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［サポートコンテンツ］
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本マニュアルではLINE WORKSのご契約、ご登録後に使い始める初期設定についてご紹介しておりま
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。また一部画像において、最新バージョンのものとは異なる画像が使用
されている場合がございます。あらかじめご了承ください 。

❶管理者画面
をクリック

❶右上の名前/写真の
アイコンをクリック

LINE WORKSのPC版ブラウザからログイン

➋管理者画面
をクリック

LINE WORKS 公式ホームページからログイン

管理者画面へのログイン方法は2種類
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メンバーを追加で登録①［個別で追加］

※画面はGoogle Chromeのものです。

❹メンバーの［姓］［名］
と［ID］を入力
※［ID］は半角文字、数字、「-」、
「.」、「_」を 2~40 字で設定できま
す。ただし、先頭または最後が「.」
の ID や、「.」が連続する ID は使用
できません。

❺パスワードの作成方法を
選択
※例では［自動作成］を選択します。
※パスワードは初期パスワードです。

❻［追加］をクリック
※メンバーへのログイン情報伝達方法
を印刷・メール送信から選択できます。

❶➋❸管理者画面左側メ
ニューの［メンバー］内の
［メンバー］をクリックし、
［メンバーの追加］をクリッ
ク
※左側メニューが表示されていない場
合は［ ］クリックしてください。

❶クリック

❷クリック

❸クリック

❻クリック

❸入力❹入力

❺選択

名前と ID を入力して、メンバーを追加します。追加されたメンバーはパス

ワードを登録すると LINE WORKS の利用を開始できます。

❼メンバーの個別追加 完了

❼確認

ヒント

パスワードは［自動作
成］［管理者が登録］
［メンバーが登録］の3つ
の作成方法があります。
詳細は下記のQRコードを
参照して下さい

ヒント
メンバーが初期パス
ワードからパスワードを
変更するとステータスが
［使用中］になります。
追加後のメンバーの操作
に関してはP8を参照して
下さい
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メンバーを追加で登録②［一括で追加］

※画面はGoogle Chromeのものです。

メンバーを 100 人まで一括で追加できます。LINE WORKS の開設時や、複数

のメンバーを追加する場合に便利です。
※フリープランのユーザー数は、管理者を含めて100人までです。ご注意ください。

《メンバーの一括追加の流れ》

管理者画面で［サンプルファイル］をダウンロード

［サンプルファイル］にメンバーの情報を入力

［サンプルファイル］を管理者画面にアップロード 100人まで入力できます。

選択した初期パスワードの設定方法により、サンプルファイルの必須項目が異なります。

※シングルサインオン設定の場合には「External Key」の入力も必須になります。
※メンバーの個人メールアドレスを入力しておくとアップロード後のメンバーへの
招待メールをまとめて送信できます。

初期パスワード設定方法 必須項目 ※サンプルファイル内に赤字で表示

自動作成 姓、名、ID

管理者が作成 姓、名、ID、パスワード

メンバーが作成 姓、名、ID、個人メールアドレス

※サンプルファイルの必須項目について

ヒント
パスワードの［自動作成］
［管理者が作成］［メン
バーが作成］の詳細。

❶➋❸管理者画面左側メ
ニューの［メンバー］内の
［メンバー］をクリックし、
［メンバーを一括追加］をク
リック
※左側メニューが表示されていない場合
は［ ］をクリックしてください。

❹パスワードの作成方法を選
択し、［次へ］をクリック
※例では［自動作成］を選択します。

❶クリック

❷クリック

❸クリック

管理者画面で［サンプルファイル］をダウンロード
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❼入力

❶選択❺選択
❻開く

❼サンプルファイルに入力さ
れている記入例のデータを削
除し、メンバーの情報を入力

※［ID］は半角文字、数字、「-」、
「.」、「_」を 2~40 字で設定できます。
※先頭または最後が「.」の ID や、「.」
が連続する ID は使用できません。
※メンバー追加完了後に、入力したIDの
末尾に「@（ワークスグループ名）」が
追加されます。

❽完了したら保存して閉じる

❺メンバー情報の入力用サン
プルファイルをダウンロード
※例では［XLSXサンプル］を選択。

❻ダウンロードしたサンプル
ファイルをクリックして開く

※パソコンの環境によってファイルの開
き方が異なる場合があります。

［サンプルファイル］にメンバーの情報を入力

❾❺の画面より、［ファイ
ルを選択］をクリック。❽で
保存したサンプルファイルを
選択して［開く］をクリック

❾クリック

［サンプルファイル］を管理者画面にアップロード
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メンバーを追加で登録②［一括で追加］

管理者

❿クリック

❿［次へ］をクリック

⓫［ ］をクリック
⓬［一括追加］をクリック

⓫クリック

⓬クリック

サンプルファイルの入力値にエラーがあ
る場合、プレビューに赤色で表示されま
す。［ ］クリックでエラー理由を表示

例：上記の場合、IDに使用できる英小文
字、数字、ピリオド(.)、ハイフン(-)、ア
ンダーバー(_)以外が入力されています。

《入力エラーの確認》

⓭メンバーの一括追加 完了
※メンバーへのログイン情報伝達方法を
印刷・メール送信から選択できます。
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※参考：追加登録されたメンバーの初回ログイン方法（PC版ブラウザ）

❸ログインページにアクセス
したら管理者から与えられた
［ID］を入力

❹［はじめる］をクリック
※以下、画面はGoogle Chrome のもの
です。

❶管理者からメンバーに送ら
れたメールを開き、ID/初期パ
スワードを確認
※メールでは「初期パスワード」は、
「仮パスワード」と表記されています。
※管理者がメールを送らずにメンバー追
加をした場合、メンバーを追加する際に
ID/初期パスワード等を印刷してもらい、
記載してあるURLにアクセスします。

❷［サービスログイン］をク
リック
※メールからパソコンのインターネット
ブラウザのログインページへ移動します。
※画面は Gmailのものです。

❹クリック

❸入力

《メンバーが、パソコンのブラウザで、
登録されたIDと初期パスワードで初回ログイン》

メンバーは、管理者が作成したID/初期パスワード
でログインする必要があります。
ログイン後に、初期パスワードを変更してLINE 

WORKSを利用しましょう。

※以下の手順は、メンバーがパソコンのブラウザで、
［自動作成］で作成された初期パスワードにて、初回
ログインを行う方法です。

❶確認
❷クリック

管理者画面から追加登録されたメンバーはログインページにアクセスし、管理

者から渡された初期パスワードを変更する必要があります。
※初期パスワードの変更画面は管理者の設定した初期パスワードの作成方法で異なります。
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⓫再度ログインページが表
示されたら、❼で設定した
［パスワード］を入力

⓬［ログイン］をクリック

新パスワードで再ログイン
完了

❼❽任意のパスワードを確認
用を含め2回入力
※今後、利用するパスワードになります。
※変更するパスワードは半角英数字の組
み合わせで8文字以上で設定します。

❾［パスワード変更］をク
リック

❿［OK］をクリック
※環境によっては表示されない場合もあ
ります。

初期パスワードの変更完了

⓬クリック

❼入力

※画面はGoogle Chromeのものです。

❽入力

❾クリック

❿クリック

⓫入力

❺管理者が作成した
［初期パスワード］を入力

❻［ログイン］をクリック

❻クリック

❺入力

ヒント
ID/初期パスワードを
忘れたり紛失したり
した場合は管理者か
ら再発行してもらう
ことも可能です。
詳細はP11を参照して
下さい

※参考：追加登録されたメンバーの初回ログイン方法（PC版ブラウザ）
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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

《スマートフォンアプリでの初回ログイン方法》

スマートフォンアプリの場合は、管理者からのメールに記載されてい

る［サービスログイン］からではなく、先にアプリをダウンロードし

ておき、アプリから初回ログインをする必要があります。

ダウンロードが完了したらアプリを開き、［ログイン］を押して管理

者から渡されたID/初期パスワードを入力して初期パスワードを変更し

ます。

その他の方法は右のQRコードを参照して下さい。

今後、ログインが必要な場合は、ログ
イン画面にアクセスして［ID］と［変
更したパスワード］を入力することで、
ログインが可能になります。

詳細は下記のQRコードを参照して下
さい。

《今後のログイン方法》

IDを入力

変更したパスワードを入力

右のQRコードからダウンロード
して下さい。
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組織とは

組織図が構成できる

管理者画面やアドレス帳でのメンバー表示が組織図基準になり、
管理がしやすくなります。

組織単位で情報共有ができるようになる

トークやカレンダー等、各サービスの設定を組織単位で行えま
す。また特定の情報の閲覧を組織単位で制限も可能です。

グループ機能も組織単位で利用できる

組織単位でグループトークルームを作成すれば、「ノート/予定/

タスク/フォルダ」機能を組織内で利用でき、効率的に情報共有
できます。

営業部全員に一斉にトーク

【たとえば…】

営業部全員を会議招集

営業部だけの掲示板作成

LINE WORKSでは、「組織」や「グループ」を作成し、メンバーを所属させるこ
とができます。「組織」や「グループ」は、それぞれ特性やメリット、管理方法が
異なります。詳細は右のQRコードを参照して下さい。

組織は9階層
まで構築可能

《組織とグループの違い》

LINE WORKS内に自社内の部署にあわせた組織を作成しておくことで、組織
単位での共有や予定作成がスムーズになります。企業や団体内に複数の部署
が存在し、所属メンバーが多い場合は、組織の作成を推奨します。

組織作成のメリット

組織A
（例：営業部）

組織B
（例：経理部）

企業・団体

組織Aの
トークルーム

管理者が管理

組織Bの
トークルーム

【注意点】
・組織の管理ができるのは、管理権限を持つ管理者のみです。一般メンバーによる管理はできません。
・組織改編や組織名の変更時は、管理者が変更対応する必要があります。

トーク

カレンダー

掲示板
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組織を追加

※画面はGoogle Chromeのものです。

❶➋管理者画面を開き、左
側メニューの［メンバー］
内の［組織］をクリック
※左側メニューが表示されていない場
合は［ ］をクリックしてください

❸［組織を追加］をクリッ
ク

❸クリック

❹［組織名］を入力
※例では「営業部」としています。

❺［ID］を入力
※例では「sales」としています。
※組織のIDとなります。
※半角英数字と、「.」、「-」、「_」、「!」の
2~40 文字以内で設定できます。
※使用中のメールアドレスは設定できません。
※最初に入力済みのIDのままでも利用可能です。

❻［追加］をクリック

❹入力

❺入力

❻クリック

会社の組織情報に合わせて、LINE WORKS に組織を登録することができます。
※組織は1件ずつ登録できます。有償プランの場合は一括での登録が可能です。

❶クリック

❷クリック

❼組織の作成 完了

❼確認
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《組織情報の設定項目》

［組織名］、［ID］の他に組織情報に設
定できる項目があります。

❹の画面で［高度な設定］をクリックす
ると、組織情報に設定可能な項目が表示
されます。

それぞれの項目の詳細は下記のQRコード
を参照して下さい。

組織を追加

クリック
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《役職・職級の設定》

管理者画面の左メニューから［役職/職級/利用
権限］をクリックすると設定した役職・職級の
一覧が表示され、利用する役職・職級を新しく
追加したり、情報の修正/並べ替え/削除を行う
ことができます。

❶［メンバー］をクリック
❷［役職/職級/利用権限］をクリック
❸［修正］をクリック

❹役職を設定したい場合は［役職］を、職級を
設定したい場合は［職級］を選択
❺設定が完了したら［保存］をクリック

詳細は下記のQRコードを参照して下さい。

役職・職級の設定

※画面はGoogle Chromeのものです。

営業部：部長
人事部：課長

❶クリック

❷クリック

❸クリック

❹選択

職級

※兼務が設定されたメンバー
は複数の役職を設定可能。

人事部
課長(営業部と兼務)

営業部
部長(人事部と兼務)

役職

例）川宮未保 さん

管理職

❺クリック

役職・職級とは

役職・職級を設定することで、社内アドレス帳に反映され、メンバーの検索
性が高まります。

［役職］は、メンバーに付与された職務上の責任の単位で、管理者は役職を
管理することができます。役職は部署単位で付与され、兼務が設定された
メンバーは複数の役職を設定することもできます。
※初期設定では「社長」、「取締役」、「部長」、「課長」、「係長」、「社員」が登録されています。
新しく追加することも可能です。

［職級］はメンバーに付与された職務上のレベルです。
※初期設定では「役員」、「管理職」、「一般社員」、「アルバイト・パート」が登録されています。
新しく追加することも可能です。
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メンバーの初期パスワード再発行［パスワード登録前］

※画面はGoogle Chromeのものです。

❹初期パスワードの作成方
法を選択
※例では［自動で作成］を選択します。

❺［次へ］をクリック

❸初期パスワードの再設定を
したいメンバーの［パスワー
ドを再設定］をクリック

※初期パスワードからの変更が行われ
ていないメンバーは、ステータスが
［登録待ち］になっています。

※パスワードを設定しないまま 30 日が
経過したメンバーは、ステータスが
「登録待ち (期限終了)」になっています。

❶➋管理者画面左側メニュー
の［メンバー］内の［メン
バー］をクリック
※左側メニューが表示されていない場
合は［ ］をクリックしてください

❶クリック

❷クリック

❸クリック

❹選択

❺クリック

ヒント
ここで選べるパスワード
の作成方法は［自動で作成］
［管理者が作成］の２つ
です。
作成方法の詳細は下記のQR
コードを参照して下さい

メンバーが初期パスワードから変更しないまま 30 日が経過すると、メンバー

の初期パスワードの再設定か招待メールを再送信する必要があります。
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《初期パスワードを［メンバーが作成］で追加したメンバーの場合》

メンバー追加の際に初期パスワード作成
で［メンバーが作成］を選択した場合、
該当するメンバー宛に招待用のメールを
再送信することができます。
メンバー一覧の画面から、［招待メール
を再送信］をクリックすると招待メール
を再度送ることができます。

※メンバーの情報に［個人メール］のメールアドレス
が登録済みの場合はそのまま送信されますが、登録さ
れていない場合はメールアドレスの入力が必要です。

❻追加するメンバーのメー
ルアドレスを入力
※メンバーのメールアドレスがわから
ない場合は［印刷する］をクリックし、
印刷して相手に渡すこともできます。

❼［送信］をクリックして
メンバーへLINE WORKSのID
と初期パスワードをメール
で送信

❽［閉じる］をクリック❻入力

❽クリック

❼クリック

《メンバー情報にメールアドレスが登録されている場合》

パスワードを再発行したいメンバーの情
報に［個人メール］のメールアドレスが
登録済みの場合、初期パスワード再設定
の際に、メールで送信ができます。

パスワードの作成方法を選択すると、左
の画面が表示されます。［メール送信］
をクリックすると登録されたメールアド
レス宛にLINE WORKSのIDと初期パスワー
ドが送信されます。クリック

クリック
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メンバーのパスワード再発行［パスワード登録後］

※画面はGoogle Chromeのものです。

❸パスワードの強制変更をし
たいメンバー名をクリック
※例では「城木結菜」を選択します。

❶➋管理者画面左側メ
ニューの［メンバー］内の
［メンバー］をクリック
※左側メニューが表示されていない場
合は［ ］をクリックしてください

❶クリック

❷クリック

❸クリック

メンバーが初回ログイン後、自分で登録したパスワードを忘れた場合、管理者が

パスワードを強制変更することができます。

❹［変更］をクリック

❹クリック
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《メンバーに、次回ログイン時にパスワード変更を要請する》
長期間、同じパスワードを使っている場合など、メンバーに対して、
次回ログイン時にパスワード変更を要請することができます。
※ログインが必要となるため、パスワードを忘れたメンバーには対応できません。
詳細は右のQRコードを参照して下さい。

❺［強制変更］をクリック

❻❼任意のパスワードを確認用を含め2

回入力
※強制変更したパスワードは、管理者から
直接メンバーに伝えます。忘れないように
メモなどに残しておきましょう。

※パスワードを変更すると、メンバーのLINE WORKSが
5分以内にログアウトされ、強制変更したパスワード
で再度ログインが必要になります。

❽［変更する］をクリック

❾［確認］をクリック

❾クリック

❻入力

❽クリック

❺クリック

最高管理者は、メンバーに❻で強制変更したパスワードを伝えて下さい。
メンバーは、今後、強制変更されたパスワードでLINE WORKSにログインする
ことになります。ログインの方法は右のQRコードを参照して下さい。

《強制変更後のログイン》

❼入力
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