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本資料について

※本資料は、2022年7月27日時点のものです。

本資料は、LINEミニアプリをこれから開発する・開発検討する企業に対して、LINEミニアプリの開発・LINE D
evelopersコンソールの仕様理解を促進するための資料です。弊社が公開するドキュメントを確認したうえで、
補足資料としてご覧ください。

LINEミニアプリ 開発ドキュメント
🔗 https://developers.line.biz/ja/docs/line-mini-app/

LINE Developersコンソール ドキュメント
🔗 https://developers.line.biz/ja/docs/line-developers-console/

LINEミニアプリ用LINE Developersコンソールガイド
🔗 https://developers.line.biz/ja/docs/line-mini-app/discover/console-guide/

https://developers.line.biz/ja/docs/line-mini-app/
https://developers.line.biz/ja/docs/line-developers-console/
https://developers.line.biz/ja/docs/line-mini-app/discover/console-guide/
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LINEミニアプリ開発について



LINEミニアプリ開発の流れ

STEP1 STEP2 STEP3

プロバイダーと
LINEミニアプリチャネルの作成

ボットリンクの設定（任意）

LINEミニアプリチャネル設定 エンドポイントURLの設定

リリース審査 LINEミニアプリ公開

STEP4 STEP5 STEP6

LINE Developers コンソール上にサービ
ス提供者のプロバイダーとLINEミニアプ
リチャネルを作成します。

LINEミニアプリチャネル上にサービス登
録に必要な各種情報を入力します。

LINEミニアプリとしてローンチするウェ
ブアプリケーションのURLをエンドポイ
ントURLに設定します。

サービス提供者のLINE公式アカウント
（MessagingAPIチャネル）をLINEミニ
アプリチャネルに紐づけます。

LINEミニアプリの開発・チャネル登録作
業が完了したら、コンソール上で審査申
請をします。

リリース審査を通過した後、LINEミニア
プリの公開設定を行い、サービス稼働を
開始します。



利用規約とユーザーデータポリシー

LINEミニアプリを開発する際は、LINE社が公開する各種利用規約及びユーザデータポリシーをお読みいただき、遵守いただいた
上で、開発及びサービス提供を行なってください。

LINE開発者契約
LINEが提供するSDKまたはAPIの利用条件に関する契約です。
開発者は、SDKまたはAPIを使用する前に本契約に合意する必要があります。
🔗 https://terms2.line.me/LINE_Developers_Agreement

LINEユーザーデータポリシー
LINEが提供するSDKまたはAPIを利用する開発者が、LINEユーザー情報の取り扱いについて準拠すべきポリシーです。
🔗 https://terms2.line.me/LINE_Developers_user_data_policy?lang=ja

LINEミニアプリポリシー
LINEが提供するLINEミニアプリにおけるプラットフォームの利用や、審査について定めるものです。
🔗 https://developers.line.biz/ja/docs/line-mini-app/submit/line-mini-app-policy/

LINE公式アカウント利用規約
LINEが提供するLINE公式アカウントに関するすべてのサービスの利用に関する条件を定めるものです。
🔗https://terms2.line.me/official_account_terms_jp?lang=ja&country=JP

LINE公式アカウントAPI利用規約
LINEが提供するLINE公式アカウントサービスにおけるAPIの利用について定めるものです。
🔗https://terms2.line.me/official_account_api_terms_jp?lang=ja

https://terms2.line.me/LINE_Developers_Agreement
https://terms2.line.me/LINE_Developers_user_data_policy?lang=ja
https://developers.line.biz/ja/docs/line-mini-app/submit/line-mini-app-policy/
https://terms2.line.me/official_account_terms_jp?lang=ja&country=JP
https://terms2.line.me/official_account_api_terms_jp?lang=ja


LINE Developers コンソールの概要



LINE Developersコンソールとは

「LINE Developersコンソール」(以下、コンソール)は、開発者向けの管理画面です。
LINEミニアプリなどのチャネルを管理する場所であり、LINEミニアプリでは審査に提供してリリースするためのツールでもあり
ます。

🔗 https://developers.line.biz/ja
🔗 https://developers.line.biz/ja/docs/line-mini-app/discover/console-guide/

▲ LINE Developers

▼ LINE Developersコンソール

https://developers.line.biz/ja
https://developers.line.biz/ja/docs/line-mini-app/discover/console-guide/


LINE Developersコンソールへのログイン

コンソールを利用するためには、「LINE Business ID」の発行が必要です。
LINE Business IDは、LINEが提供するビジネス向け/開発者向けの各種管理画面にログインができる共通認証システムです。
LINEアカウントまたはメールアドレスで登録します。

LINE Business IDは、1つのLINEアカウント/メールアドレスにつき1つ作成できます。

複数のLINE Business IDが必要な場合は、複数のLINEアカウント/メールアドレスを用意してください。

🔗 https://developers.line.biz/ja/docs/line-developers-console/login-account/

https://developers.line.biz/ja/docs/line-developers-console/login-account/


LINE Developersコンソール用語

コンソールでは、開発者、プロバイダー、およびチャネルを管理できます。

開発者
コンソールにアクセスする人のことを開発者と呼びます。開発者には、固有の「Developer ID」が割り当てられ、プロバイダー
とチャネルに開発者を登録することで、開発者ごとに、LINE Developersコンソールで閲覧および編集できる情報を限定できま
す。

プロバイダー
サービスを提供し、ユーザーの情報を取得する開発者個人、企業、または団体等をサービス提供者と呼びます。 LINE Develope
rsコンソールでは、サービス提供者をプロバイダーとして登録します。プロバイダー/チャネルの作成/保有/管理は、サービス提
供者（サービスを提供し、ユーザーの情報を取得する開発者個人、企業、または団体等= クライアント企業）が行います。

チャネル
チャネルは、LINEプラットフォームが提供する機能を、サービス提供者が利用するための通信路です。
LINEプラットフォームを利用するサービスを開発するには、チャネルを作成します。

🔗 https://developers.line.biz/ja/docs/line-developers-console/overview/

https://developers.line.biz/ja/docs/line-developers-console/overview/


LINE Developersコンソール画面

プロバイダー

チャネル

開発者



コンソールの権限について



開発者とプロバイダー/チャネルの関係性

開発者は、プロバイダー配下に必要な機能をチャネルとして作成します。プロバイダー/チャネルを作成した開発者はAdmin権限
を有します。（プロバイダーに対する権限と、チャネルに対する権限はそれぞれ独立しています。）
なお、プロバイダー/チャネルの作成/保有/管理は、サービス提供者（サービスを提供し、ユーザーの情報を取得する開発者個
人、企業、または団体等 = クライアント企業）が行います。

Developer

Provider X

Provider X developers

Provider Y

Channel A

Channel A developers

Channel B

Channel B developers

Channel C



権限の付与について

Admin権限を有する開発者は、他者に権限を与えることができます。付与できる権限とその内容はプロバイダー/チャネルで異な
ります。各権限の詳細はドキュメントを参照してください。

🔗 https://developers.line.biz/ja/docs/line-developers-console/managing-roles/

Channel A

Cannel A developers

ProviderX、ChannelA,Bの
Admin権限を持つ

開発者1

開発者3

開発者2

Channel B

Cannel B developers

開発者1と開発者3が
Channel Bの権限を保有

Provider X

Provider X developers

開発者1と開発者2が
Provider Xの権限を保有

開発者1のみがChannel Aの権限を保有Channel Bの
権限を付与

Provider Xの
権限を付与

https://developers.line.biz/ja/docs/line-developers-console/managing-roles/


権限設定

コンソールのプロバイダー内の「権限設定」タブから権限の割り当てができます。
「メールで招待」をクリックし、権限付与する方のメールアドレスと権限を選択し「招待メールを送信」からメールを送信しま
す。権限付与された方には、LINE Developers <noreply@linecorp.com> から招待メールが届き、メール内の「招待を承諾す
る」リンクから参加したいアカウントでログインすると権限付与が完了します。

権限を付与する方の
メールアドレスを入力

権限を設定



プロバイダー作成



プロバイダーの作成

コンソールからプロバイダーを作成します。
プロバイダー名は、サービス提供者（ユーザーの情報を取得する開発者個人、企業、または団体等 = クライアント企業）の名称を設定して
ください。（法人の場合は企業名、個人事業主の場合は屋号）

名称例：株式会社ブラウン

⚠️ プロバイダー作成前に

サービス提供者が作成済みのプロバイダーがすでに
存在していないかあらかじめ確認してください。

一度プロバイダー配下にチャネルを作成すると、異
なるプロバイダーへの移行はできません。

⚠️ プロバイダーの作成上限

プロバイダーは、開発者ごとに10個まで作成できま
す。11個以上作成する場合は、新しいDeveloper ID
を作成してください。



プロバイダー作成と権限付与の流れ

プロバイダー作成と権限付与の流れを以下の3パターンに分けて説明します。

1. サービス提供者がプロバイダー開設済みの場合 … P14

2. サービス提供者がプロバイダーを新規作成する場合… P15

3. 開発会社がプロバイダーの作成を代行する場合… P16

なお、プロバイダーはサービス提供者が保有・管理するものですので、原則として、
開発会社は、上記1・２の手順に則り、サービス提供者からプロバイダーに対するAdmin権限を取得するようにしてください。



パターン1：サービス提供者がプロバイダー開設済みの場合

サービス提供者がすでにプロバイダー開設済みの場合は、サービス提供者は、開発会社に対してプロバイダーのAdmin権限の付
与を行います。

サービス提供者

Provider X

Provider X developers

開発会社

Admin
権限付与

開設済み
プロバイダー



パターン2：サービス提供者がプロバイダーを新規作成する場合

サービス提供者自身がプロバイダーを新規作成する場合は、プロバイダー作成後、サービス提供者は開発会社に対してプロバイ
ダーのAdmin権限を付与します。

サービス提供者

Provider X

Provider X developers

開発会社

Admin
権限付与

プロバイダー
新規作成

手順1

手順2



パターン3：開発会社がプロバイダーの作成を代行する場合

開発会社がプロバイダーの作成を代行する場合は、下記いずれかの方法で対応します。
なお、開発者ごとに作成できるプロバイダーは10個までのため、ケース③のプロバイダー作成方法は非推奨としています。

ケース①：サービス提供者のDeveloper IDを借りて、プロバイダーを代行作成する。
ケース②：サービス提供者が発行したメールアドレスを借りて、Developer IDおよびプロバイダーを代行作成する。

ケース③：①②どちらも対応が難しい場合は、開発会社のDeveloper IDでプロバイダーを作成代行します。

開発会社

Provider X

Provider X developers

サービス提供者

Admin
権限付与

プロバイダー
代行作成

⚠️ サービス提供者へのAdmin権限の付与

プロバイダーを開発会社が代行作成する場合も、
最終的にサービス提供者がプロバイダーの権限を
保有している状態にしてください。

プロバイダーはサービス提供者によって保有・管
理される必要があります。

手順2

手順3 ⚠️ ログイン情報の取り扱いについて

①・②の方法でサービス提供者のDeveloper IDま
たはメールアドレスを利用する場合の情報の取り
扱いは、サービス提供会社と開発会社間でご調整
ください。両社間で発⽣したトラブルにLINE社は
関与いたしません。

手順1

Developer ID
または

メールアドレス連携

※ケース①・②の手順



LINEミニアプリチャネル作成



LINEミニアプリチャネルを作成する前に

開発会社がサービス提供会社に代わり、LINEミニアプリチャネルを開設する場合は、チャネル開設時に同意が必要な以下の規約
をあらかじめサービス提供会社に告知し、サービス提供会社の代理として開発会社が同意手続きを行うことを事前に同意形成し
てください。

⚠️ 合意形成について

どのような形式で合意形成するかはサービス提供会社と
開発会社間でご調整ください。

LINE社への都度報告/共有は不要です。

合意形成時及び形成後に発⽣したトラブルにLINE社は関
与いたしません。

• LINEミニアプリプラットフォーム規約
https://terms2.line.me/LINE_Developers_MINI_App_JP?country=JP&lang=ja

• LINE開発者契約
https://terms2.line.me/LINE_Developers_Agreement

• 所在国同意
「LINEミニアプリを提供する地域と、サービス事業主の所在国・地域が同一である
ことを表明し、保証します。」

• 情報利用に関する同意について
https://go.linebiz.com/rs/872-KNP-101/images/20200417_mini_agreement_
of_secret_of_communication_fix%28JP%29.pdf

https://terms2.line.me/LINE_Developers_MINI_App_JP?country=JP&lang=ja
https://terms2.line.me/LINE_Developers_Agreement
https://go.linebiz.com/rs/872-KNP-101/images/20200417_mini_agreement_of_secret_of_communication_fix%28JP%29.pdf


LINEミニアプリチャネルの作成

プロバイダー配下にLINEミニアプリチャネルを作成します。チャネル名は、LINEミニアプリ名を設定ください。
LINEミニアプリのチャネルを作成すると、開発用、審査用、本番用の3つの内部チャネルが同時に作成されます。内部チャネル
ごとの特徴や目的については以下のページをご確認ください。

🔗 https://developers.line.biz/ja/docs/line-mini-app/discover/console-guide/#basic-structure-of-a-line-mini-app-channel

⚠️ チャネルの作成上限

Admin権限を有するひとつのDeveloper IDごとに100個まで
作成できます。101個以上作成する場合は新しいDeveloper I
Dを用意してください。

https://developers.line.biz/ja/docs/line-mini-app/discover/console-guide/#basic-structure-of-a-line-mini-app-channel


LINEミニアプリチャネルの情報入力

LINEミニアプリチャネルに必要情報を入力します。開発会社がサービス提供者の代わりに情報を入力する場合は、サービス提供
者から事前に情報をもらい、開発会社が代行して入力します。各入力項目について詳しくは以下のページをご確認ください。

🔗 https://developers.line.biz/ja/docs/line-mini-app/discover/console-guide/#confirm-liff-id-and-set-endpoint-url

⚠️ プライバシーポリシーや利用規約を開発会社
ドメインで用意する場合の注意

サービス提供者がプライバシーポリシーや利用規約ページを
保持しておらず、開発会社のドメインでページを作成される
場合は、プライバシーポリシーや利用規約内に、サービス提
供者のページであることを明示してください。

https://developers.line.biz/ja/docs/line-mini-app/submit/line-mini-app-pol
icy/#company-information

具体例

※【】に当てはまる名称を入れて以下の文を追加ください。
されていない場合は審査でリジェクトいたします。

【開発会社名】が【LINEミニアプリ名】を【サービス提供者名】に提供していま
す。本サービス【LINEミニアプリ名】を提供するにつき、【開発会社名】のドメ
インにて【サービス提供者名】の公式プライバシーポリシーを作成しています。

<サービス提供者>

・【サービス提供者の住所】

・【サービス提供者名】

https://developers.line.biz/ja/docs/line-mini-app/discover/console-guide/#confirm-liff-id-and-set-endpoint-url
https://developers.line.biz/ja/docs/line-mini-app/submit/line-mini-app-policy/#company-information


エンドポイントURL設定



エンドポイントURLの設定

ミニアプリチャネルのLIFFタブにあるエンドポイントURLには、LIFF SDKを組み込んだウェブアプリケーションのURLを設定し
ます。LIFF（LINE Front-end Framework）は、LINEが提供するウェブアプリのプラットフォームです。このプラットフォー
ムで動作するウェブアプリを、LIFFアプリと呼びます。LIFFアプリを使うと、LINEのユーザーIDなどをLINEプラットフォーム
から取得できます。LIFFアプリではこれらを利用して、ユーザー情報を活用した機能を提供できます。

LIFFアプリの開発方法について詳しくは以下のページをご確認ください。

🔗 https://developers.line.biz/ja/docs/liff/developing-liff-apps/

⚠️ はじめてLIFFアプリを作る場合

LINEでは、LIFFアプリ開発に必要なテンプレート「LIFFス
ターターアプリ」を提供しています。 LIFFスターターアプ
リを元にカスタマイズしていくことで、独自のLIFFアプリを
開発できます。

LIFFスターターアプリについて詳しくは以下のページをご確認ください。
https://developers.line.biz/ja/docs/liff/trying-liff-app/

⚠️ SDK/APIに組み込むLIFF IDの注意

SDK/APIに組み込むLIFF IDは、必ずミニアプリチャネル内
に表示されたLIFF URLのIDを用いてください。

エンドポイント
URL

LIFF ID 

「liff.me/」以下がLIFF IDとなります

https://developers.line.biz/ja/docs/liff/developing-liff-apps/
https://developers.line.biz/ja/docs/liff/trying-liff-app/


LIFF API /サービスメッセージAPIの活用

LINEミニアプリ用として提供されるAPIは、LIFF APIとサービスメッセージAPIの2種類があります。
LIFF APIはLINEミニアプリで呼び出し、サービスメッセージAPIはサーバーで呼び出します。

LIFF API /サービスメッセージAPIの利用方法について詳しくは以下のページをご確認ください。

🔗 LIFF API:https://developers.line.biz/ja/docs/liff/overview/

🔗 サービスメッセージAPI:https://developers.line.biz/ja/docs/line-mini-app/develop/service-messages/

LIFF APIの活用例

LIFF APIを利用すると、LINEプ
ラットフォーム上の情報を取得で
きます。例えば、プロフィールを
取得するメソッドを利用し、ユー
ザーの表示名やアイコンをミニア
プリ上で表示することができま
す。

サービスメッセージAPIの活用例

サービスメッセージは、LINEミニ
アプリ上のユーザー操作に対する
確認や応答として、ユーザーが知
るべき情報を通知する機能です。
サービスメッセージを用いること
で、ユーザーに対し無料でメッ
セージを送ることができます。

※サービスメッセージは、LINEが提供し
ている固定テンプレートの中から自由に
選んでご利用いただけます。

詳細はこちら：
https://developers.line.biz/ja/docs/lin
e-mini-app/develop/service-message
s/

https://developers.line.biz/ja/docs/liff/overview/
https://developers.line.biz/ja/docs/line-mini-app/develop/service-messages/
https://developers.line.biz/ja/docs/line-mini-app/develop/service-messages/


ユーザーIDプロバイダーY

ユーザーID

ユーザーIDについての注意

ユーザーの個別識別子であるユーザーIDは、プロバイダーごとに暗号化された別の値となって提供されます。
同一プロバイダーであれば同一のユーザーIDが取得できますが、それぞれのサービスで取得したLINEユーザー情報を紐づけし、
共通で利用することをLINEでは原則禁止しています。ただし、プロバイダーページを公開した上で、利用条件を満たす場合に
は、プロバイダーがLINEユーザー情報を紐づけし、共通で利用することを許可します。
詳しくは以下のページをご確認ください。

🔗 https://developers.line.biz/ja/docs/partner-docs/provider-page/#cautions-on-the-common-use-of-user-ids

プロバイダーX

チャネルA

チャネルB

チャネルC

Abc12d345e…

同一プロバイダーの場合

Abc12d345e…

ユーザーIDプロバイダーX

チャネルA

チャネルB

チャネルC FGh67i890j…

プロバイダーが異なる場合

https://developers.line.biz/ja/docs/partner-docs/provider-page/#cautions-on-the-common-use-of-user-ids


ボットリンク設定



ボットリンク機能を設定する

ユーザーがLINEミニアプリを初めて開いたときに、チャネル同意画面にLINE公式アカウントを友だち追加するオプションを表示
するように設定できます。これを、ボットリンク機能と呼びます。友だち追加するLINE公式アカウントは、LINE Developersコ
ンソールで指定します。

ボットリンクを行うための詳しい手順は以下のページをご確認ください。

🔗 https://developers.line.biz/ja/docs/line-mini-app/service/line-mini-app-oa/#link-a-line-official-account-with-your-channel

⚠️ ボットリンクできる条件

LINEミニアプリのチャネルにLINE公式アカウントをリンク
するには、以下の要件を満たす必要があります。

1. LINE公式アカウントに関連付けられたMessagingAPI
チャネルが、LINEミニアプリチャネルと同じプロバイ
ダーに属していること。

2. 設定操作する開発者は、LINEミニアプリチャネルのAd
min権限とMessagingAPIチャネルのAdmin権限を持っ
ていること。

https://developers.line.biz/ja/docs/line-mini-app/service/line-mini-app-oa/#link-a-line-official-account-with-your-channel


ボットリンクとプロバイダーの構成

ボットリンクを設定する場合は、ひとつの同じプロバイダー配下にLINEミニアプリチャネルとLINE公式アカウントに関連付けら
れたMessagingAPIチャネルを作成してください。また、同じ開発者が各チャネルのAdmin権限とLINE公式アカウントの管理者
権限を保有するように権限設計を行ってください。

※MessagingAPIチャネルは、Developersコンソール上でMessagingAPIチャネルを作成するか、
LINE Official account manager（OAM）の設定画面から、MessagingAPIの利用を有効化すると作成できます。

ボットリンクできるケース

Provider X

LINEミニアプリ
Cnannel

開発者1：Admin権限

Messaging API
Channel

開発者1：Admin権限

ボットリンク可能

開発者1：Admin権限

ボットリンクできないケース

Provider Y

LINEミニアプリ
Cnannel

開発者1：Admin権限

Messaging API
Channel

開発者2：Admin権限

ボットリンク不可

開発者1：Admin権限

開発者2：Admin権限

※上記の例では、LINEミニアプリチャネルとMessagi
ng APIチャネルのAdmin権限が同一でないため、ボッ
トリンク設定ができません。



リリース審査



リリース審査の進め方

LINEミニアプリは、ガイドラインに基づいて認定されたサービスだけが、LINEで公開できます。
制作したLINEミニアプリを公開するためには、LINE Developersコンソールの［ワークフロー］タブで必要な情報を入力して、
審査を依頼します。

審査依頼前の確認事項や、詳しい手順は以下のページをご確認ください。

🔗 https://developers.line.biz/ja/docs/line-mini-app/submit/submission-guide/

⚠️ リリース可能なサービスか事前に確認したい場合

LINEミニアプリは、LINEミニアプリポリシー・ガイドラインに沿っ
て開発されたサービスのみリリースが可能です。

開発を始める前に、制作予定のミニアプリがリリース可能かどうか確
認したい場合は、以下のページに記載の手順で事前相談窓口宛にご連
絡ください。

https://faq.linebiz.com/help/s/article/000002024

⚠️ LINEミニアプリ更新後の再審査について

一度リリース審査を通過した後も、基本情報の変更やサービスの大幅
な変更が発⽣した場合は、再審査が必要です。再審査が必要となる項
目については、以下のページをご確認ください。

なお、再審査中は本番環境に影響はなく、再審査後にコンソールの
ワークフロータブから［変更内容を公開する］と進めることで、本番
環境に反映されます。

https://developers.line.biz/ja/docs/line-mini-app/service/update-service/

https://developers.line.biz/ja/docs/line-mini-app/submit/submission-guide/
https://faq.linebiz.com/help/s/article/000002024
https://developers.line.biz/ja/docs/line-mini-app/service/update-service/


THANK YOU !
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