
~設定⽅法と配信のコツ~
LINE LIVE 配信マニュアル

1



Contents
P3 基本設定
P10 配信開始〜終了まで
P30 使える便利機能
P35 イベント参加⽅法
P40 配信時の注意点
P50 配信のヒント

Contents
P3 基本設定
P10 配信開始〜終了まで
P30 使える便利機能
P35 イベント参加⽅法
P40 配信時の注意点
P50 配信のヒント

P3 基本設定
P9 配信開始〜終了まで
P18 使える便利機能
P26 イベント参加⽅法
P32 配信時の注意点
P35 配信のヒント

2



Contents
P3 基本設定
P9 配信開始〜終了まで
P18 使える便利機能
P26 イベント参加⽅法
P32 配信時の注意点
P35 配信のヒント

3



はじめに①
基本設定

① ② ③ ④ ⑤

アプリのインストール
配信をするスマートフォンに「LINE LIVEアプリ」をインストールしてください。

アプリにログイン
アプリを⽴ち上げ、①〜⑤の⼿順でログインしてください。（⾃⾝のLINE、Twitter ID/PASSで連携・ログイン可）
※ユニットやコラボアカウントの場合、「Twitterログイン」がおすすめです。
ただし、Twitterログインの場合「PC配信」ができずスマートフォンからのみの配信となります。ご了承ください。
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はじめに②
チャンネルURLをInstagramやTwitterに貼り付ければ、
SNSのフォロワーさんにもLIVEを観に来てもらえます。

配信者IDの申請
イベントに参加するライバーさんを、事前募集する際に必要になります。

⑤マイチャンネルのURLがコピーされます。このURLを担当まで送ってください。
※このURLが皆様のIDを表すURLとなります。

①右下「⼈マーク」をタップ
②「マイチャンネル」をタップ

③「共有アイコン」をタップ
④「コピー」をタップ

基本設定
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プロフィール写真と名前の登録

※このマークをタップし、
写真を設定します。

写真と名前は、あなたが他の⼈の配信を観たり、コメントしたりするときに表⽰される写真と名前です。

①右下「⼈マーク」をタップ ②「設定」をタップ ③「プロフィール」をタップ ④写真と名前を設定

基本設定
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プロフィール内容の登録①

①⾚枠をタップ ②右上の⾚枠をタップ ③⾚枠をタップ ④アピールしたい内容を記載
※ページから移動する時は必ず右上の「保存」を押して下さ
い。

基本設定
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①チャンネルアイコン
リスナーがまず初めに⽬にする⼤切なポイントです。
あまり加⼯しすぎると実際とのギャップで視聴者が離れてしまうので、
注意が必要です。顔がわかりやすい写真がおすすめです。

定期的に更新して⼀番みてもらえるアイコンを探しましょう︕

①

②

③

④

②チャンネル名
他の⼈と被りやすいシンプルなものは避けましょう。
絵⽂字などをうまく使い、ひと⽬で興味を引くように印象を変えるなど
⼯夫するとよりよいです。

③プロフィール⽂
リスナーに興味を持ってもらえるようにアピールしましょう。
読み応えがある、けれど簡潔にシンプルに仕上げましょう。
直近のスケジュール情報やお礼メッセージを掲載してフォロワーの皆さ
んへの伝⾔板として利⽤するのもおすすめです。

④アーカイブ
過去の配信動画が掲載されます。配信時に設定したカバー画像のほか閲
覧数やポイント数が表⽰されます。新規のリスナーさんはアーカイブを
みてお気に⼊りを探すことも多いので掲載することをおすすめします。

プロフィール内容の登録②
基本設定
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マイチャンネルの登録
配信開始〜終了まで

マイチャンネルは、配信する際に表⽰される⾃分の「名前」になります。

①⾚枠をタップ ②右上の⾚枠をタップ ③⾚枠をタップ ④アピールしたい内容を記載

※ここを設定します

※プロフィールとは別の写真
を設定することが可能です。

※ページから移動する時は必ず右上の「保存」を押して下さ
い。

※このマークをタップし、
写真を設定します。

名前は配信者ランキング等にも表⽰されます。
読みやすく覚えてもらいやすい名前がいいでしょう。
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①ラジオ配信（⾳声のみ）
マイクのアイコンを押すと、⾳声のみの「ラジオ配
信」となります。顔出しできないタイミングや、
背景の準備が整っていないときにオススメです。①「ライブ配信」をタップ ②⾚枠で設定

① ② ③

②カメラの設定（イン⇔アウト）
円の⽮印アイコンを押すと、インカメラ⇄アウトカメ
ラの切り替えができます。⾃分ではなく、外の様⼦を
伝える時などに利⽤しましょう。
配信中でも切り替え可能です。

③マイクテスト（配信⾳チェック）
ヘッドフォンアイコンはマイクテストです。
マイクテストをオンにすると、接続しているイヤホ
ンで⾃分の声や周辺の⾳環境を確認することができま
す。

③アーカイブ公開設定
⻭⾞アイコンで、配信終了後のアーカイブ（録画動画）
の公開・⾮公開を設定することができます。

配信時の設定①
配信開始〜終了まで
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①カバー画像（サムネイル）
配信終了後にアーカイブ録画のアイコンとして掲載されます。

①

②
③

配信ごとにカバー画像を設定し、
リスナーさんの興味を引けるよう⼯夫しましょう︕

②ライブ配信タイトル（30⽂字以内）
配信内容がわかるように、具体的なタイトルをつけましょう。配
信終了後に変更することも可能です。
盛り上がりポイントがわかるタイトルをつけると、リスナーさん
の数も増えるでしょう。

タイトル例
「JCミスコン最終⽇最終枠�‼応援してくださると嬉しいで
す︕」
「初⾒さん⼤歓迎✨ 久々インパクトのある服きてみた"」

③カテゴリ設定
カテゴリ検索でリスナーにみつけてもらえるように、カテゴリの設定
をします。配信終了後に設定することもできます。内容に応じて変更
しましょう。

配信時の設定②
配信開始〜終了まで
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①SNS連携（LINE・Twitter）
配信時にSNSフォロワーに向けて通知することができます。アイ
コン⾊がONになっていると、⾃動通知設定がONになっていま
す。

① ② ③

SNSの設定をONにし、
急な配信時やリマインドに活⽤しましょう︕

②公開、限定公開設定
通常配信時は「公開」設定にしておきましょう。
もし⼀部の限定したリスナーのみに公開したい場合は「限定公開」
にして、配信URLを個別にリスナーに通知することもできます。

③コラボ配信
コラボがONになっていると、他配信者からのコラボリクエストに
応じてコラボ配信することができます。
コラボ配信を希望しない場合はOFFにしてください。

配信時の設定③
配信開始〜終了まで
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①顔認識スタンプ
顔認識のシステムにより、映像が加⼯されます。
⽬が⼤きくなったり、可愛い装飾などがされるので、より華やかで
盛れた映像の配信が可能です。
配信中でも変更が可能です。

① ② ③ ④

②画⾯フィルター
画⾯全体の装飾や加⼯ができます。
シロクロにしたり、雰囲気に合わせた加⼯してみましょう。
配信中でも変更が可能です。

③⾳声エフェクト
⾃分の声や⾳声全体に⾳声エフェクトをつけることが可能です。
歌配信やカラオケ配信の時にオススメです。

④カラオケ機能
マイクアイコンからカラオケ機能を選択し、カラオケ配信をするこ
とができます。上記のフィルターや⾳声エフェクトと合わせて、盛
り上げることができます。

配信画⾯の説明
配信開始〜終了まで
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・配信開始前にもう⼀度しっかりと設定の確認をしてください。(特に「公開」の部分)
・配信は多量のデータ通信が⾏われるため、Wi-Fiに接続して⾏ってください。
・配信時間は1回「60分」です。時間が来るか⾃分で終了すると配信は終了します。

配信はアーカイブとして残ります。
消去もできますが、できるだけ残しておきましょう。

①

配信のスコアが
表⽰されます。

※配信開始前にここを確認

マイチャンネル画⾯に
配信が残ります。

①⾚枠タップで配信開始 ②⾚枠タップで終了 ③「×」をタップ ④アーカイブが残ります

②

配信開始と終了
配信開始〜終了まで
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①配信時間
②コメント数
③ポイント数
④閲覧⼈数

閲覧⼈数は、
リアルタイムの閲覧⼈数、トータル閲覧⼈数が表⽰されます。

① ② ③ ④

配信中に表⽰される情報
配信開始〜終了まで
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アーカイブ公開⽅法
配信開始〜終了まで

以下の⼿順で公開設定をONにし、④右上の「×」ボタンをタップして画⾯を閉じるとアーカイブが公開されます。
※配信終了直後はまだデータが⽣成されておらず、ONにならない場合があります。
※④の画⾯でONにして戻ってもONにならず、再度④に⾏ってONになっていない場合は、
電波の途切れなどによりアーカイブが⽣成されていない可能性があります。（この場合は公開できません）

①「⼈マーク」をタップ ②⾚枠をタップ ③⾚枠をタップ ④⾚枠で公開設定を「ON」
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配信時に、⽬標の応援ポイントを設定できます
・配信にゲーム性が加わることで リスナーの配信参加度がアップし視聴満⾜度もアップ
・リスナーと⼀緒に、達成したらすることを決めると 次回配信の視聴誘導へつながります。

応援ポイントがたくさん集まると「チャンネル」ランキ
ングに⼊りやすくなり、 露出にもつながります︕チャレンジ機能

使える便利機能
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1時間を超える配信をする時
・配信タイトルに「⻑時間」のキーワードを含めるだけで、最⻑24時間の配信ができます。
キーワードを含んでいれば、配信タイトルは⾃由に決められます︕

例）「⻑時間配信やってみる︕」「今⽇は⻑時間ライブ︕」

⻑時間配信
使える便利機能

※注意※
⻑時間配信をすると、アーカイブが保存されません。
アーカイブを保存したい場合は、配信タイトルに
「⻑時間」という⽂字を⼊れないでください。
（これまでと同じ⽅式の配信です。）

⻑時間の配信は充電しながらがオススメです︕

⻑時間の配信中にスマホが熱くなったら、配信を終了してください。

配信が途中で終了してしまう場合は、次の内容を試してみてくださ
い。
・コラボをOFFにする
・スタンプをOFFにする
・スクリーン配信を避けてみる
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※注意※
スクリーン配信は端末の画⾯をそのままライブ配信するので、
個⼈情報やパスワードが画⾯に表⽰されないように注意︕
LINEやTwitterの通知も配信されてしまうので、端末の設定で通知をオフにしておきましょう。

スクリーン配信
使える便利機能

①コントロールセンターを開き、
画⾯収録ボタン「◎」を⻑押しす

る。

②マイクをオンにする ③表⽰されているアプリ⼀覧から
「LINE LIVE」を選択し、

「ブロードキャストを開始」をタッ
プ。

※画⾯収録ボタンが無い場合は、初期設定が必要︕

ゲームアプリやお絵描きアプリなどを使って、
実況してみよう︕
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スクリーン配信の公開設定は、初期状態では「限定公開」になっています。
そのまま配信してもアプリ内には表⽰されないため、以下の設定変更が必須です。

スクリーン配信(公開設定)
使える便利機能

①「チャンネル設定」の
「スクリーン配信」を選択する

②「ライブ公開設定」
を「公開」にする

③ページ下部にある[配信をシェア]を
設定すると、配信開始時にLINEや
TwitterにURLが投稿される。

配信が途中で⽌まってしまう場合…
1)端末を再起動する
2)使ってないアプリを終了する
3)「配信中の通知をぼかす」をOFFにする
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ライブ配信前に送る
事前にライブ配信の開始時間を告知できます︕

メッセージ機能
使える便利機能

①画⾯下のナビゲーションに追加された
メッセージアイコンをタップ

②右上の新規作成アイ
コンをタップ

③送り⽅を選んだら、
テキストや画像を⼊⼒して送信
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ライブ配信後に送る
応援してくれたリスナーさんにお礼のメッセージを送ることができます︕

メッセージ機能
使える便利機能

①配信終了画⾯の
「お礼メッセージ」をタップ

②送りたい相⼿を選ぶ ③テキストや画像を⼊⼒し、送信︕
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スパムの設定
悪質なコメントが届いた時には、そのリスナーをスパムユーザーとして登録できます。
該当スパム登録されたリスナーのコメントやアイテムは、⾃分や他のリスナーには表⽰されなくなります。
スパムリスナーの画⾯では⾃分のコメントは⾒えているので、⾃分がスパム登録されたことに気づきません。

トータルポイントでは表⽰されてしまいます。

メッセージ機能
使える便利機能
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LINE LIVEでは、常に多くのイベントが開催されています。
雑誌や広告に出演できるファッションモデル系のイベントや、
コスメ・家電などがもらえるプレゼント系のイベントなど、⾃分にあったイベントに参加しましょう︕

リスナーもイベントの参加者を中⼼に、新しい配信者を探しながら視聴します。
イベント参加がフォロワーの獲得の近道です︕

イベントに参加する意義
イベント参加⽅法

常にイベントスケジュールをチェックし、
参加の予定をたてましょう︕
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イベント参加時の確認ポイント
イベント参加⽅法

対象年齢
年齢制限がないか確認しましょう。年齢が対象外だと特典が得られなくなります。

開催期間
通常、複数のイベントには同時参加できません。
開催期間途中でイベントに参加した場合は、参加した⽇からのポイントが対象となります。
終了前に別イベントに参加すると、それまでのイベント分が無効となります。

事前エントリー
事前に参加エントリーが必要なイベントがあります。
イベント本選に参加するために、事前エントリーが必要か確認しましょう。

対象アイテム
全アイテムが加算対象か、特定のアイテムのみが対象かを確認しましょう。
特定のアイテムのみ対象の場合、それ以外のアイテムはイベントのポイントには反映されません。

ポイントボーダー
ボーダーが設定されている場合、
期⽇までにボーダーラインのポイントをクリアできないと、イベント参加は終了となります。
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イベント参加時の確認ポイント
イベント参加⽅法

対象アイテム
全アイテムが加算対象か、特定のアイテムのみが対象かを確認しましょう。
特定のアイテムのみ対象の場合、それ以外のアイテムはイベントのポイントには反映されません。

!特定アイテム対象でエントリーになります
特定アイテム対象イベントのランキングには、専⽤アイテムのみが獲得ポイントとしてカウントされま
す。
専⽤アイテム以外の通常アイテムについては、本イベントのランキングには反映されませんが、他イベン
トにも参加している場合、そちらのランキングに反映されます。
イベント参加期間中は、どの応援アイテムを集めたい・送りたいかにご注意ください。

リスナーさんにはこのバナーが表⽰されて
ます︕
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応援アイテム⼀覧
イベント参加⽅法

おすすめアイテム

1 ２

3
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イベント終了後
イベント参加⽅法

リスナーへのお礼
⼊賞後の配信ではリスナーへのお礼を伝えましょう。
次のイベントでも応援してくれます。
配信以外のSNSなども活⽤し、リスナーとのコミュニケーションを活発にすることが⼤切です。
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配信、投稿時の注意点
イベント参加⽅法

⾃宅や学校から配信する時
あなたにそのつもりがなくても、配信の時に⾃宅や学校が分かるような映し⽅をすることで、

個⼈情報が特定されてしまう可能性もあります。

映像の撮り⽅や映っているものにも気をつけましょう。

個⼈情報を、簡単に聞かない・教えない
視聴者、もしくは配信者に個⼈情報を知られたことがきっかけで、トラブルに巻き込まれてしまうかも知れま
せん。名前や住所、電話番号など個⼈情報の公開は注意してください。

また、悪意を持って個⼈情報を聞くことは禁⽌です。

LINE IDや友だち追加⽤QRコードを公開することも危険なので、注意してください。

性的な内容の配信
下着姿を映したり、肌が⼤きく⾒えているような映像、性⾏為を思わせる番組は、配信した後に事件・犯罪
に巻き込まれる危険があります。たとえ⾃分⾃⾝を撮影したものであっても、配信した後にどうなるか、よ
く考えてみてください。また、LINE LIVEでは、性的な内容の配信は厳しくチェックしています。

他の⼈が作った作品を勝⼿に使うこと
インターネット上にある様々な映像や⾳楽、絵などは、それを作った⼈の許可がなければ勝⼿に使うこと
ができません。配信する前に作った⼈から許可をもらうか、権利に問題がないかを確認しましょう。
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配信、投稿時の注意点
イベント参加⽅法

過激な内容
より多くの⼈から⾒てもらうために、何か他の⼈より⽬⽴つ配信をしたいと考えることもあるかもしれ
ません。しかし、そのために危険な場所にいったり、危険なことをしたり、マナーやモラルに⽋ける⾏
動はしないでください。また、そういった配信を⾒つけたときには、配信者を刺激するコメントの投稿
は⾏わず、通報機能を利⽤してください。

不適切な内容は報告してください
不適切だと思われる番組があった場合は、「通報」
機能を利⽤してください。通報された番組はLINE 
LIVEスタッフが24時間365⽇チェックしていま
す。それが、ガイドラインに反すると判断した場合
には、番組を削除したり、サービスの利⽤制限をか
けることがあります。

禁⽌⾏為に該当すると判断された場
合、
⼀部機能の制限、アカウント停⽌など
のペナルティが科されます。
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映り⽅の⼯夫(明るさ、確度、レイアウト)
配信のヒント

ライトの使⽤
顔の明るさはとても⼤切です。
明るい雰囲気をつくるとともに、美肌効果も期待できます。
⼩さなものでもよいのでライトを⽤意できるといいでしょう。

上からの撮影
下から撮影すると、影ができてしまったり、太ってみえてしまうデメリットがあります。
上からのアングルで固定した配信をするためには、三脚がオススメです。
また、画⾯内であまり動きすぎず顔を固定することも⼤切です。

画⾯の映り⽅で印象は⼤きく変わります。
他の配信者さんがどのように⼯夫しているか研究して真似してみましょう。

コメントが読みずらい場合
コメントが⼩さくて読めないような場合には、広⾓レンズなどを使って⼯夫してみましょう。
また、コメントとお顔が被ってしまわないように気を付けましょう。
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配信環境の⼯夫
配信のヒント

ライトの使⽤
・配信はスマートフォンで⾏います。パケット通信が発⽣＆安定した配信ができるように
Wi-Fiをつないで配信しましょう。
・ご⾃⾝のSNSで事前に告知をしておきましょう。（例︓今⽇の19時から配信するよ︕みてね︕）
・スマホスタンド、ライトを使って配信しましょう。

ライトなし ライトあり

ライトがあると顔が明るく、綺麗に写りま
す。

※注意※
・背景に⾃宅から⾒える景⾊や個⼈情報が
わかるものが写り込まないようにしましょう。
⼯事の⾳や電⾞の⾳なども⾃宅がバレる可能性
があるので注意が必要です。

・スマホがあればいつでもどこでも配信できますが、
他の⼈の迷惑にならない場所で配信しましょう。

盛れてる︖
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配信Tips︕
配信のヒント

配信を⾒に来てくれた⼈にはしっかりと「ありがとう」のお礼を伝え、コミュニケーションを取ってみま
しょう。⾃⾝のチャンネルフォローをしてもらうことで、次回のあなたの配信を観に来てくれるかもしれ
ません。（覚えられそうなら）来てくれた⼈は覚えておきましょう︕

LINE LIVEは⼀⽅通⾏であなたの配信を⾒せるだけでなく、「視聴者との会話」が⼤切です。
来たコメントに積極的に答えたり話を広げるなど、視聴者とのコミュニケーションを楽しんで⾏いましょう。

配信中分からないことなどあれば、リスナーさんに聴いてみましょう。
それもコミュニケーションになります。

配信の途中から観始めている視聴者もいます。⾃⼰紹介などはこまめに⾏いましょう。

アイテムやハートをもらったらお礼を伝えましょう。

配信の最後には、次回の配信⽇時が決まっていれば告知しましょう。
今⽇配信を観てくれた⼈が次も来てくれるかもしれません。

盛り上がった配信のアーカイブ（過去の配信）は残しましょう。

BGMをかけたり、
⼩物を使って、

リスナーさんに楽し
んでもらおう︕
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フォロワーを増やすコツ(プロフィール画像)
配信のヒント

チャンネルの顔︕プロフィール画像は顔のわかりやすい明るい写真がオススメ︕
最初に⾒られるプロフィール画像、カバー画像は興味を持ってもらえるような画像にして、
たくさんのリスナーさんに配信を⾒てもらえるようにしましょう︕

GOOD!!
!

顔がわかりやすい

メッセージを⼊れる

配信者の顔やイメージがわか
りやすいものが好ましい。
参加イベントやチャレンジ
ゲージなどのお知らせを⼊れ
るのもオススメです。

設定しないと配信の⼀部が⾃
動で設定されます。

プロフィール画像例 カバー画像例
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配信のヒント

「応援したい︕」「フォローしたい︕」と思われるような⾃⼰紹介を記載しましょう。
どんな⼈なのか分かることで、フォロワーの獲得につながります。

フォロワーを増やすコツ(プロフィール内容)

⼊れたい項⽬
①Since（いつ始めたか）

②推しマーク

③夢（超⼤事︕）
配信してる理由や、今頑張ってることなど記載して応援してもらいましょう︕

④リスナーさんにお願いしたいルール

<例>
好きな⼈ >>> みんなにちゃんと挨拶できる⼈︕（やってほしいこと）
嫌いな⼈ >>> 荒らし&ネガティヴコメは回れ右（やってほしくないこと）
※配信の雰囲気を乱す⼈は独断でブロックするのでご了承ください。
アイテムの投げ合いはしてません!

⑤SNS情報（Twitter、Instagram、Facebookはアイコンで表⽰可能）
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配信のヒント

配信は定期的に⾏うことをオススメします︕
コンスタントに配信することで、リスナーの⽅にも⾒る習慣ができます。
また、頑張りが伝わるので、応援してもらいやすくなります。

フォロワーを増やすコツ(配信頻度)

ヒント
スターライバーの平均配信⽇数︓20⽇（１ヶ⽉）

配信回数︓45〜50回（１ヶ⽉）

多く配信できない場合でも配信スケジュールを決めて、予めSNSで告知しておいて、
リスナーさんに必ず聞いてもらえる環境を作るようにしましょう。

<例>
・毎週⽉曜⽇19:00-20:00で配信中︕
・今週は20⽇、22⽇、23⽇の19:00-20:00で配信予定です︕など
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配信のヒント

配信に慣れてきたら、イベントに出ましょう︕
イベントに出ることで、参加しているライバーさんやそのリスナーさんに⾒てもらえたり、
上位になると注⽬されます︕
勝っても負けても、リスナーさんのおかげで夢や⽬標に１歩近づけたことなど、お礼を⾔いま
しょう︕

フォロワーを増やすコツ(イベントに出る︕リスナーになる︕)

リスナーとして、配信を⾒に⾏きましょう︕
他の配信者（ライバー）さんがどんな配信をしているか⾒てみましょう︕
いいな︕と思った配信者さんがいれば、コメントしてコミュニケーションをとってみましょう。
仲良くなると配信者さんやリスナーさんが⾃分の配信にも遊びに来てくれるかもしれません。

配信を⾒てくれ
て、

応援してくれてあ
りがとう︕

42



THANK YOU

夢を叶えるライブ配信アプリ
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