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１.売りドキ！予報とLINEの連携方法

１.お申込み後、LINEの連携が可能な ユーザID と 店舗ID を日本気象協会より受け取り、

各店舗の店長や売りドキ担当者へ、ユーザーIDと該当する店舗IDを共有してください。

２.店舗内で許可されたスマートフォンにて、

売りドキ！予報のWebサイト (https://uridokiyoho.jp/)へアクセスし、
下記画面の指示に従って、ユーザーIDと店舗IDを入力し保存すると、２‘の画面になります。

※この時点でLINEのマークが入ったボタンが表示されない場合、
大変お手数ですが、下記問い合わせ窓口までご連絡ください。
（問い合わせ窓口：https://ecologi-jwa.jp/form/contact/）

ID入力

市区町村を選択してください。

都道府県を選択してください。

ログインボタン

売りドキ！予報QRコード

１ ２ ２‘

https://ecologi-jwa.jp/form/contact/
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１.売りドキ！予報とLINEの連携方法

3. 2’の画面で ボタンを押すと、LINEアプリが起動します。「認証」の「許可する」を選択します。

※許可すると、お使いのスマートフォン内のLINEアプリと売りドキ！予報の連携が開始されます。
※事前にお使いの端末にLINEアプリがインストールされていることをご確認ください。

4. 「友だち追加」を選択します。この時点で出ない場合もありますが、6番の手順でも追加できます。

5. 売りドキ！予報の設定画面に戻り、ご利用店舗の都道府県・市区町村を選択・保存します。

ご利用店舗の
都道府県・市区町村を選択

許可

３ ４ ５

友だち追加
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１.売りドキ！予報とLINEの連携方法

6. LINE通知設定横の、「通知しない」のON/OFFボタンを「通知する」に変更します。

ボタンを押すと、LINEアプリに遷移し友だち追加の手順に進みます。
３‘で追加した方は、LINEメッセージ画面に移動します。

7. LINE画面にて「追加」を押し、LINEのトーク画面を開くと、

売りドキ！予報アカウントから下記のようなメッセージが届きます。

8. 登録完了 通知があれば、売りドキ！予報から通知がトーク画面に届くようになります。

追加ボタンを押す

ONにする

※友達から「売りドキ！予報」アカウントを削除した場合や、LINE友だち追加をしなかった場合も、売りドキ設定画面のLINE通
知設定を「通知する」にし、「友だち追加」を押していただくと再度設定できます。

６ ７ ８

タップする
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２.LINE通知機能について

<通知内容＞

①台風情報
通知タイミング： 8時・14時・20時頃
内容：5日先までに台風が登録いただいた地域に接近が予想された場合に通知されます。

本機能は台風に関する「正確な売上変化」を予測するものではありませんが、
一早く台風接近の可能性をとらえ、
台風接近直前の需要変化に対し発注・品出しを調整するための参考情報として
ご利用いただけます。

②大雨情報
通知タイミング： 8時頃
内容：2日先までに大雨が予想される場合に通知されます。

大雨が降ると客の入りが大きく変わり、売上に影響することから、
1日の来店客数が大きく変わる日の参考情報としてご利用いただけます。

③寒暖差情報
通知タイミング： 8時頃
内容：今後1週間の中で寒暖差が大きくなる日が予想される場合に通知されます。

寒暖差が大きいと予想される日は、暑い（寒い）と売れる商品の売上が
急に変わる可能性があり、発注量の調整の参考情報としてご利用いただけます。
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２.LINE通知機能について

<登録者の利用にあたり諸事項＞

・1店舗様最大5名まで通知ユーザーとして登録可能です。
・通知ユーザー数は売りドキ！予報の設定画面からLINEログインを行い、

LINE通知設定の「現在の通知ユーザー数」をご確認ください。
・通知ユーザーは「通知しない」を選択することで対象から除外され、
再び、「通知する」を選ぶと通知ユーザーとしてカウントされます。

※加えてお友達追加の設定がなされていれば、実際に通知されます。

・店舗の中で
「異動される方」「退職される方」
が「通知ユーザー」の場合、
本ガイド最終ページの
「５.LINE通知機能の解除方法」
をご参照の上、ご本人で登録解除を
お願いします。
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３.台風・大雨・寒暖差に関するLINE通知画面

レコメンド商品表示

レコメンド商品表示

レコメンド商品表示
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４.台風・大雨・寒暖差のポップアップ画面

レコメンド商品表示 レコメンド商品表示

レコメンド商品表示
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５.LINE通知機能の解除方法

<解除方法＞

１.売りドキ！予報Web設定画面にて、
LINEログインを行った後、

「通知しない」にチェックを入れます。

２.LINEでトーク画面からブロックしてください。

３.最後にブロックリストから削除が可能です。

OFFにするLINEログイン

ブロックする

LINEの「ホーム」から
歯車マーク「設定」＞
「友だち」
＞「ブロックリスト」

LINEトーク画面の
右上 歯車マーク「設定」

売りドキ！予報公式アカウ
ントを選択して削除
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６.LINEの連携にあたる利用規約について

「売りドキ！予報」 LINEオプション利用規約
この利用規約（以下「本規約」といいます）は、一般財団法人日本気象協会及び株式会社True Data（以下「提供者」といいます）が提供する小売事業者様向け
需要予測指数提供サービス「売りドキ！予報」（以下「本サービス」といいます）のLINEオプション（以下「本オプション」といいます）の利用条件を定めるものです。本オ
プションをご利用の皆様（以下「利用者」といいます）には、本サービスの利用規約に加えて、本規約に従って、本オプションをご利用いただきます。

（適用）
第１条 本規約は、利用者と一般財団法人日本気象協会（以下「当社」といいます）との間の本オプションの利用に関わる一切の関係に対して適用されるものとします。

（申込みおよび契約の成立）
第２条 本契約は、本サービスに関する契約を有する店舗（以下「利用店舗」といいます）が本規約に同意のうえ当社に対し利用申込みを行い、当社が当該申込みを
承諾する旨を利用店舗に通知した時点で成立するものとします。
２ 同時に登録可能な利用者の人数は、別途当社が指定する人数以下とします。
３ 当社は、利用店舗に以下の事由があるときは、申込みを承諾しないことがあります。また、当社は、その理由について、一切の開示義務を負わないものとします。
（１）申込みに際して虚偽の事項を届け出た場合
（２）本規約に違反したことがある者からの申込みである場合
（３）利用者が利用店舗の従業員でない場合
（４）その他、当社が申込みを相当でないと判断した場合

（利用環境）
第３条 本オプションの利用に当たって、利用店舗又は利用者は、当社が別途定めるコンピュータ、アプリケーション、通信回線その他のインターネット環境を用意するもの
とします。

（利用期間）

第４条 本オプションの利用期間は、本サービスの利用期間内とします。ただし、本サービスの利用期間内であっても、本オプションの利用を中断又は中止することができま
す。
２ 本サービスの利用期間が終了した場合、利用者は直ちに本オプションの利用を中止するものとします。
３ 利用者は、退職又は異動等により利用店舗の従業員でなくなった場合、直ちに本オプションの利用を中止するものとします。利用店舗は、利用者に本オプションの利
用を中止させ、中止したことを確認するものとします。

（利用料金）
第５条 本オプションの利用料金（以下「利用料金」といいます）は、本サービスの利用料金に含まれるものとします。
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６.LINEの連携にあたる利用規約について

（知的財産権の取扱い）
第６条 本オプション及び本オプションに基づき提供されるデータに関する著作権、ノウハウその他のすべての知的財産権は提供者に帰属します。

２ 提供者は、提供者の当該知的財産権に基づき利用者の内部利用の目的に限りその利用又は実施を許諾するものであり、本規約に明示的に規定するものを除き、利用者
に対してその他のいかなる権利も許諾するものではありません。

（禁止事項）
第７条 利用者は、本オプションの利用にあたり、以下の行為をしてはなりません。
（１）法令又は公序良俗に違反する行為
（２）犯罪に関連する行為
（３）提供者のコンピュータ又は通信回線の機能を破壊したり、妨害したりする行為
（４）本オプションの運営を妨害する行為又はそのおそれのある行為
（５）利用店舗の従業員以外の者に本オプションを使用させる行為
（６）他のユーザに成りすます行為
（７）その他、当社が不適切と判断する行為
２ 利用店舗及び利用者は、当社の事前の承諾を得ることなく、提供者が提供するデータを以下の目的に使用してはなりません。
（１）提供者が提供するデータを有償、無償を問わず第三者に提供すること
（２）提供者が提供するデータの精度を独自に解析し、第三者に公開すること
（３）提供者が提供するデータを編集、翻訳し、又は使用して派生物を作成し、使用すること
３ 前二項の違反により当社又は提供者に損害（逸失利益を含む）が発生した場合、当社は利用店舗に対し、当該損害の賠償を請求できるものとします。

（本オプションの中断）
第８条 提供者は、以下のいずれかに該当する場合、利用者へ事前に通知することなく、本オプションの全部又は一部の提供を中止し、又は中断することができるものとします。
（１）本オプションに関連するコンピュータ又は通信回線等の保守又は更新を緊急に行う場合
（２）本オプションに関連するコンピュータ又は通信回線等が障害等により停止した場合
（３）火災、地震、落雷等の不可抗力により本オプションの提供が困難となった場合
（４）その他、提供者が本オプションの提供が困難と判断した場合
２ 当社及び提供者は、本オプションの提供の中止又は中断により、利用者又は第三者が被ったいかなる不利益又は損害についても、理由を問わず一切の責任を負わないもの
とします。
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（本契約の解除）
第９条 利用者が以下のいずれかに該当する場合、本契約を解除することができるものとします。
（１）利用者が本サービスの料金の支払いを怠った場合（本オプションは無償です）
（２）利用者の申込みにあたって、虚偽の事項があったことが判明した場合
（３）利用店舗の従業員以外の者に本オプションを使用させた場合
（４）利用者が本契約のいずれかの規定に違反した場合
（５）その他、当社が本オプションの利用を適当でないと判断した場合
２ 当社は、利用店舗に次の事由が発生した場合は、何ら催告なしに本契約を解除することができるものとします。
（１）差押、仮差押、仮処分、強制執行及び競売等の申立てをうけ、その他公権力の処分を受けた場合
（２）破産、民事再生、会社更生手続その他これに類する手続の申立てをうけ、又はこれらの申立てをなした場合
（３）振出・裏書した手形、小切手が不渡りとなった場合、又は銀行取引停止処分を受けた場合、その他支払不能又は支払停止の状態に陥った場合
（４）関係官公庁からその営業につき取消又は停止の処分を受けた場合
（５）刑事処分を受ける等著しく社会的信用を失墜した場合
（６）当社の名誉、信用又はイメージを傷つける行為あるいは不作為があった場合
３ 当社は、本条に基づき当社が行った行為により利用店舗及び利用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。

（利用者による本契約の終了）
第１０条 利用者は、LINEの通知機能をオフにすることにより、いつでも本オプションを終了することができます。

（本オプションの変更）
第１１条 当社は、利用者に通知することなく、本オプションの内容を変更することができるものとし、これによって利用店舗及び利用者に生じた損害について一切の責
任を負いません。

（本オプションの廃止）
第１２条 当社は、当社の都合により本オプションの全部又は一部を廃止することができるものとします。
２ 当社は、前項の規定により本オプションの廃止を行う場合には、３か月前までに利用者に対して書面又は当社が適当と判断する方法にて、その旨を通知するもの
とします。
３ 当社は、本オプションの廃止により利用店舗、利用者又は第三者が被ったいかなる不利益又は損害についても、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。

６.LINEの連携にあたる利用規約について
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（本規約の変更）
第１３条 当社は、当社の判断により、いつでも本規約の内容を変更することができるものとします。
２ 当社は、本規約を変更するときは、本サイト上にて表示することにより、利用者に対してその内容を通知します。
３ 変更後の利用規約は、当社が別途定める場合を除いて、「eco×ロジプロジェクト公式サイト（https://ecologi-jwa.jp/）上に表示された時点よ
り効力を生じるものとします。

４ 利用者が本規約の変更の効力が生じた後に本オプションを利用した時点で、変更後の本規約のすべての記載事項について、利用者が同意したも
のとみなします。

（免責事項）
第１４条 本契約の履行又は本オプションの利用に起因し、利用者に損害が発生した場合であっても、その理由の如何を問わず、当社は一切の責
任を負わないものとします。

（通知）
第１５条 当社から利用者への通知は、通知内容を書面、電子メール又は本サイトへの掲載等当社が適当と判断する方法により行います。
２ 前項の通知を行う場合、書面による通知は書面送付２日後、電子メールによる通知は電子メール送信時、本サイトによる通知は本サイトへの掲
載時に利用者が通知を受領したものとみなします。

（秘密保持）
第１６条 「秘密情報」とは、本オプションに関連して当社又は利用店舗若しくは利用者（以下「受領者」といいます）が相手方から受領する一切の
情報をいいます。
２ 次の各号のいずれかに該当する場合は、秘密情報には含まれません。
（１）開示される前に既に受領者が保有していた情報
（２）開示された後、受領者の責によらず、公知となった情報
（３）開示される前に既に公知であった情報
（４）開示された後、受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得した情報
（５）開示された情報によらず、受領者が独自に開発した情報

３ 受領者は、相手方の書面による事前の承諾なく、秘密情報を第三者に開示又は漏洩しないものとします。また、受領者は、本オプションの提供又
は利用の目的以外に秘密情報を使用しないものとします。
４ 受領者は、相手方から開示された情報について、行政、司法機関その他正当な法令上の権限を有する官公署から正当な権限に基づいて開示を
命令された場合は、開示できるものとします。この場合、受領者は、可能な限り事前に相手方へ通知するものとします。

６.LINEの連携にあたる利用規約について

https://ecologi-jwa.jp/
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（利用者情報）
第１７条 当社は、本オプションの申込時に入力された利用者に関する情報（以下「利用者情報」といいます）について、十分な注意をもって保管・管
理しますが、情報の漏えい、消失、第三者による改ざん等の防止については、保証しません。また、それらにより利用店舗、利用者又は第三者に発生し
た損害について、一切の責を負いません。

（反社会的勢力の排除）

第１８条 当社は、利用店舗又は利用者が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告その他の手続きを要することなく、本契約を解除することがで
きるものとします。
２．当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、これによる利用店舗及び利用者の損害を賠償する責を負いません。

（権利義務の譲渡の禁止）

第１９条 利用店舗及び利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務を第三者に譲渡し、
承継し、又は担保に供してはなりません。

（準拠法及び裁判管轄）
第２０条 本契約は、日本法に従って解釈されるものとします。
２ 本契約に関連して発生した請求、紛争等については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

（協議）
第２１条 本規約に定めのない事項が生じた場合及び本規約の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、当社及び利用店舗が誠実に協議の上、その
解決を図るものとします。

2021年8月13日 施行

６.LINEの連携にあたる利用規約について


