と言っても過言ではないとも言えます。 

そして、弊社では、そのLINEを利用した販促の1つとして、 

「ニュースレター」をLINEで流す仕組みを作り出しました。 

それでは、これから、ニュースレターLINE版の仕組みについて解説し

ていきます。 



さて、ニュースレターLINE版とはどのような仕組みなのか、というこ

とですが、端的に言えば、下記のようなステップをあなたのお客様は

踏むことになります。 

① あなたのLINE公式アカウントを友だち追加 

② あなたがニュースレターをウェブ上に投稿/もしくは弊社で投稿 

したページを利用する 

③ LINEでお客様に「ニュースレター」を告知 

④ お客様がリンクを辿って、ニュースレターを読む 

これらをまとめると、あなたがニュースレターLINE版を利用するに 

はまず、「LINE公式アカウント」の設立が必要不可欠です。 

こちらは、ニュースレターLINE版を利用されるクライアント様に対し、

初期設置として弊社のほうで設定・制作を代行させていただきます。 

②についてですが、この「ニュースレターLINE版」は大きく分けて 

2つの方法が存在します。 

1. 自分自身でニュースレター投稿用のプラットフォーム（ウェブ 

サイト）を用意し、そのページにニュースレターを投稿 

そしてそのリンクをお客様にLINEで告知する方法 

2. 弊社で用意したプラットフォーム（ウェブサイト）に弊社が 

ニュースレターを投稿し、そのリンクをあなたがお客様に告知する 

方法 
 

これだけでは少しわかりにくいかと思いますので、次ページにて、図

で解説します。 



 
 

 

弊社が作った 

プラットフォーム 
 
 

つまり、あなたが「ニュースレターを読んでください」とお客様にLINE

で告知するのは変わりありませんが、お客様がLINEを開き、その告

知内容をクリックしてリンクする先のウェブページが１と２では違うと

いうことです。 
 

こちらには双方にメリット・デメリットがありますので、次のページをよ

くお読みください。 
 

また、「ニュースレターLINE版」をご利用のお客様はどちらの方法を

利用しても問題ありません。そしてそこに金額面での差は一切ありま

せんのでご安心ください。 

③こっちにリンクするのが 
前ページの１ 

①ニュースレター 
読んでください 

あなたが作った 
プラットフォーム 

あなたの 
LINE公式アカウント 

③こっちが２ 

お客様 ②LINEを開封 
リンクをクリック 



 

1. 自分で作るプラットフォームのメリット・デメリット 

メリット： 

① ニュースレターのみならず、自社のコンテンツを自由にウェブ上

に配置できるため、お客様へ付加価値を届けやすい 
 

② 自社のオリジナルコンテンツとしてニュースレターサイトを持つ

ことができる 

デメリット： 

① 自社でウェブサイトを1つ立ち上げなければならないため、そこ 

にコストと時間がかかる 
 

② ニュースレターLINE版の投稿は基本的に週一で行うため、

月4 ページを作成し続ける労力と時間がかかる 
 

 

2. 弊社で作るプラットフォームのメリット・デメリット 

メリット： 

① 自社でウェブサイトを持つ必要がないので、そこに一切のコスト・時

間がかからない 
 

② 週一でお客様にメッセージ送信を行う必要はあるが、メッセージ

内容も弊社で作成したものをそのまま設定するだけなので、時

間がかからない。また、配信は日時指定ができるので、実際には

月一回の設定で済む。 

デメリット： 

自社のオリジナルコンテンツではないので、自社の特性をそのサイト

上に出すことは不可能 



 

 
 

このように、どちらの方法にもメリット・デメリットがあります。 
 

ウェブサイトやLINE公式アカウントの設定・制作を代行している弊社

からの、個人的な意見としては、 

間違いなく１の方法のほうがコンテンツの質としては上です。 

ですから、自社サイトを立ち上げる労力・コスト・時間を使えるのであ

れば、１の方法をおすすめします。 

しかし、おそらく、ほとんどの方がそうでないと思います。 

「すでに会社のウェブサイトはあるし、またウェブサイトを１つ 作ったら

コストが莫大かかる。しかも週一でサイト更新とかやってられない。と

りあえずニュースレターをLINEで送りたいだけなんだけど。」 

という意見が大半だと思います。 
 

そう思われる方であれば、確実に２のほうがおすすめです。何

と言っても、手間がかからないですから。 
 

やるべきことは、弊社が月一で送る「LINE公式アカウント上での設定

事項」をそのまま設定するだけです。 

一か月で４投稿分設定する必要はありますが、慣れれば１０分程度の

作業量で全て完了します。 

 

１の方法、２の方法、どちらを使うのでもあなたの自由です。月額

5,000円（税別）でどちらもご利用いただけます。 



 

 

その他、LINE公式アカウントでできること 

ニュースレターLINE版なので、ニュースレターをお客様に届けるのが

第一なのですが、LINE公式アカウントでできることはそれだけでは

ありません。 

例えば、 

・お客様の無料＆匿名の相談窓口にする 

・クーポンを発行する 

・モデルハウス見学の予約窓口にする 

・スタッフブログをコンテンツとして配信する 

・イベントの告知に利用する 

・自社サイトのことを知ってもらう 

・自社サービスを紹介する 

・リフォームの相談窓口にする 

・よくある質問に回答するコンテンツを配信する 

・お客様へのアンケートを取る 

・わかりやすいメニューを配置してウェブへのリンクを促す 

こういった機能の全てが利用可能です。 

もちろん、あなたは「ニュースレターを配信する」という目的のために

こちらを利用するのだとは思いますが、それだけではもったいなさす

ぎるので、上記のような仕組みをいくつか最初に設定しておきましょ

う。 
 

こちらは、弊社のほうで初期設定・制作を代行する際に、あなたからヒ

アリングをし制作します。納品後もあなたが簡単に利用できるよう、マ

ニュアルなどもお渡ししますのでご安心ください。 



 

料金 

 
１． 弊社のニュースレターご利用中の方 

※これから利用される方も含まれます。 

 

ニュースレターLINE版：￥５，０００／月 初期設置費用（ご相談に応

じます） 

 

２． 弊社のニュースレターをご利用されない方 

 

ニュースレターLINE版：￥１５,000／月 期設置費用（ご相談に応じ

ます） 

 

３． LINE公式アカウントのみ利用したい方 

 

初期設置費用（ご相談に応じます） 

 

紙媒体のニュースレターの平均月額は約８，０００円です。 

つまり、LINE版を利用する場合、紙媒体のニュースレターも併せてご利用

いただいたほうが、月間２０００円程度お得です。 

※価格は全て税別表示です。 

 

※初期設置費用には、以下のものを含みます。 

・「公式アカウント導入のサポート」 

・「ヒアリング」 

・「納品後のご利用マニュアル（ニュースレター配信用）」 

 

一度作ってしまえば、あとはマニュアル通りにニュースレターを流すだけ！ 

 

 

・今すぐニュースレターLINE版を使いたい！ 

・LINEで効果的な販促をかけたい！ 

と思う方は、今すぐ次ページに掲載しているお問合せ先にご連絡 

ください！ 
 

※ここで「紙媒体のニュースレター」の申し込みも可能です！



 
 

お電話でのお申込み： 

086-805-1212 
 

Eメールでのお申込み： 

news@01letter.com 

 
FAXでのお申込み： 

次頁の申込書に記入の上、お申し込みください。 
 

 

上記のいずれに関しましても下記必要事項をお書きになる、またはお

伝えください。 

【必要事項】 

①貴社名 

②ご担当者名 

③貴社所在地 

④お電話番号 

⑤下記いずれかのサービス内容番号をお書きいただく、もしくはお伝

えください 

1. ニュースレターLINE版と紙のニュースレターの併用 

2. ニュースレターLINE版のみのご利用 

3. 紙のニュースレターのみのご利用 

4. LINE公式アカウント開設・設定のみのご利用 

EメールもしくはLINEでのお問合せの場合、内容を確認次第、こち

らから返信させていただきます。 

mailto:news@01letter.com
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備考欄：ご質問などありましたらお書きください 

 

FAXでのお申込み方法手順 

①このページを印刷！ 
②下記必要事項欄を記入！ 

③下記FAX番号までFAX送信！ 
【必要事項】 

 

 

 

 

 
 
 
※サービス内容番号は前ページの⑤に記載されている各サービス内容 
の番号をお書きください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAX番号：086-242-2833 

ニュースレターLINE版 

FAXでのお申込み 
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貴社名  

ご担当者名  

貴社所在地  

Eメールアドレス  

お電話番号  

サービス内容番号  

  

 

 

 


