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本資料の目的

みなさんに正しい情報に基づいて応募していただくために、

LINE法務室に関する情報をご提供すること
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資料の流れ
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1．法務室全体像：法務組織

法務室長

室長直下

チーム 主な担当業務・サービス

法務１ ビジネスリーガル（ポータル・マーケティングソリューション）

法務２ ビジネスリーガル（エンターテイメント・デジタルコンテンツ）

法務３ ビジネスリーガル（Fintech、Financial）

法務４ ビジネスリーガル（AI、O2O）

法務５ コーポレートリーガル（開示・企業統治・会議体）

契約管理 契約押印・管理

事務戦略 登記・社内規程管理・全社横断的法務周辺業務

リーガル
オペレーションズ

業務改善・業務支援・人材育成・外部発信



1．法務室全体像：企業内弁護士
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企業内弁護士数はトップ５に成長

2015年6月 圏外（7名以下）
2016年6月 14位（10名）
2017年6月 16位（11名）
2018年6月 6位（16名）
2019年6月 5位（23名）

外国法弁護士資格者も多数

米国、英国、中国、台湾等の
資格保有者も約10名在籍しています。

※出典:日本組織内弁護士協会「企業内弁護士を多く抱える企業上位20社の推移」

2019年6月

順位 企業名 人数

1ヤフー 34

2野村證券 25

3三井住友銀行 24

3三菱商事 24

5LINE 23

6KDDI 19

6丸紅 19

6三井物産 19

9アマゾンジャパン 18

9パナソニック 18

9三菱UFJ銀行 18

12三菱UFJ信託銀行 17

13三井住友信託銀行 16

14双日 15

15NTTドコモ 14

15住友電気工業 14

15第一生命保険 14

15豊田通商 14

15みずほ証券 14

20アクセンチュアほか2社 13
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２．業務説明：法務室の人材ニーズ

 専門性の高い案件（契約審査、事業立案、投資案件など）を
リーダーシップをもって担当できる

 急成長中の法務組織のさらなる強化に貢献できる

 多数の新サービス・新企画や、頻繁な組織変更に柔軟かつ迅速に
対応できる



8

２．業務説明：法務チームマネジャーの典型的な1日

出社
裁量労働制の場合、出社時間は自由
10:00~10:30頃に出社するメンバーが多め

※社内カフェでは、10:00までの間、
おにぎり・パン・フルーツなどを無料で提供

案件のアサイン

10:30

決裁承認

ランチタイム
西新宿近辺のお店や社内カフェのお弁当など
ランチ環境も充実！
※時間は業務状況に合わせて調整可

11:00

11:30

13:00

14:00

チームメンバーとの1on1MTG
15:00

リスク対応についてMTG
16:00

17:00 若手メンバーの案件チェック

19:30

退社

法務マネジャー会議

チームメンバーが担当した契約案件を承認決裁

業務状況に合わせて退社時間も自由

※プライベートの用事やセミナーへの出席のために
19:00前に退社することもあれば、
サービスのリリース準備やトラブルへの対応などで
遅くなることも

法律相談や契約書レビューの案件を
手持ち案件数、適正、目標などを踏まえて
メンバーにアサイン

法務担当執行役員・室長・各チームのマネージャーで、
業務方針や採用等の議題について協議決定

定期的にチームメンバーと1対１の打ち合わせで相談事などを聞く
話しやすいようにカフェなどで実施する場合もあり

チームメンバーや事業部、情報セキュリティ等の関係部署と、
どのような方針で対応するかをディスカッションして決定

若手メンバーが起案した契約書のチェックや、メンバーからの相談に対応
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２．業務説明：法務チームメンバーの典型的な1日

出社
裁量労働制の場合、出社時間は自由
10:00~10:30頃に出社するメンバーが多め

※社内カフェでは、10:00までの間、
おにぎり・パン・フルーツなどを無料で提供

法律相談対応

10:30

ランチタイム

関連部署と新規サービスのMTG

事業部・情報セキュリティ・知財など様々な関係部署の
メンバーが集まって、新規サービスのスキームを検討

11:00

13:00

14:00

16:00

事業部門と契約書の読み合わせ
17:00

キャンペーンのチェック
18:30

19:30

退社

法務メンバーとディスカッション

西新宿近辺のお店や社内カフェのお弁当など
ランチ環境も充実！
※時間は業務状況に合わせて調整可

業務状況に合わせて退社時間も自由

※プライベートの用事やセミナーへの出席のために
19:00前に退社することもあれば、
サービスのリリース準備やトラブルへの対応などで
遅くなることも

担当している事業部からの相談に対応
チャットやメールで回答することもあれば、ホワイト
ボードに図示しながら口頭で説明することも

検討中の論点について、席の近いメンバーとディスカッション
他サービスでの対応例などヒントを得ることも

取引相手と交渉中の契約について、作成した修正案を事業部と読み合わせ、
事業部の希望も踏まえて細部を調整

プレゼントキャンペーンの景品規制の確認と注意文言の作成
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２．業務説明：新人法務チームメンバーの典型的な1日

出社
※社内カフェでは、10:00までの間、
おにぎり・パン・フルーツなどを無料で提供

事業部とのMTG

10:00

契約書の作成

ランチタイム
西新宿近辺のお店や社内カフェのお弁当など
ランチ環境も充実！
※時間は業務状況に合わせて調整可

11:00

12:00

13:00

14:00

研修課題の作成
16:00

事業部からの法律相談対応
17:00

18:30 退社

取引先から届いた契約書のチェック

MTGを受けて、契約書をドラフトしてみる
過去の類似契約書や必要な文献も調査、
気になった点は先輩にも質問

先輩法務メンバーと一緒に契約書作成のためのMTG
に参加し、メモをとりながら、将来自分でも答えら
れるよう、アドバイスの仕方についても学ぶ

マネージャーからアサインされた案件について、レビュー
して修正案を作成

社外弁護士を講師とする研修の提出課題の回答を作成
書籍や法律雑誌、判例DBなども活用してリサーチ

所属チーム宛に相談メールが届いていたので回答案を作成
念のため先輩にチェックしてもらったうえで事業部に回答



２．業務説明：法務チームメンバーAさん（大手法律事務所から転職）の声
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どうしてLINEで働こうと思ったんですか？

LINEで企業内弁護士として働くことにすごく興味を持ちました。面接で法務の執
行役員とお話しして、AIとか最先端のことを聞き「なにそれ、かっこいい」みた
いな。すごく面白そうだと思いました。

実際にインハウスで働いてみて、どういうところに面白みを感じますか？

それはもう、絶対に、ビジネスの最前線の人の話を直接聞けるところですね。法
律事務所にいると、基本的には、相談に来られる会社の法務の人としか直接やり
とりしないんですよ。それだと実際に現場で何をやっているのかという、ホント
のところってわからないことが多い。今は、最前線の人の生の声が聞けること、
これが一番面白いです。

Q. 

A.

Q. 

A.



２．業務説明：法務チームメンバーBさん（他社法務担当から転職）の声
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エンタメ系の会社がいいなと思って探していたらLINEの募集を見つけました。面
白いものを提供する仕事に就きたいと思っていて。自分は法律家なので、メイン
でやるのは難しくても、そういう会社に行けば法務として関われるかなって思い
ました。

実際にLINEに来てみて、面白みの部分はすごく満たされています。事業部の方か
らこういう風にしたいという相談を受けて、それができるような覚書や契約書を
作ったりするのが楽しいです。それに、LINEはユーザーを大事にしている会社だ
と思っているのですが、私の役割は裏方にすぎなくても、ユーザーがどうやった
ら喜ぶか、どうしたらLINEのサービスを使ってくれるかを日々考えている方たち
と一緒に仕事ができているのは刺激があり、楽しく、やりがいも感じます。影響
を与えるユーザーの数も多いですしね。

Q. 

A.

Q. 

A.

どうしてLINEで働こうと思ったんですか？

実際にインハウスで働いてみて、どういうところに面白みを感じますか？



２．業務説明：法務チームメンバーCさん（他社法務担当から転職）の声
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柔軟なところでしょうか。人もサービスも増えていく中で、それに合わせて柔軟
に組織体制が変わるところとか。「こんなことが必要だと思う！」「こんなこと
をやってみたい！」という希望も、比較的聞いてもらえているという印象です。
あとは子供の体調など家庭の事情に合わせて、自らの裁量で時間のやりくりがで
きるので、大変助かっています。

まずはサービスを使ってみることですね！サービスをきちんと把握してこそ、企
画内容や仕様も踏まえた、より一歩踏み込んだアドバイスができると思います。
また、相談を待っているだけでなく、事業部の週定例会議に参加するなど、積極
的に情報を取りに行くことが大事だと思っています。雑談の中からサポートでき
ることが発見されることもよくあるんです！

Q. 

A.

Q. 

A.

Q. 

A. 社内弁護士として働く醍醐味は、事業部の仲間として、サービスを盛り上げてい
く一員になれることだと思っています。ありがたいことに、事業部の方もそのよ
うな思いを受け入れてくださることが多いので、うれしい限りです。サービスを
成功させる、いちチームメンバーであり、いちユーザーとして、これからも愛着
をもってサービスに携われたら、とても幸せなことだと思います！

LINEで働く魅力は、ズバリ何だと思いますか？

事業理解のために心がけていることはありますか？

事業部チームの一員のようですね。



２．業務説明：法務チームメンバーDさん（司法修習を経て新卒）の声
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新卒入社ということもあってか、本当に皆さんに気にかけていただいています。
食事に連れて行っていただいて会社のことを教えていただいたり、経験になるか
らと当局相談に同行させていただいたり、頼れる先輩方に囲まれて「恵まれてる
な～」と感じます。

事業に近いところで仕事をしたかったのが、大きな理由です。弁護士だけでなく、
色々なバックグラウンドや専門性を持った方々と一緒に働けたらと。それで、求
人情報でLINEを見つけて、面白そうだなー、と思って応募しました。

Q. 

A.

Q. 

A.

どんな相談があっても、「できない」ではなく、「実現できる方法はないだろう
か？」という方向で物事を考えるようにしています。本当にダメなときはありま
すが、可能な限り、「できる」を作れるように心がけています。私自身はまだま
だですが、周りの先輩方をみると、一見すると「法的には難しいのでは？」と感
じるものであっても、事業部がやりたいスキームを前提に、「いかに法的に可能
だと説明していくか」という方向性でみなさん業務に取り組んでいらっしゃるな
と感じます。上長以下、「攻めの法務」「攻めのコンプライアンス」という姿勢
で仕事をしている、素晴らしいチームだと思います！

Q. 

A.

法務室に新卒入社されてご感想は？

法律事務所でなく、当社を選んだ理由は何ですか？

業務を行う上で大事にしていることは何ですか？
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２．業務説明：業務支援・研修体制

サポート体制
 リーガルアシスタント
 事務管理チームによる秘書業務サポート
 リーガルオペレーションズチームでも業務サポート

研修（会社全体の研修に加えて）
 業務でよく取り扱う法分野の社内勉強会
 月例チーム報告会による各チームの業務発表（月１回）
 独禁法・インサイダー規制・M&Aの基礎・印紙税など、社外講師による

個別研修
 外部研修を受講
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３．アピールポイント①：多様なメンバー

法務室メンバー

• 日本法弁護士の司法修習期は54期から71期まで（2019年10月現在）。米国、
韓国、中国、台湾等さまざまな国籍・資格のメンバーも在籍。

• ジュニアメンバーからシニアメンバーまでバランスがよく、お互いを尊重し合っ
て相談・議論しながら仕事を進めています。

• バックグラウンドも様々。たとえば…
• 大手法律事務所でミッド～シニアレベルのアソシエイトだった人
• ITやゲーム会社など当社にある程度近い会社の法務部員だった人
• いわゆる街弁出身で企業法務以外にも幅広い経験を持っている人
• ベンチャーの一人法務で何でもやっていた人
• ロースクール出身の新卒社員

グローバルなリーガルチーム

グループ会社（韓国、タイ、台湾、ベトナム、インドネシア等）の法務メンバーと、
定期的に交流を図っています。
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３．アピールポイント②：多種多様なサービス

先端分野含む、200を超えるサービス

エンタメ・ゲーム・メディア等のコンテンツサービスに加えて、
AIやFintechなど先端分野も含めたサービスが次々に誕生しています。
1つの会社の中で、様々なサービスを担当・経験できます。



３．アピールポイント③：働きやすい法務組織
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 多くのメンバーがコアタイムのない裁量労働制

 働いた時間ではなく、成果で評価

 30代を中心とした若い組織、男女比はほぼ半々

 メンバーの成長や法務室のPRにつながるような活動を推奨し、非常勤
講師・外部研修講師・論文/書籍出版を兼業（許可制）として行うメン
バーも

 社内サークル費、育児支援（妊活支援制度・社内保育園・ベビーシッ
ター費補助制度など）、朝食提供、マッサージサービスなどの福利厚生
も充実

 弁護士については、弁護士会費及び公益活動負担金を会社が負担
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応募方法

当社コーポレートサイトからエントリー受付中

法務・リーガルカウンセル
https://linecorp.com/ja/career/position/234

法務・リーガルカウンセル(司法修習生)
https://linecorp.com/ja/career/position/768

法務・リーガルオペレーションズ
https://linecorp.com/ja/career/position/1615

法務・契約管理担当
https://linecorp.com/ja/career/position/1676

法務・コンプライアンス担当（FinTech関連業務全般）【LINE Financial】
https://linecorp.com/ja/career/position/1068

参考：【LINEのなかみ】法務室の仕事を紹介します
http://line-hr.jp/archives/53633296.html

https://linecorp.com/ja/career/position/234
https://linecorp.com/ja/career/position/768
https://linecorp.com/ja/career/position/1615
https://linecorp.com/ja/career/position/1676
https://linecorp.com/ja/career/position/1068
http://line-hr.jp/archives/53633296.html


THANK YOU


