
配信カレンダー

1月 2月 6月3月 4月 5月

7月 8月 12月9月 10月 11月

元旦（1日）

成人の日（第2月曜日）

受験

新年会

節分（2日）

バレンタインデー

（14日）

ひな祭り（3日）

ホワイトデー（14日）

新生活・引っ越し

卒業式

花粉対策

七夕（7日）

海の日（第3月曜日）

土用の丑の日

（7月中旬～8月上旬）

暑さ/夏バテ対策

梅雨

山の日（11日）

お盆（帰省）

夏休み

（海水浴、アウトドア）

敬老の日（第3月曜日）

シルバーウイーク

（中旬）

新学期

食欲の秋

芸術の秋

ゴールデンウイーク

（4月末～5月上旬）

こどもの日（5日）

母の日（第2日曜日）

エイプリルフール（1日）

イースター

（3月末～4月中）

入園・入学

歓迎会

お花見

父の日（第3日曜日）

梅雨

お中元

ボーナス

スポーツの日

（第2月曜日）

ハロウィン（31日）

文化祭・体育祭

秋の行楽・紅葉

七五三（15日）

ボジョレー解禁

（第3木曜日）

ブラックフライデー

（第4金曜日）

お歳暮

寒さ対策

クリスマス

（24日、25日）

大晦日（31日）

年末年始

大掃除

忘年会

※祝日の日付は年度によって変更される場合があります



シーズンワード

イベント・祝日

1/1

正月・初売り（福袋）

受験

新年会シーズン

1/31

元旦（1月1日）

成人の日（1月第2月曜日）

正月・初売り（福袋） 新年会シーズン

「リッチメニュー」はWeb版管理画面の

場合はイメージメーカー、管理アプリの

場合はデフォルト画像を活用することで、

簡単に作成することができます。

チャットで連絡したユーザーに任意の「タ

グ」を設定することができます。タグを設

定したユーザーだけに、メッセージを配信

するなどの運用が可能になります。

※イベント・祝日は一部を抜粋して記載しております

メッセージ配信サンプル

# リッチメニュー

配信カレンダー

1月／ January

# リッチメニュー # タグ



シーズンワード

LINE限定でお得な「クーポン」を配信す

ることで、商品の購入や来店を促すこと

ができます。クーポンは「プロフィー

ル」への掲載も可能です。

「LINEコール」には、任意の電話番号に
転送できる機能があります。普段から使用
している固定電話などに転送設定を行えば、
LINE経由でユーザーからの電話を受ける
ことができます。

※イベント・祝日は一部を抜粋して記載しております

メッセージ配信サンプル

2月／ February

イベント・祝日

2/1

バレンタインデー

寒い季節

2/28

節分（2月2日）

バレンタインデー（2月14日）

# クーポン # リッチメニューバレンタインデー 寒い季節 # LINEコール

配信カレンダー



シーズンワード

イベント・祝日

3/1 3/31

「ショップカード」は、LINE公式アカウ

ントで活用できるポイントカードです。

ユーザーはスマートフォンからLINEアプ

リ経由でポイントを取得することができ

ます。

「カードタイプメッセージ」は、カルー

セル形式で複数枚の画像を配信できるメ

ッセージ機能です。複数の画像を横並び

で紹介したい時などに活用できます。

メッセージ配信サンプル

卒業式

新生活・引っ越し

花粉対策

ひな祭り（3月3日）

ホワイトデー（3月14日）

ホワイトデー新生活 # ショップカード #カードタイプメッセージ# リッチメニュー

※イベント・祝日は一部を抜粋して記載しております

3月／March

配信カレンダー



シーズンワード

イベント・祝日

桜の季節・お花見 歓迎会シーズン

「リッチメニュー」以外にも、「プロフ

ィール」のデリバリー、テイクアウトプ

ラグインを利用するとより効果的です。

テキストメッセージと合わせて「クーポ

ン」を配信することで、より高い効果が期

待できます。

※イベント・祝日は一部を抜粋して記載しております

メッセージ配信サンプル

4月／ April

4/1

入園・入学

桜の季節・お花見

歓迎会シーズン

4/30

エイプリルフール（4月1日）

イースター（3月末～4月中）

# リッチメニュー # クーポン

配信カレンダー



母の日

「カードタイプメッセージ」には、訴求内容に合わせて

4種類のカードタイプが用意されています。価格を記載

する商品紹介などの場合は「プロダクトタイプ」を活用

しましょう。

#カードタイプメッセージゴールデンウィーク

長期休暇を伴う営業時間の変更は、ユー

ザーも気になる情報です。前もってアナ

ウンスを行うようにしましょう。

# テキスト
シーズンワード

イベント・祝日

5/1 5/31

メッセージ配信サンプル

※イベント・祝日は一部を抜粋して記載しております

5月／May

ゴールデンウィーク

こどもの日（5月5日）

母の日（第2日曜日）

配信カレンダー



価格よりも画像で商品の魅力を伝えたい

場合、「カードタイプメッセージ」の

「イメージタイプ」を活用しましょう。

お中元シーズン #カードタイプメッセージ

LINEコールは無料でユーザーと通話が可

能です。商品の注文、問い合わせ対応に

ご活用ください。

梅雨 #リッチメニュー # LINEコール
シーズンワード

イベント・祝日

6/1 6/30

メッセージ配信サンプル

※イベント・祝日は一部を抜粋して記載しております

父の日（第3日曜日）

6月／ June

梅雨

お中元シーズン

ボーナスシーズン

配信カレンダー



シーズンワード

イベント・祝日

7/1 7/31

季節に合わせたオススメレシピなど、ユ

ーザーが求める情報を発信することは、

ブロック防止にもつながります。

「カードタイプメッセージ」の「パーソンタイプ」は、

商品ではなく人物を紹介するために必要な情報入力欄が

あらかじめ用意されています。

メッセージ配信サンプル

梅雨

七夕（7日）

海の日（第3月曜日）

土用の丑の日（7月中旬～8月上旬）

クールビズ暑さ・夏バテ対策 #カードタイプメッセージ

※イベント・祝日は一部を抜粋して記載しております

7月／ July

# リッチメッセージ

暑さ・夏バテ対策

梅雨明け

※2021年は「海の日」が7月22日、「スポーツの日」が7月23日に移動

配信カレンダー



シーズンワード

イベント・祝日

8/1 8/31

クーポンはシンプルでわかりやすい画像

とテキストを入力しましょう。メリット

が分かりづらいと、利用率が下がってし

まう場合もあります。

取り扱う商品を訴求するためには、「カードタイプメッ

セージ」以外にも、「プロフィール」の「コレクショ

ン」プラグインも活用するのも効果的です。

メッセージ配信サンプル

山の日（8月11日）

帰省夏休み #カードタイプメッセージ

※イベント・祝日は一部を抜粋して記載しております

／ August

※2021年は「山の日」が8月8日に移動

8月

お盆(帰省)

夏休み(海水浴・アウトドア)

# クーポン

配信カレンダー



シーズンワード

イベント・祝日

9/1 9/30

定期的にクーポンを配信することで、

「お得な特典が受けられる」と印象づけ

ることも重要です。

「カードタイプメッセージ」には、「もっと見るカー

ド」というカルーセルの末尾に表示されるリンク用のカ

ードが設定できます。事前に商品やサービスを紹介した

後に表示されるため、興味を抱いたユーザーをWebサイ

トなどに誘導する効果があります。

メッセージ配信サンプル

敬老の日（第3月曜日）

食欲の秋敬老の日 #カードタイプメッセージ

※イベント・祝日は一部を抜粋して記載しております

／ September

食欲の秋・芸術の秋

# クーポン

シルバーウイーク

新学期

9月

配信カレンダー



シーズンワード

イベント・祝日

※イベント・祝日は一部を抜粋して記載しております

メッセージ配信サンプル

10月／ October

10/1

文化祭・体育祭

紅葉・秋の行楽

10/31

スポーツの日（第2月曜日）

ハロウィン（10月31日）

「リッチメッセージ」のカスタムテンプ

レートを利用すると、インパクトのある

訴求が可能です。

チャットの「応答時間設定」では、応答

時間内と時間外で自動と手動での対応を

分けることができます。

# リッチメッセージ # リッチメニューハロウィン 紅葉・秋の行楽

配信カレンダー



「カードタイプメッセージ」は、過去に

作成した内容をコピーして、新たなメッ

セージを作成することができます。

お歳暮 #カードタイプメッセージ

テキストでは長文になってしまう内容でも、

画像を使うことで商品やサービスの魅力も

視覚的に訴求できます。画像によって目に

留まりやすいという利点があります。

ブラックフライデー # リッチメッセージ
シーズンワード

イベント・祝日

11/1 11/30

メッセージ配信サンプル

七五三（11月15日）

ボジョレー解禁（第3木曜日）

ブラックフライデー（第4金曜日）

※イベント・祝日は一部を抜粋して記載しております

11月／ November

寒さ対策

お歳暮

配信カレンダー



シーズンワード

イベント・祝日

クリスマス 大晦日

ユーザーが「LINEコール」を利用するた

めのURLやQRコードが発行できます。

「リッチメニュー」へのボタン設置、

WebサイトやSNS、店舗での掲示でURL

やQRコードを案内すれば、LINEコール

の利用を促すことができます。

年末年始に伴う休業や営業時間の変更に

ついて知りたいユーザーは多いため、メ

ッセージ配信やプロフィールへの記載な

どで前もって案内するようにしましょう。

※イベント・祝日は一部を抜粋して記載しております

メッセージ配信サンプル

12月／ December

12/1

クリスマス

忘年会シーズン

年末年始

12/31

クリスマス（12月24日、25日）

大晦日（12月31日）

大掃除

# テキスト# リッチメニュー

配信カレンダー


