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本マニュアルではLINE WORKSフリープランの登録や操作⽅法についてご紹介します。
⼀部の箇所において、複数ある⽅法のうち、⼀つを掲載していますが、利⽤⽅法を限定したり推奨す
るものではございません。あらかじめご了承ください

第1章
[LINE WORKSアカウント新規開設 PC版ブラウザ編]
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第１章 – 1



LINE WORKSをはじめる際の⼼得はじめに

企業/団体で新たにLINE WORKSを開設する⼈を管理者と呼び
ます。管理者は企業/団体で使⽤するLINE WORKSを開設し、
その中にメンバー（上司や同僚の皆さん）を招待します。

まずは会社や団体ごとのLINE WORKSを⽤意し、コミュニ
ケーションを開始しましょう︕

LINE WORKSは、会社や団体など働く
チームのメンバーで使うアプリケーショ
ンです。
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“ LINE ” と ” LINE WORKS ” の違い

個⼈単位でつながるコミュニケーションツール

企業、団体全員がつながるコミュニケーションツール

はじめに

《管理者》下平さん
shimohira@testxxx

《メンバー》
川宮さん

kawamiya@testxxx

《メンバー》
城⽊さん

shiroki@testxxx

《メンバー》
藤宮さん

fujimiya@testxxx

LINE WORKS作成︕

LINE

《メンバー》
橋川さん

hashikawa@testxxx

招待︕
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06.《メンバー操作》ログイン

管理者の操作⼿順

01.《管理者操作》企業/団体のLINE WORKSの開設

02.《管理者操作》メンバーの招待

03.《管理者操作》開設時のポップアップ通知設定

04.《管理者操作》追加メンバーの招待

●は管理者が企業/団体のLINE WORKSの開設をする操作⼿順です

管理者

05.《メンバー操作》企業/団体のLINE WORKSへ参加
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❷［LINE WORKSアカウン
トを新規作成］をクリック

01.《管理者操作》企業/団体のLINE WORKSの開設
管理者

❶クリック

❷クリック

❸［携帯番号］を⼊⼒

❹［認証番号を送信］を

クリック

※メールアドレスでも認証可能。

※1つの携帯番号、メールアドレスで複
数の認証を⾏うことはできません。認証
番号の有効時間は30分です。

❸⼊⼒

❹クリック

管理者がLINE WORKSを新規に開設します

❶LINE WORKS 公式ホーム
ページを開き、右上の［無料
ではじめる］をクリック

LINE WORKS 公式ホームページ
https://line.worksmobile.co
m/jp/

ブラウザ版 LINE 
WORKS の利⽤におけ
るシステム要件は下記
のQRコードを参照して
ください

ヒント
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※画⾯はGoogle Chromeのものです。

https://line.worksmobile.com/jp/


❶SMS（ショートメッセー
ジサービス）に届いた［認
証番号］を⼊⼒

01.《管理者操作》企業/団体のLINE WORKSの開設
管理者

❶⼊⼒

❷任意の［ワークスグルー
プ名］を⼊⼒
※例では「testxxx」としています。
※⾃動で⼊⼒されているワークスグルー
プ名も利⽤可能。

❸［次へ］をクリック
❸クリック

❷⼊⼒

❹［姓］を⼊⼒
※例では「下平」としています。

❺［名］を⼊⼒
※例では「慶⼈」としています。

❻［次へ］をクリック

❹⼊⼒

❺⼊⼒

❻クリック
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こちらからLINE 
WORKSの「フリープラ
ン利⽤規約」と「プラ
イバシーポリシー」が
ご確認できます

ヒント



01.《管理者操作》企業/団体のLINE WORKSの開設
管理者

❶⼊⼒

❷⼊⼒

❹クリック

❶［ID］を⼊⼒
※例では「shimohira」としています。
※ID⼊⼒時の注意事項
2〜40⽂字の半⾓英⼩⽂字/数字/特殊記号
(.)(-)(_)の組合せ。(.)は、IDの最初と最後、
連続(..)して使⽤不可。Admin、naverなど
⼀部の⽂字列は外部トーク連携で使⽤不可。

❷［パスワード］を⼊⼒
※パスワード⼊⼒時の注意事項
8〜20字の半⾓英数字、または半⾓英数字＋
特殊⽂字。連続または同じ英数字、または
キーボード配列で隣接する⽂字は３つ以上続
けて使⽤不可。

❸［ ］をクリックして
⼊⼒したパスワードを確認する
❹［次へ］をクリック

❸クリック

これでLINE WORKSの開設が
完了
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❶招待したいメンバーの
メールアドレスを⼊⼒
※複数⼈数分の⼊⼒が可能。

❷［招待メールを送る］を
クリック

02.《管理者操作》メンバーの招待
管理者

❶⼊⼒

❸クリック

❸［OK］をクリック

❹クリック

❹招待が完了したら［サービ
スをはじめる］をクリック

❷クリック

管理者が開設したLINE WORKSにメンバーを招待します

ヒント
加⼊申請の承認は初期設定で
「⾃動承認」が「有効にす
る」に設定されているため承
認操作は不要ですが、「無効
にする」に設定されている場
合は管理者権限を持つメン
バーが管理者画⾯でメンバー
からの加⼊申請を承認する必
要があります

第１章 – 8

スマホ版の招待⽅法
は下記のQRコードを
参照して下さい

ヒント

※画⾯はGoogle Chromeのものです。



02.《管理者操作》メンバーの招待
管理者

これで管理者のメンバー招
待は完了
招待したメンバー側が登録
を完了すると、管理者側に
通知が届きます
※［ポップアップ通知の設定］の画⾯
が出てくる場合は第1章-P10の❶へ。

ヒント
メンバーからLINE 
WORKSの登録通知が届か
ない場合、登録が完了し
ているか直接メンバーに
ご確認ください。ブラウ
ザを更新していただくこ
とでメンバー登録の通知
が届く場合もございます

メンバーに届く招待メールについて
管理者からメンバーへ招待メールを送ると、メン

バーのメールに左のような通知が届きます。メンバー
は［参加する］をクリックすることで、ログインし、
登録に進むことができます。

クリック

スマートフォンから招待メールを開いて招待を受ける
スマートフォンでLINE WORKSを利⽤するに

は、LINE WORKSのアプリが必要になります。
スマートフォンから招待メールを開いてLINE 

WORKSへの招待を受ける場合は、招待メール
を開く前に、LINE WORKSのアプリをダウン
ロードしておきましょう。

LINE WORKSのアプリがダウンロード完了し
たら、招待メールを開き、画⾯下にある［開
く］を押すとアプリが起動し、登録がはじまり
ます。
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押す ダウンロードを
済ませてから押す

スマートフォンアプリのダウンロードはこちら <iOS>
（iPhone・iPad・iPod touch）

App Storeからダウンロード
<Android>

Google Playからダウンロード

右のQRコードからダウンロードして下さい。



❶LINE WORKS PC版ブラ
ウザのトーク、カレンダー
の通知を受け取りたい場合
は［通知を設定する］を、
受け取りたくない場合は
［今後このメッセージを表
⽰しない］をクリック

03.《管理者操作》開設時のポップアップ通知設定
管理者

❶どちらかクリック

【通知を設定する場合】
❷［通知を設定する］を
クリック

❸［許可］をクリック

❸クリック

❷クリック

❺クリック

❹［ブラウザ版ポップアップ
通知］のチェックボックスに
チェックが⼊っていることを
確認
※チェックが⼊っていなかった場合は
クリックしてチェックを⼊れます。

❺［保存］をクリック
ポップアップ通知が届くよう
に設定完了

ポップアップ通知の設定画⾯が表⽰されたら、以下の操作を開始してください

ヒント
通知設定はあとで変更可
能です。通知を許可しな
くてもLINE WORKSをPC
ブラウザで使⽤すること
は可能です
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❹確認

※画⾯はGoogle Chromeのものです。



❶PCブラウザからLINE
WORKSを開き、ログインし
たら［ ］をクリック
※［個⼈情報］よりメンバー写真を登録
している場合、写真が表⽰されているた
め、写真をクリックしてください。

❷［新規メンバー招待］を
クリック

❸招待したいメンバーの
メールアドレスを⼊⼒
※複数⼈数分の⼊⼒が可能。
❹［招待メールを送る］を
クリック

04.《管理者操作》追加メンバーの招待
管理者

❷クリック

❸⼊⼒

❹クリック

❺［OK］をクリック
❻［×］をクリック
これで追加のメンバー招待
が完了

❺クリック

❶クリック

❻クリック

管理者が開設したLINE WORKSにメンバーを追加で招待します
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ヒント
加⼊申請の承認は初期設定で
「⾃動承認」が「有効にす
る」に設定されているため承
認操作は不要ですが、「無効
にする」に設定されている場
合は管理者権限を持つメン
バーが管理者画⾯でメンバー
からの加⼊申請を承認する必
要があります

※画⾯はGoogle Chromeのものです。



01.《管理者操作》企業/団体のLINE WORKSの開設

02.《管理者操作》メンバーの招待

03.《管理者操作》開設時のポップアップ通知設定

04.《管理者操作》追加メンバーの招待

メンバーの操作⼿順
●は管理者に招待された後、●は参加後のメンバーの操作⼿順です

メンバー

06.《メンバー操作》ログイン

05.《メンバー操作》企業/団体のLINE WORKSへ参加
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管理者から招待メールが届いたら、以下の操作を開始してください

❷［姓］［名］を⼊⼒
※例では「城⽊」「結菜」としています。

❸ログイン時に使⽤する［携
帯番号］を⼊⼒
❹［携帯番号へ認証番号を送
信］をクリック
※［他のログイン⽅法に切り替え］を押す
と携帯番号ではなく［ID］［パスワード］
で登録可能
（第1章-P14の❶へ）

05.《メンバー操作》企業/団体のLINE WORKSへ参加
メンバー

❶届いたメールを開き、
［参加する］をクリック

❶クリック

❺SMS（ショートメッセージ
サービス）に届いた［認証番
号］を⼊⼒

第1章-P15の❶へ

❷⼊⼒

❸⼊⼒

❺⼊⼒

❹クリック

携帯番号でログインする⽅法

第１章 – 13

ブラウザ版 LINE WORKS 
の利⽤におけるシステ
ム要件は下記のQRコー
ドを参照してください

ヒント

※画⾯はGoogle Chromeのものです。



❺任意の［ID］を⼊⼒
※例では「shiroki」としています。

❻任意の［パスワード］を⼊⼒
※パスワードは数字、半⾓英⽂字を含めて
8 ⽂字以上で設定してください。また連続
した英字または数字を３つ以上続けて使⽤
することはできません。
(例 : abc/aaa/123/111/@@@)

❼［⼊⼒完了］をクリック
第1章-P15の❶へ

❷［姓］を⼊⼒
※例では「城⽊」としています。

❸［名］を⼊⼒
※例では「結菜」としています。

❹［次へ］をクリック

05.《メンバー操作》企業/団体のLINE WORKSへ参加
メンバー

❹クリック

IDとパスワードを作成してログイン

❷⼊⼒

❸⼊⼒

❼クリック

❺⼊⼒

❻⼊⼒

❶［他のログイン⽅法に切り
替え］をクリック

❶クリック
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ログイン完了

❶［LINE WORKSを始め
る］をクリック

05.《メンバー操作》企業/団体のLINE WORKSへ参加
メンバー

❶クリック

※左の画⾯が表⽰されない場合は
第1章-P17の画⾯へ移⾏します。

❷LINE WORKS PC版ブラ
ウザのトーク、カレンダー
の通知を受け取りたい場合
は［通知を設定する］を、
受け取りたくない場合は
［今後このメッセージを表
⽰しない］をクリック

❷どちらかクリック

【通知を設定する場合】
❸［通知を設定する］を
クリック

❹［許可］をクリック

❹クリック

❸クリック
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ヒント
通知設定はあとで変更可
能です。通知を許可しな
くてもLINE WORKSをPC
ブラウザで使⽤すること
は可能です



❷クリック

❶［ブラウザ版ポップアップ
通知］のチェックボックスに
チェックが⼊っていることを
確認
※チェックが⼊っていなかった場合は
クリックしてチェックを⼊れます。

❷［保存］をクリック
※通知設定はあとで変更可能です。
通知を許可しなくてもLINE WORKSをPC
ブラウザで使⽤することは可能です。

ポップアップ通知が届くよう
に設定完了

05.《メンバー操作》企業/団体のLINE WORKSへ参加
メンバー
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❶確認

《ID/パスワード登録》
ログインの際に、左の画⾯が表⽰され
た場合は、携帯番号とメールアドレス
を登録しておきましょう。
❶⾃分の［携帯番号］と［メールアド
レス］を⼊⼒
❷［マイプロフィールに登録する］を
クリックしてメンバー情報に携帯番号
とメールアドレスを登録
※すぐに登録を⾏わない場合は、［3ヶ⽉間こ
のメッセージを表⽰しない］をクリックすると
このポップアップを閉じることができ、3ヶ⽉
間は表⽰されなくなります。

❸［OK］をクリック

❶⼊⼒

❷クリック

❸クリック

携帯番号とメールアドレスを登録しておく
ことで、ID・パスワードを忘れてしまって
も、ログイン画⾯で［ID・パスワードの
確認］をクリックして、登録した携帯番号
もしくは、メールアドレスを⼊⼒すること
で確認ができるようになります。
詳細は下記のQRコードを参照して下さい。

《ID・パスワードの確認》



05.《メンバー操作》企業/団体のLINE WORKSへ参加
メンバー

これでメンバーの登録が完了
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《ログインが必要な場合について》
メンバー登録が完了するとLINE WORKSにログインされた状態になりますが、ブラウザ
を閉じると⾃動的にログアウトされ、次に利⽤する際には再度ログインをする必要があ
ります。

この場合は、第1章-P18~P20の「06.《メンバー操作》ログイン 」を参考に、LINE
WORKSに再度ログインしてください。



06.《メンバー操作》ログイン
メンバー

❷［携帯番号でログイン］を
クリック

❸登録した［携帯番号］を
⼊⼒

❹［はじめる］をクリック

❶LINE WORKS 公式ホーム
ページを開き、右上の［ログ
イン］をクリック

LINE WORKS 公式ホームページ
https://line.worksmobile.co
m/jp/

携帯番号でログインする⽅法

❷クリック

❸⼊⼒

❹クリック

❺［SMSで受信する］を
クリック

❺クリック

ヒント
LINE WORKS モバイル
版アプリをインストール
してログイン済みの場合、
サービス通知にこの画⾯
で必要な認証番号が届き
ます。その番号を⼊⼒し
てもログイン可能です

❶クリック
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ブラウザ版 LINE 
WORKS の利⽤におけ
るシステム要件は右の
QRコードを参照してく
ださい

ヒント

※画⾯はGoogle Chromeのものです。

PCのブラウザを開き、LINE WORKS にアクセスしてログインします

https://line.worksmobile.com/jp/


携帯番号でログインする場合、
左のようにログイン画⾯が表⽰
されることがあります。

この場合、［他のグループ名
またはドメインでログイン］を
クリックすると第1章-P18❷のロ
グイン画⾯になりますので、こ
ちらからログインしてください。

ログイン画⾯で「携帯番号でログイン」が表⽰されない場合

クリック

06.《メンバー操作》ログイン
メンバー

❶ SMS（ショートメッセー
ジサービス）に届いた［認
証番号］を⼊⼒

❶⼊⼒

これで携帯番号でのログイ
ンが完了
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06.《メンバー操作》ログイン
メンバー

作成したIDとパスワードでログイン

❶［IDでログイン］をクリック

❷登録した［ID］を⼊⼒
※例ではLINE WORKS利⽤開始時に登録し
た「shiroki@testxxx」を⼊⼒しています

❸［はじめる］をクリック

❷⼊⼒

❶クリック

❸クリック

❹登録した［パスワード］を
⼊⼒

❺［ログイン］をクリック
❹⼊⼒

❺クリック

これでIDとパスワードでの
ログインが完了

第１章 – 20



PC版ブラウザでトークをはじめる
LINE WORKSの画⾯の⾒⽅ ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・2

［使い⽅］トークのはじめ⽅ ・・・・・・・・・・・・・・・・3-4

［使い⽅］トークの便利な機能 ・・・・・・・・ ・・・ ・・・ ・5

すぐ使えるスタートアップガイド

第2章
[トーク PC版ブラウザ編]

本マニュアルではLINE WORKSフリープランの登録や操作⽅法についてご紹介します。
⼀部の箇所において、複数ある⽅法のうち、⼀つを掲載していますが、利⽤⽅法を限定したり推奨す
るものではございません。あらかじめご了承ください

全メンバー

第２章 - 1

フリープラン ver.2.9.2（2020/8/29）



LINE WORKSの画⾯の⾒⽅
全メンバー

環境設定・通知設定
・基本設定

（⽂字サイズなど）

・外部連携

・⾃分のトークID、

招待⽤リンク、

QRコードなど

最初の画⾯（トークルーム⼀覧）

上段メニュー（各機能へ切り替え）

例︓ホーム 例︓カレンダー

・個⼈予定表とメンバー予定表の切り替え

・予定の新規作成

・掲⽰板投稿の作成、閲覧、コメント、共有、

検索、印刷など

⾃分の個⼈情報
・個⼈情報、プロフィール
写真などの基本設定

・メンバーの招待

【管理者のみ】

・管理者画⾯へのログイン

第２章 - 2

※画⾯はGoogle Chromeのものです。



［使い⽅］トークのはじめ⽅
全メンバー

❶［ ］をクリック

❷［トークルーム作成］を
クリック

❸［トークルーム］を
クリック

❶クリック

❷クリック

❸クリック

❹クリック

❹［組織図］をクリック

❺トークの相⼿を選択
※例では「城⽊結菜」を選択しています。
※複数⼈選択可能です。

❻［招待］をクリック

❺選択

❻クリック

❺で選択した
メンバーは
下段で確認

第２章 - 3

※画⾯はGoogle Chromeのものです。



［使い⽅］トークのはじめ⽅
全メンバー

❶メッセージやスタンプを
使⽤し、トーク開始

❶⼊⼒ ❶クリック

PC版アプリをインストールすることで、
LINE WORKSの専⽤アプリ上でトークを利⽤で
きます。トークでは⾳声通話やビデオ通話、画
⾯共有などの機能を利⽤できます。

ホーム、メール、カレンダーはメニューアイ
コンをクリックするとブラウザ画⾯に遷移しま
す（メールアイコンはベーシックプラン、およ
びプレミアムプランでのみ表⽰されます）。

LINE WORKS PC版アプリについて

【インストールが完了したら】
❶デスクトップに作成された
［LINE WORKSのショート
カットアイコン］をダブルク
リック

【アプリを開いたら ］
❷IDを⼊⼒
❸パスワードを⼊⼒
❹［ログイン］をクリック

❶ダブルクリック
して開始

LINE WORKS 公式ホームページから
PC版アプリをインストールしてください

（※パソコンからアクセスしてください。）

https://line.worksmobile.com/jp/

第２章 - 4

クリックしてダウンロード、
完了したらインストールへ

LINE WORKS 公式ホームページ

申し訳ございません、

ページ」に統⼀させて

https://line.worksmobile.com/jp/


［使い⽅］トークの便利な機能
全メンバー

⼀覧に埋もれさせたくない
トークルームやグループは [ピ
ン留め] を設定してみましょう。

ピン留めしたトークルームや
グループは、常に⼀覧の上部
に固定されます。

❶［ ］をクリック

❷［ ］をクリック

❸［ピン留め］をクリック

トークルームをピン留めする

トークルーム名、トークルー
ムのメンバー、トーク、ファ
イル名、ファイル本⽂などを
検索します。

トークルーム⼀覧の上部の検
索欄をクリックすることで
トークを検索することができ
ます。

❶［ ］をクリック
❷検索欄をクリックし
て⼊⼒

トーク検索

トークルーム⼀覧を「新着
順」「未読優先」「タイプ
別」のいずれかの順に並べ替
えます。初期設定では新着順
ですが、⾃由に並び替え⽅法
を設定することができます。

❶［ ］をクリック

❷［ ］をクリック

❸並べ替え⽅法を選択

トークルーム並べ替え

❶クリック

❷クリック

❸クリック

❶クリック

❸選択

❶クリック

❷クリック

第２章 - 5

❷⼊⼒

※画⾯はGoogle Chromeのものです。



ver.00000000000すぐ使えるスタートアップガイド

第3章
[⾳声通話・ビデオ通話 PC版アプリ編]

本マニュアルではLINE WORKSフリープランのビデオ通話の操作⽅法についてご紹介します。
⼀部の箇所において、複数ある⽅法のうち、⼆つを掲載していますが、利⽤⽅法を限定したり推奨す
るものではございません。あらかじめご了承ください

PCでビデオ通話をご利⽤になる場合、PC版アプリの
LINE WORKSをインストールする必要があります。

第3章 - 1

全メンバー

PC版アプリのインストール・ログイン
PC版アプリのインストール⽅法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-3

PC版アプリにログインする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

PC版アプリで⾳声通話・ビデオ通話をはじめる
［使い⽅］アドレス帳から⾳声通話をはじめる・・・・・・・・・・・・・ 5

［使い⽅］アドレス帳からビデオ通話をはじめる・・・・・・・・・・・ 6-7

［使い⽅］トークルームからビデオ通話をはじめる・・・・・・・・・・・ 8



PC版アプリのインストール⽅法
全メンバー

❶LINE WORKS 公式ホーム
ページを開き、左下の［ダウ
ンロード］をクリック

LINE WORKS 公式ホームページ
https://line.worksmobile.co
m/jp/

❶クリック

※画⾯はGoogle Chromeのものです。
ビデオ通話はLINE WORKSのPC版アプリにてご利⽤いただけます。
まずは下記の⼿順でLINE WORKSのPC版アプリをインストールしておきま

しょう。

❷［ダウンロード］をクリック
※例ではWindows版の［ダウンロード］を
クリックしています。
※使⽤するPCのOSに合わせて、どちらか
選んでください。

❸［LINEWORKSInst.exe］
をクリックしてインストール開
始
※❸はブラウザによって表⽰が異なる場合
があります。

❷Mac版は
ここをクリック

❷ Windows版は
ここをクリック

❸クリック

第3章 - 2

https://line.worksmobile.com/jp/


PC版アプリのインストール⽅法
全メンバー

❶ ［次へ(N)］をクリック

❷［インストール］を
クリック

❸左の画⾯が表⽰されたら
［完了(F)］をクリックして
インストール完了

❶クリック

❷クリック

❸クリック

※本マニュアルはWindows版の画⾯遷移でご紹介しています。

第3章 - 3



PC版アプリにログインする
全メンバー

PC版アプリのインストールが
完了すると、ログイン画⾯が
表⽰されます。
❶［IDでログイン］をクリッ
ク
❷登録した［ID］を⼊⼒
※例ではLINE WORKS利⽤開始時に登録
した「shimohira@testxxx」を⼊⼒して
います。

❸［開始する］をクリック

❸クリック

❷⼊⼒

PC版アプリのインストールが完了するとログイン画⾯が表⽰されます。
下記の⼿順でIDやパスワードを⼊⼒してログインしてみましょう。

❹登録した［パスワード］を
⼊⼒
❺［ログイン］をクリック

※アドレス帳から⾳声通話をはじめる
場合は第3章-P5へ

※アドレス帳からビデオ通話をはじめる
場合は第3章-P6へ

※トークルームからビデオ通話をはじめる
場合は第3章-P8へ

❶クリック

❺クリック

❹⼊⼒

第3章 - 4

※画⾯はWindows版のものです。

ダブルクリック

次回以降、PC版アプリでLINE 
WORKSにログインをするときには、
PC版アプリを起動する必要があります。

デスクトップに作成された［LINE 
WORKSのショートカットアイコン］
をダブルクリックすると、PC版アプリ
が起動し、ログイン画⾯が表⽰されま
す。

《次回以降のPC版アプリでのログイン⽅法》



［使い⽅］アドレス帳から⾳声通話をはじめる
全メンバー

❶［ ］をクリック

❷［ ］をクリック

❷クリック

❸ビデオ通話をかけたいメン
バーの［写真］をクリック

第3章 - 5

連絡先のプロフィールから⾳声通話を発信することができます。

❶クリック

❸クリック

❹［通話］をクリック

※画⾯はWindows版のものです。

❹クリック

フリープランでは、
1︓1の通話・ビデオ
通話が可能です。

複数⼈での通話・ビデ
オ通話は、有償プラン
のサービスです。

＜通話・ビデオ通話ができる⼈数＞



［使い⽅］アドレス帳からビデオ通話をはじめる
全メンバー

❶［ ］をクリック

❷［ ］をクリック

❷クリック

❸ビデオ通話をかけたいメン
バーの［写真］をクリック

第3章 - 6

連絡先のプロフィールからビデオ通話を発信することができます。

❶クリック

❸クリック

❹［通話］をクリック

※画⾯はWindows版のものです。

❹クリック



［使い⽅］アドレス帳からビデオ通話をはじめる
全メンバー

❶⾳声通話が開始されたら
［カメラON］をクリック

❶クリック

第3章 - 7

❷［はい］をクリックする
とビデオ通話が開始される

フリープランでは、
1︓1の通話・ビデオ
通話が可能です。

複数⼈での通話・ビデ
オ通話は、有償プラン
のサービスです。

＜通話・ビデオ通話ができる⼈数＞

❷クリック



フリープランでは、
1︓1の通話・ビデオ
通話が可能です。

複数⼈での通話・ビデ
オ通話は、有償プラン
のサービスです。

＜通話・ビデオ通話ができる⼈数＞

❶［ ］をクリック

❷ビデオ通話をしたい相⼿の
トークをクリック

❸［ ］をクリック

［使い⽅］トークルームからビデオ通話をはじめる
全メンバー

❷クリック

❶クリック

第3章 - 8

❸クリック

トークルームですぐに⾳声通話やビデオ通話を発信することができます。

メッセージ「カメラ/マイクを
使⽤できないか、環境設定＞通話
で着信を許可していないため通話
できません。」が表⽰される場合
は、通話環境設定画⾯で［通話の
着信許可］を有効に設定している
か確認してください。
詳細やその他の改善⽅法は下記
のQRコードを参照下さい。

《ビデオアイコンから通話しようとしてもできない場合》

※画⾯はWindows版のものです。



全メンバー

PC版ブラウザでグループを作成する
グループの作り⽅①［トーク⼀覧でグループを作成する］・・・・ ・・ ・・ 4-5
グループの作り⽅②［トークルームをグループに変更する］ ・・・・・・・・ 6
ノート機能で議事録を作成する［PC版ブラウザ］ ・・・・・・・・・・・・7-9
フォルダ機能で現場の写真を社内共有する［PC版ブラウザ］ ・・・・・・ 10-12
定例会議の予定を追加して共有する［PC版ブラウザ］・・・・・・・・・ 13-16

［はじめに］グループとは 〜トークルームの違い〜・・・・・・
［はじめに］グループ機能の作成権限・・・・・・・・・・・・・

すぐ使えるスタートアップガイド

2

本マニュアルではLINE WORKSフリープランの登録や操作⽅法についてご紹介します。
⼀部の箇所において、複数ある⽅法のうちのいくつかを掲載していますが、利⽤⽅法を限定したり推
奨するものではございません。あらかじめご了承ください

3

第4章
[グループ作成・活⽤ PC版ブラウザ編]

フリープラン ver.2.9.2（2020/8/29）

第4章 - 1



グループ

・複数⼈での「トーク（チャット）」に加え、「ノート」「予定」「フォ
ルダ」の4つの機能を利⽤できます。

・グループメンバー間だけのノート作成で議事録を作成したり、ファイル
や画像などグループ専⽤のフォルダに⼊れて共有が可能になり、グループ
内での情報共有やコミュニケーションをより円滑に実現できます。

・トークでもメモや添付ファイルは送受信できますが、時間によってどん
どん流れていってしまいます。情報を体系的に、すぐに⾒つけられるよう
に整理する意味でもグループ機能の活⽤は効果的です。

活⽤例︓

グループとは 〜トークルームの違い〜はじめに

経理部⾨グループ

実務で作成する
ドキュメント（テキスト等）

議事録

業務⽇報

売上報告

業務上扱うファイル

PDFファイル

ファイルをフォルダに保存し、
トーク（チャット）でお知らせ

ドキュメントをノートに記載し、
トーク（チャット）でお知らせ

エクセルファイル

グループメンバー全員が
⾒られるフォルダへ保存

請求書データを
アップしました

今⽇の議事録を
アップしました

第4章 - 2

https://guide.worksmobile.com/ja/message/message-guide/note/
https://guide.worksmobile.com/ja/message/message-guide/group-schedule/
https://guide.worksmobile.com/ja/message/message-guide/group-folder/


グループを作成するとグループマスターになり、グループメンバーの追加
および削除などのグループ管理を⾏えます。

グループマスターはトーク、ノート、予定、フォルダの利⽤有無を設定し
たり、メンバーを追加または削除することができます。グループメンバー管
理からグループマスターを追加したり、グループメンバーを削除することも
できます。
ただし、「外部ユーザーとのグループ」は外部の LINE WORKS 連携を利⽤
可能なメンバーのみマスターに指定できます。

※外部のLINE WORKS連携は最終ページ「サポートコンテンツ」よりガイドを参照してください。

［グループ管理の項⽬説明］

グループ名 グループ名称を設定

グループメンバー
グループに所属するメンバーとグループマ
スターを設定

グループを公開

アドレス帳への公開有無を設定

＊⾮公開にすると、グループに所属する
メンバーに対してのみ、各サービスで検索
したときのサジェスト（候補として提案）に
表⽰されます。

トーク

トークの利⽤有無を設定

＊ノート、予定、フォルダはトークの下位
機能であり、トークが有効になっている
場合にのみ利⽤できます。

ノート
情報を投稿してグループメンバー間で共有
するノートの利⽤有無を設定

予定
グループの予定を管理するグループカレン
ダーの利⽤有無を設定

フォルダ
グループメンバーでファイルを共有する
フォルダの利⽤有無を設定

サービス通知への
お知らせ

設定変更時など、グループ内メンバーへの
通知有無を設定

グループを公開
グループを⾮公開にすると、グループメン
バー以外にはグループリスト、アドレス帳
での検索結果、予測変換に表⽰されません

グループ管理は、管理者またはグループマスターのみが変更可能です。
フリープランは既定値（トーク、ノート、予定、フォルダ機能は有効）となります。
有償プランでは、有効、無効から選択可能となります。

グループ機能の作成権限はじめに

第4章 - 3



グループの作り⽅① ［トーク⼀覧でグループを作成する］
全メンバー

❶［ ］をクリック
❷［トークルーム作成］を
クリック
❸［グループ］をクリック

❹［グループ名］を⼊⼒
※例では「ネットワーク部⾨」としてい
ます。

❺［アドレス帳］をクリック

トーク⼀覧の画⾯からグループを作成することができます。

❷クリック

❸クリック

❶クリック

❹⼊⼒

ヒント

グループ管理の各
項⽬は第4章-P3
を参照してくださ
い

❺クリック

❻グループに参加させたい
メンバーを選択
※例では「藤宮真三」「城⽊結菜」を選択
しています。
※複数の相⼿を選択できます。

❼［OK］をクリック

❼クリック

❻選択

第4章 - 4

※画⾯はGoogle Chromeのものです。

❻で選択した
メンバーは下
段で確認



グループの作り⽅① ［トーク⼀覧でグループを作成する］
全メンバー

❶［追加］をクリック

❶クリック

❷［閉じる］をクリック

グループが完成

❷クリック

第4章 - 5



グループの作り⽅②［ トークルームをグループに変更する］
全メンバー

❶［ ］をクリック

❷グループにしたい複数⼈の
トークルームをクリック

❸［ ］をクリック

❹［グループ作成］を
クリック

❺グループ名を⼊⼒
※例では「お客様サポート」としてい
ます。
※初期設定ではメンバーの名前が⼊⼒
されています。

❻［追加］をクリック

複数⼈が参加しているトークルームをグループに変更することができます。

❺⼊⼒

ヒント
グループ管理の各
項⽬は第4章-P3
を参照してくださ
い

❶クリック

❷クリック

❸クリック

❹クリック

❻クリック

❼［閉じる］をクリック

グループが完成

❼クリック

第4章 - 6

※画⾯はGoogle Chromeのものです。



ノート機能で議事録を作成する［PC版ブラウザ］
全メンバー

【件名・⽂章の作成】
❶［ ］をクリック

❷ノートを作成するグループ
名をクリック

❸［ノート］をクリック

❹［投稿の作成］をクリック

❹クリック

❷クリック

例）経理部⾨定例会議の議事録を
作成してみよう

ノート機能には、⽂章作成に加え、⽂字を装
飾したり、写真を挿⼊したり、ファイル添付機
能などがあります。

作成したノート内容を、他のメンバーが共同
編集できるように設定することも可能です。以
下の⼿順で議事録を作成してみましょう。

❺任意のノートの件名を⼊⼒

❻任意のノートの本⽂を⼊⼒
※⼊⼒されている件名、本⽂は例として
記載しています。

ノート機能を利⽤すればグループのメンバーと会議の議事録などに役⽴
ちます。

❶クリック ❸クリック

❻⼊⼒

❺⼊⼒

ヒント
「ノート」のタブ
が表⽰されない場
合は画⾯右上の
［ ］をクリック
してください

第4章 - 7

※画⾯はGoogle Chromeのものです。



ノート機能で議事録を作成する［PC版ブラウザ］
全メンバー

【⽂字の装飾】
❶装飾したい⽂字を選択

❷任意の装飾を選択

【画像の挿⼊】
❸画像を本⽂内に貼り付ける
場合、［ ］をクリック

❹任意の画像を選択

❺［開く］をクリック

【ファイル添付】
❻［ローカルPC］をクリック
※「ローカルPC」では、利⽤しているパ
ソコン本体に保存されているデータから選
択できます。
※ここで「フォルダ」を選択すると、第4
章-P10以降で作成したフォルダに保存し
ているデータから選択できます。

❸クリック
❶選択

❷選択

❻クリック

❹選択

❺クリック

第4章 - 8



ノート機能で議事録を作成する［PC版ブラウザ］
全メンバー

❶添付したいファイルを選択

❷［開く］をクリック

【共同編集の設定】
❸トークをお知らせに表⽰さ
せたい際には［お知らせに表
⽰］を、他のメンバーが共同
で編集できるようにするには
［編集許可］をクリック

❹［投稿］をクリック

議事録が作成完了

❺［×］をクリックして画⾯
を閉じる

❷クリック

❹クリック

❶選択

❺クリック

❸クリック
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フォルダ機能で現場の写真を社内共有する［PC版ブラウザ］
全メンバー

【フォルダ作成】
❶［ ］をクリック

❷フォルダを作成したいグ
ループ名をクリック
※例では「経理部⾨グループ」を選択して
います。

❸［フォルダ］をクリック

画像、⽂書ファイルをトークグループごとにフォルダで共有することができます。
パソコンを使えばドラッグ＆ドロップで簡単に⾏うことが可能です。

❸クリック

例）新規店舗の参考写真を
フォルダで共有してみよう
フォルダを作成して、その中に画像など
のファイルを⼊れ、グループトークでメ
ンバーに共有できます。

また、グループのメンバーは作成され
たフォルダ内のデータを閲覧したり、
データを追加することもできます。

以下の⼿順でフォルダを作成してみま
しょう。

❹［新規作成］をクリック

❺［新規フォルダ作成］を
クリック

❹クリック

❺クリック

❷クリック

❶クリック

ヒント
「フォルダ」のタ
ブが表⽰されない
場合は画⾯右上の
［ ］をクリック
してください

第4章 - 10

※画⾯はGoogle Chromeのものです。



フォルダ機能で現場の写真を社内共有する［PC版ブラウザ］
全メンバー

【写真を格納する】
❷ファイルをアップロードし
たいフォルダ名をクリックし
てフォルダを開く
※例では「店舗画像」を選択しています。

❷クリック

【フォルダ作成】
❶フォルダ名を⼊⼒
※例では「店舗写真」としています。

⼊⼒が完了したら、フォルダの
作成が完了

❸アップロードしたいファイル
をドラッグ&ドロップし、開い
たフォルダ内に移動

❶⼊⼒

❸ドラッグ＆ドロップ

ヒント
右上の［新規作成］→
［アップロード］から
もファイルをアップ
ロードすることができ
ます
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フォルダ機能で現場の写真を社内共有する［PC版ブラウザ］
全メンバー

❷［送信］にマウスカーソルを
あわせる

❸このトークルームに送信する
際には、［このトークルームに
トークで共有］をクリック

【グループに共有する】
❶⼊れたファイルをグループの
トークに送信するには［ ］を
クリック

❸クリック

トークグループ内でファイル
が共有され、通知の送信が
完了

❶クリック

❷マウスカーソルを
あわせる

ヒント
［このトークルーム
のノートに投稿］を
押すと、作成してい
るグループのノート
に投稿して共有する
こともできます
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定例会議の予定を追加して共有する［PC版ブラウザ］
全メンバー

グループ内のメンバーどうしで予定を共有することができます。

例）定例会議の予定を追加
して共有しよう

グループ内で予定を共有するこ
とができます。

予定の名称や⽇時を設定し、⽇
時が近づいたら通知が届くように
設定も可能です。

以下の⼿順でグループの予定を
作成してみましょう。

【グループの予定を作成】

❶［ ］をクリック
❷予定を作成したいグループ
名をクリック
※例では「経理部⾨グループ」を選択して
います。

❸［予定］をクリック
❹［新しい予定］をクリック

❺予定の名称を⼊⼒
※例では「経理部⾨定例会議」として
います。

❻開始⽇をクリック
❼任意の⽇にちを選択
※例では「2020年8⽉31⽇（⽉）」を
選択しています。

❺⼊⼒

❶クリック ❸クリック

❷クリック

❹クリック

❻クリック

❼選択

ヒント

「予定」のタブが表
⽰されない場合は画
⾯右上の［ ］をク
リックしてください
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定例会議の予定を追加して共有する［PC版ブラウザ］
全メンバー

❶開始時間をクリック
❷任意の時間を選択
※例では、時間を「午前10:00〜
午前11:00」としています。

❶クリック

❷選択

【30分前に予定が通知される
ように設定を追加】
❸［通知を追加］をクリック

❸クリック

❹下段に表⽰された
［10分前］をクリック
❺［30分前］をクリック

❺クリック

❹クリック

ヒント

初期設定では、終了
⽇時は開始⽇時の1
時間後に設定されま
す。終了⽇の設定も
変更可能です

ヒント

初期設定では通知が
届くタイミングは10
分前に設定されてい
ます
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定例会議の予定を追加して共有する［PC版ブラウザ］
全メンバー

❶［保存］をクリック

❶クリック

❷グループトークに予定を追
加した通知を送るときには、
［グループトークに通知を送
信］にチェックが付いた状態
かを確認
※チェックが付いていなかった場合は
クリックをしてチェックを付けます。
※グループトークに予定を追加した通知を
送らないときにはチェックを外します。

❸［OK］をクリック
❸クリック

第4章 - 15

❹［OK］をクリック

10分前に加え、30分前に通知
が届くように設定が完了

❹クリック

❷確認



定例会議の予定を追加して共有する［PC版ブラウザ］
全メンバー

グループトークルームの予定は、該当するグループメンバーと
予定を共有するカレンダーとなります。

LINE WORKSには、会社や組織で使うカレンダー機能もあり
ます。詳細は下記をご覧ください。

LINE WORKSカレンダーでは、⾃分のタスク管理はも
ちろん、チームメンバーの予定もひと⽬で把握して会議、
勉強会、飲み会などの予定を作成できます。詳細はこち
らをご覧ください。
※グループトークルームの予定は、該当するグループメンバーと予定を共
有するカレンダーとなりますが、会社や組織で使うLINE WORKSカレン
ダーもあります。

LINE WORKSカレンダー

❸10分前、30分前に通知され
ることを確認
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❶作成した予定⽇をクリック

❷下段に表⽰された予定のタ
イトルをクリック

❶クリック ❷クリック

❸選択



全メンバー
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LINE → LINE WORKS
送信可能なデータ

・テキストメッセージ
・スタンプ・絵⽂字
・デバイス内の写真、動画
・デバイスで撮影した写真、動画
・デバイス内のファイル（Androidのみ）
・位置情報
・ボイスメッセージ

LINE WORKSで外部LINEユーザーと 1:1 または複数⼈トークを利⽤
することができます。

顧客や取引先との連絡を個⼈のLINEではなく、会社のLINE WORKS
でやり取りすることができます。

LINEユーザーとトークはじめに

LINE WORKSユーザー LINEユーザー

会社のLINE WORKSで

個⼈のLINEアカウントで

LINE WORKSがLINE連携で利⽤できる機能

ヒント

フリープランでは初期設定で権限が付与されるた
め、LINEユーザーとの連携設定は不要です。詳細
はこちらのQRコードから参照してください

LINE WORKS → LINE

モバイル
版

アプリ

・テキストメッセージ
・スタンプ・絵⽂字
・デバイス内の写真、動画
・デバイスで撮影した写真、動画
・デバイス内のファイル（Androidのみ）
・Drive内のファイル（ベーシック、プレミアムプランのみ）
・位置情報

PC版
アプリ

・テキストメッセージ
・スタンプ・絵⽂字
・端末内のファイル
・Driveまたはグループフォルダのファイル
・トーク機能で撮影した画⾯キャプチャー

PC版
ブラウザ

・テキストメッセージ
・スタンプ・絵⽂字
・端末内のファイル
・Driveまたはグループフォルダのファイル
・トーク機能で編集した画像

第5章 - 2



LINEユーザーとトークするためには、先にLINEユーザーからLINE 
WORKS メンバーを友だちに追加する必要があります。

LINEユーザーがLINE WORKS IDを友だちに追加する⽅法は以下のとお
りです。各項⽬はPC版ブラウザのトークの環境設定「外部連携」で確認
できます。

・トーク ID (LINE WORKS IDと同じ)
・QRコード
・招待⽤リンク

※LINE側ではマイプロフィール写真、名前、会社名が表⽰されます。ステータスメッセージに表⽰さ
れる会社名は、メンバーが修正することはできません。

LINEユーザーからの友だち追加はじめに

❶LINE WORKSのトーク
ID/QR コード/招待⽤リンクの
いずれかを相⼿に送る、みせる

LINE WORKSユーザー LINEユーザー

❷受け取った相⼿は
LINEでお友だち登録を
する

❸LINE側で友だちに追加す
ると、LINE WORKSとLINE
ユーザーのトークルームが
作成される

第5章 - 3

有料プランの⽅が外部ユーザーとトークするためには、管理者による利⽤設定が
必要です。フリープランの場合は初期設定で権限が付与されるため設定は不要です。



LINEユーザーがLINEであなた（LINE WORKSユーザー）を連絡先に追加する
ためのトーク ID を送信することができます。

❷クリック

❸［環境設定］をクリック

❸クリック

❹［外部連携］タブをク
リック

❺［⾃分のトーク ID］で
ID をコピーし、メールで送
信する❺コピーして送信

LINE友だち追加①［トーク IDの送信］
全メンバー

❶［ ］をクリック
❷［ ］をクリック

❹クリック

ヒント
LINEまたはLINE 
WORKSでトークIDを
検索して、アドレス帳
に追加したりトークを
送ることができます

第5章 - 4

※画⾯はGoogle Chromeのものです。

❶クリック



LINE友だち追加②［QRコードの保存］
全メンバー

LINEユーザーがLINEでスキャンして、あなた（LINE WORKSユーザー）を連
絡先に追加するためのQRコードを表⽰します。QRコードは端末に保存もでき
ます。

❸［環境設定］をクリック

❹［外部連携］タブをク
リック

❺［保存］をクリック
※保存したQRコードを、登録してもら
いたい相⼿にメール等で送信し、LINE
で読み取ってもらいます。

❺クリック

❹クリック
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❷クリック

❸クリック

※画⾯はGoogle Chromeのものです。

❶［ ］をクリック
❷［ ］をクリック❶クリック



LINE友だち追加③［招待⽤リンクを送信］
全メンバー

あなた（LINE WORKSユーザー）が招待⽤リンクを送ると、LINEユーザーは
URL をタップして連絡先に追加することができます。

❸［環境設定］をクリック

❹［外部連携］タブをクリッ
ク

❺［招待⽤リンク］ の URL 
をコピーし、リンクをメール
で送信

❺コピーして送信 ヒント
モバイル端末でURLを
タップすると、相⼿が
LINEの友だち、または
LINE WORKSのアド
レス帳にあなたを追加
できるようになります
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❸クリック

❹クリック

※画⾯はGoogle Chromeのものです。

❷クリック

❶［ ］をクリック
❷［ ］をクリック❶クリック



マイアドレス帳に登録した名前
を変更することが可能です。LINE 
WORKSの［アドレス帳］ ＞［外
部ユーザー］から該当のLINEユー
ザーを選択し、［ ］＞［修正］
をクリックすると連絡先の修正画
⾯でLINEユーザー名を編集し変更
できます。

マイアドレス帳に LINE ユー
ザーを追加するには、LINE ユー
ザーとのトークルームを開き、
トーク画⾯上部の［連絡先を追加
する］をクリックします。

LINEユーザー側で友だちに追加すると、あなた（LINE WORKS ユーザー）
側に⾃動でトークルームが作成され、あなた（LINE WORKS ユーザー）が
LINE WORKSに作成されたトークルームで［追加］を押すことでアドレス帳の
外部ユーザーにLINEユーザーが登録されます。

登録したLINEユーザーを確認する⽅法は以下のとおりです。
LINE WORKSフリープランでは、アドレス帳に登録できる外部ユーザーの

メンバー1名あたりの登録上限は、LINEユーザーと外部LINE WORKSユーザー
合わせて20名までとなります。

LINE WORKSからLINEユーザーを確認する⽅法

❶トークルーム⼀覧 ❷トーク相⼿⼀覧 ❸アドレス帳
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《外部連携したLINEユーザーの表⽰名の変更》

詳細は右のQRコードを参照して下さい。



LINEユーザーが友だちに追加すると、トークルームが作成されます。
LINEユーザーとのトークルームには⼀覧に アイコンが表⽰されます。

LINE WORKSからLINEユーザー確認①［トークルーム⼀覧で確認］
全メンバー

❶［ ］をクリック
❷トークルーム⼀覧で
［ ］のあるトークルーム
を確認

❶クリック
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※LINEユーザーとのトークルームの例で
す。

❶LINEの友だち⼀覧を開き、［公式アカウ
ント］ を押す
❷LINE WORKS メンバーを確認

❶押す

《 LINEユーザーがLINE WORKSメンバーを確認する⽅法》
外部LINEユーザーが、友だちに追加したあなた（LINE WORKSメンバー）はLINEの

「公式アカウント」⼀覧で確認できます。

❷確認

※画⾯はGoogle Chromeのものです。

❷確認

LINE側ではプロフィール写真と名前が表⽰さ
れます。
ステータスメッセージに表⽰される会社名は
修正することはできません。

《 LINEユーザー側に表⽰される情報》



LINE WORKSからLINEユーザー確認②［トーク相⼿⼀覧で確認］
全メンバー

❹［外部］ タブをクリック
➎LINEユーザーを確認
※ユーザー名がなかった場合、作成され
たLINEユーザーとのトークルームを開き、
［アドレス帳に追加］をクリックしてく
ださい。

❶［ ］をクリック
❷［トークルーム作成］を
クリック
❸［トークルーム］を
クリック

ヒント
LINE WORKSのフリープ
ランでは、アドレス帳に登
録できる外部ユーザーのメ
ンバー1名あたりの登録上
限は、LINEユーザーと外
部LINE WORKSユーザー
合わせて20名までとなり
ます

❶クリック

❷クリック
❸クリック

❹クリック

❺確認

ヒント
LINEユーザーとのグルー
プの作成はできません。グ
ループを選んでも、LINE
ユーザーを選ぶことはでき
ません

第5章 - 9

追加したLINEユーザーはトークルームを作成するときのトーク相⼿⼀覧に表
⽰されます。

※画⾯はGoogle Chromeのものです。



❶［ ］をクリック

❷［マイアドレス帳］をク
リック

❸［外部ユーザー］をク
リック

LINE WORKSからLINEユーザー確認③［アドレス帳で確認］
全メンバー

❶クリック

❷クリック

❸クリック

ヒント
LINE WORKSのフリープ
ランでは、アドレス帳に
登録できる外部ユーザー
のメンバー1名あたりの
登録上限は、LINEユー
ザーと外部LINE WORKS
ユーザー合わせて20名ま
でとなります

❹クリック

❹追加されたLINEユーザーを
クリック
※例では「⻫川逸美」を選択しています。

❺詳細情報を確認

❺確認

第5章 - 10

追加したLINEユーザーはアドレス帳の外部ユーザーに登録されます。

※画⾯はGoogle Chromeのものです。



LINEユーザー側で友だちに追加すると、トークルームが作成されます。

複数⼈のLINEユーザーとトークするために、アドレス帳の「外部ユーザー」
からLINEユーザーを招待してトークルームを作成します。

複数⼈の社内メンバー (LINE WORKSユーザー) と 複数⼈のLINEユーザー
が同じトークルームでやり取りすることができます。

ただし、管理者から外部トークを許可されていないLINE WORKS メンバー
は招待できません。

LINEユーザーとのトーク

第5章 - 11



トーク⼀覧を開いてLINEユーザーとのトーク画⾯を開き、トークをすること
ができます。

❶［ ］をクリック

❷トークルーム⼀覧から名前
の左横に［ ］が表⽰される
トークルームをクリック

❸［アドレス帳に追加］を
クリック

LINEユーザーとのトーク①［トークルーム⼀覧から開始］
全メンバー

LINE WORKSとLINEでは、主に以下の利⽤シーンが考えられます。

・顧客への個⼈的な営業
・リピーター予約やカウンセリングのやり取り
・メールを使わない学⽣や主婦への連絡
・中⼼メンバーはLINE WORKS、流動的なメンバーはLINE

《便利に使える利⽤シーン例︓LINE WORKSとLINE》

❷クリック

❶クリック

❸クリック

それぞれの利⽤シーンについて、
具体的なやり取りの例を下記の
QRコードから確認できます。

第5章 - 12

ヒント
LINE WORKS 側
から LINE へ送信
されたトークは取
消できません

※画⾯はGoogle Chromeのものです。



LINEユーザーとのトーク②［トークルーム作成］
全メンバー

❶［ ］をクリック

❷［トークルーム作成］を
クリック

❸［トークルーム］を
クリック

❸クリック

❶クリック

❷クリック

❹［外部］タブをクリック

❺トークに参加させたい
メンバーを選択
※複数の相⼿を選択できます。
※例では「鈴⽊庄司」を選択しています。

❻［招待］をクリック

❹クリック

❺選択
❺で選択
したメン
バーは下
段で確認

❻クリック

ヒント
LINE WORKS 側
から LINE へ送信
されたトークは取
消できません

第5章 - 13

連絡先でLINEユーザーを選択してトークルームを作成することができます。

※画⾯はGoogle Chromeのものです。



LINEユーザーとのトーク③［トークルーム名の変更］
全メンバー

❶［ ］をクリック

❷トークルーム⼀覧で⽬的
のトークルームをクリック

❸［ ］をクリック

❹［名前の編集］を
クリック

❶クリック

❷クリック

❹クリック

❸クリック

❺任意のトークルーム名を
⼊⼒する
※例では「年末商戦新商品開発グルー
プ」としています。
※初期設定ではメンバーの名前が⼊⼒
されています。

❻［保存］をクリック
❺⼊⼒

❻クリック

※変更したトークルーム名は LINE 
WORKS ユーザーにのみ適⽤されます。

第5章 - 14

LINE ユーザーが含まれた 3 ⼈以上のトークルームでは、トークルーム名の変更が
できます。名称を変更することでトークルームのテーマがわかりやすくなります。

※画⾯はGoogle Chromeのものです。



*［よくあるご質問］です。ご不明点をフ
リーワード検索などで調べられます。

*セミナーのお申込み、展⽰会などのお知ら
せはこちらから確認可能です。

●イベント告知

●ヘルプセンター

*導⼊実績10万社のLINE WORKSはさまざま
なシーンで活⽤されています。

●活⽤・導⼊事例

*［機能マニュアル］です。各機能の使い
⽅についてご説明しています。

●ガイド

- サポートコンテンツ -
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