


各章の内容

［第1章］LINE WORKSアカウント新規開設
メンバーの操作⼿順

［第2章］トーク
スマートフォンでトークをはじめる

［第3章］⾳声通話・ビデオ通話
スマートフォンで⾳声通話・ビデオ通話をはじめる

サポートコンテンツ



メンバーの操作⼿順 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

05.《メンバー操作》企業/団体のLINE WORKSへ参加 ・・・・・・・・ 5-9

メンバー

すぐ使えるスタートアップガイド

第1章
[LINE WORKSアカウント新規開設 スマートフォン編]
※招待されたメンバーが⾏う作業を抜粋してご案内します

フリープラン ver.2.9.2（2020/8/25）

［はじめに］LINE WORKSをはじめる際の⼼得・・・・・・・・・
［はじめに］” LINE “ と ” LINE WORKS “ の違い・・・・・・・・3
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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 – 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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01.《管理者操作》アプリのダウンロード

02.《管理者操作》企業/団体のLINE WORKSの開設

03.《管理者操作》メンバーの招待

04.《管理者操作》追加メンバーの招待

05.《メンバー操作》企業/団体のLINE WORKSへ参加

メンバーの操作⼿順
●は招待されたメンバーの操作⼿順です

メンバー
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❶SMS（ショートメッセージサー
ビス）を開き、［URL］を押し、ア
プリをダウンロード

※左の画⾯が表⽰されない場合は第1章-P15へ
※インストールしても、左のような画⾯が出
て、うまく起動しない場合は、いったんLINE 
WORKSアプリを閉じて再度SMSに届いたURLを
押してください（第1章-P15参照）

❷アプリをダウンロードしていな
い場合は［LINE WORKSアプリのダ
ウンロード］を押してLINE WORKS
アプリをインストールする
❸すでにLINE WORKSをインストー
ル済みの場合［開く］を押す

05.《メンバー操作》企業/団体のLINE WORKSへ参加
メンバー

管理者からSMS（ショートメッセージサービス）が届
いたら、以下の操作を開始してください

ヒント
SMS（ショートメッ
セージサービス）は
スマートフォンに
よってアイコンや
メッセージの表⽰は
異なります

❶押す

❸押す

❷押す

※URLが押せない場合、こちらのQRコードを読み
取ってアプリをダウンロードしてください。

<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
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※画⾯はiOSのものです。



※アプリを開き、LINE WORKSの通知設定の画
⾯が表⽰された場合、通知を受け取りたい場
合は［許可］を、受け取りたくない場合は[許
可しない]を押す。
※通知設定はあとで変更可能です。通知を許
可しなくてもアプリは使⽤可能です。

❶［姓］［名］を⼊⼒
❷ログイン時に使⽤する［携帯番
号］を⼊⼒
❸［携帯番号へ認証番号を送信］
を押す

※［他のログイン⽅法に切り替え］を押すと
電話番号ではなく［ID］［パスワード］で登
録可能（第1章-P16の❷へ）

05.《メンバー操作》企業/団体のLINE WORKSへ参加
メンバー

❶⼊⼒

❷⼊⼒

❸押す

電話番号でログインする⽅法

いったんLINE WORKSアプリを閉じてから、再度招待
されたSMSに届いた招待⽤リンクをクリックしてくだ
さい。LINE WORKSが起動します。
※管理者から届いた招待⽤リンク以外から、LINE WORKSの初
期登録はできませんのでご注意ください。

ご不明点は以下のQRコードからガイド「LINE 
WORKS に加⼊」をご参照ください。

初期設定中に、この画⾯が表⽰されたら︖
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❷［他のログイン⽅法に切り替
え］を押す

05.《メンバー操作》企業/団体のLINE WORKSへ参加
メンバー

❷押す

IDとパスワードを作成してログイン

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

第1章-P18の❶へ

❶⼊⼒
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❹任意の［ ID］を⼊⼒
❺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/@@@)

❻［⼊⼒完了］を押す

第1章-P18の❶へ

05.《メンバー操作》企業/団体のLINE WORKSへ参加
メンバー

❺⼊⼒

❹⼊⼒

❻押す

❶［姓］を⼊⼒
❷［名］を⼊⼒
❸［次へ］を押す

❷⼊⼒

❶⼊⼒

❸押す
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❶［LINE WORKSを始める］を押す

これでメンバーの登録は完了

05.《メンバー操作》企業/団体のLINE WORKSへ参加
メンバー

❶押す

ログイン完了

ヒント
メンバー登録が完了すると次
回から⾃動的にLINE WORKS
にログインすることができま
す。ただし、ご⾃分でログア
ウトしたり、アプリがアップ
デートされた場合、再度ログ
インをしなければなりません。
ログイン⽅法は以下のとおり
です
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スマートフォン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

［使い⽅］トークの便利な機能 ・・・・・・・・ ・・・ ・・・ ・4

すぐ使えるスタートアップガイド

第2章
[トーク スマートフォン編]

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
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LINE WORKSの画⾯の⾒⽅

各機能での新規作成
・新規トーク
・新規予定など

上段メニュー 例︓アドレス帳

各機能のサブメニューへ

下段メニュー（各機能へ切り替え）

個⼈予定表とメンバー
予定表の切り替え

例︓カレンダー その他

各種設定
・通知設定
・⽂字サイズなど

マイプロフィール
・プロフィール更新
・不在設定
・⾃分のQRコード
・外部連携など

全メンバー

最初の画⾯

各機能のサブメニューへ

第２章 - 2

※画⾯はiOSのものです。



❹［組織図］を
押す

❺トークの相⼿

を選択
※複数⼈選択可能です。

❻右上の［OK］
を押す

❼トーク画⾯に

切り替わったら

メッセージやス

タンプを使⽤し、

トーク開始

［使い⽅］トークのはじめ⽅
全メンバー

❶［トーク］を
押す

❷右下の［ ］
を押す

❸［トークルー
ム］を押す

❹押す

❶押す

❷押す

❸押す

❺選択

❻押す

❺で選択した
メンバーは下

段で確認

第２章 - 3

※画⾯はiOSのものです。



［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、左に
スワイプして [ピン留め] をタップしてみましょう。

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。

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。

トークルーム⼀覧右上の［ ］を押すことでトークを検索す
ることができます。

トーク検索

トークルーム⼀覧を下記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。

トークルーム⼀覧右上の［ ］を押すことでトークをどのよ
うに並べ替えするかを選択することができます。

トークルーム並べ替え

第２章 - 4

・新着順: 最近トークを受信したトークルームから並べ替え
・未読優先: トークルームのタイプに関らず、未読トークの

あるトークルーム順に並べ替え
・タイプ別: 公式/Bot、チーム/グループ、通常の

トークルーム順に並べ替え

※画⾯はiOSのものです。



スマートフォンで⾳声通話・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・・・・・・・・・・2

［使い⽅］アドレス帳からビデオ通話をはじめる・・・・・・・・・3

［使い⽅］トークルームからビデオ通話をはじめる・・・・・・・・4

全メンバー

すぐ使えるスタートアップガイド

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

第3章
[⾳声通話・ビデオ通話 スマートフォン編]

第３章 - 1
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［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［アドレス帳］
を押す
❷通話したい相⼿
を選択
❸［無料通話］を
押す

❹［OK］か［今後
表⽰しない］を選択
すると発信
※左の画⾯が表⽰されずに
発信になる場合もあります。
※［今後表⽰しない］を押
すと次回発信時から表⽰さ
れません。

❹選択

❶押す

❷選択

ヒント
無料通話を使⽤する
には、LINE WORKSの
マイクのアクセスを
許可してください

第３章 - 2

❸押す

※画⾯はiOSのものです。



❸押す

❶押す

❷選択

［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

ヒント

ビデオ通話を使⽤する
には、LINE WORKSのマ
イク・カメラのアクセ
スを許可してください

第３章 - 3

❹⾳声通話がはじ
まったら［カメラ
ON］を押す
❺ビデオ通話が開始

通話・ビデオ通話が
できる⼈数

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。

❹押す

❶［アドレス帳］
を押す
❷通話したい相⼿
を選択
❸［無料通話］を
押す

※画⾯はiOSのものです。



❶トークルーム内で
相⼿の［ ］を押す
❷［ビデオ通話］を
押す

❸ビデオ通話が開始

❷押す

❶押す

［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

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

第３章 - 4

ヒント

ビデオ通話を使⽤する
には、LINE WORKSのマ
イク・カメラのアクセ
スを許可してください

※画⾯はiOS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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