
LINEを
極めるめる

若者はもちろん今ではあらゆる世代のコミニュケーションツールはもちろん今ではあらゆる世代のコミニュケーションツール今ではあらゆる世代のコミニュケーションツールではあらゆる世代のコミニュケーションツール世代のコミニュケーションツールのコミニュケーションツールコミニュケーションツール

として日々の生活に欠かせない存在となつているのが「日々の生活に欠かせない存在となつているのが「のコミニュケーションツール生活に欠かせない存在となつているのが「に欠かせない存在となつているのが「欠かせない存在となつているのが「かせない存在となつているのが「存在となつているのが「となつて日々の生活に欠かせない存在となつているのが「い存在となつているのが「る世代のコミニュケーションツールのコミニュケーションツールが「 LINE 」

です。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのトークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのばれる世代のコミニュケーションツールメッセージのやり取りやイラストでののコミニュケーションツールやり取りやイラストでの取りやイラストでのり取りやイラストでのやイラストでのコミニュケーションツール

今ではあらゆる世代のコミニュケーションツールのコミニュケーションツール感情を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデえられる世代のコミニュケーションツール「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ」。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの無料で利用できる音声ビデで利用できる音声ビデできる世代のコミニュケーションツール音声ビデビデ

オ通話。お得な情報やクーポンが手に入る公式アカウントなど、通話。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのお得な情報やクーポンが手に入る公式アカウントなど、得な情報やクーポンが手に入る公式アカウントなど、な情を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ報やクーポンが手に入る公式アカウントなど、やクと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのーポンが手に入る公式アカウントなど、に欠かせない存在となつているのが「入る公式アカウントなど、る世代のコミニュケーションツール公式アカウントなど、アカウントなど、

家族や友人と楽しくつながる様々な機能や便利に使えるサービスや友人と楽しくつながる様々な機能や便利に使えるサービスと楽しくつながる様々な機能や便利に使えるサービスしくつながる世代のコミニュケーションツール様々の生活に欠かせない存在となつているのが「な機能や便利に使えるサービスや便利に欠かせない存在となつているのが「使えるサービスえる世代のコミニュケーションツールサービス

が多数用できる音声ビデ意されています。されて日々の生活に欠かせない存在となつているのが「い存在となつているのが「ます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの
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「ホーム」画面画面「ホーム」画面画面 「トーク」画面画面「トーク」画面画面 「タイムライン」画面画面「タイムライン」画面画面 「ウォレット」画面画面「ウォレット」画面画面

❶ プ」。無料で利用できる音声ビデロフィール
自分の名前が表示され、のコミニュケーションツール名前が表示され、が表示され、され、
タップ」。無料で利用できる音声ビデする世代のコミニュケーションツールとプ」。無料で利用できる音声ビデロフィー
ル設定やや Keep のコミニュケーションツール表示され、な
どが可能や便利に使えるサービスです。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

❷❸ グループ」。無料で利用できる音声ビデ・友達リスト友達リストリスト
参加しているグループの一して日々の生活に欠かせない存在となつているのが「い存在となつているのが「る世代のコミニュケーションツールグループ」。無料で利用できる音声ビデのコミニュケーションツール一
覧。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのここからトークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのなどのコミニュケーションツール
機能や便利に使えるサービスを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ利用できる音声ビデできます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの
LINE のコミニュケーションツール友だち一覧。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのタッ
プ」。無料で利用できる音声ビデする世代のコミニュケーションツールとプ」。無料で利用できる音声ビデロフィール画面
が表示され、され、トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのや無料で利用できる音声ビデ
通話などができます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの
❹ 友だち追加しているグループの一
新しい友達を追加するに　しい存在となつているのが「友達リストを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ追加しているグループの一する世代のコミニュケーションツールに欠かせない存在となつているのが「　
は、ここを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデクと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのリックと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのして日々の生活に欠かせない存在となつているのが「操
作します。します。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

❶ トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのリスト
友だちとのコミニュケーションツールトークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのやグルー
　プ」。無料で利用できる音声ビデトークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでののコミニュケーションツール一覧が表示され、さ
れます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのタップ」。無料で利用できる音声ビデする世代のコミニュケーションツールとトー
クと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのルームが開き、閲覧・投が開き、閲覧・投き、閲覧・友達リスト投
稿ができます。ここは新しができます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのここは新しい友達を追加するに　し
い存在となつているのが「順に並んでいます。に欠かせない存在となつているのが「並んでいます。ん今ではあらゆる世代のコミニュケーションツールでい存在となつているのが「ます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

❷ トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのリスト編集
画面右上のメニューアイのコミニュケーションツールメニューアイ
コン「トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの編集」を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデクと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの
リックと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

❸ トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのルームが開き、閲覧・投を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ作します。成
友だちを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデリストから選択
して日々の生活に欠かせない存在となつているのが「、新しい友達を追加するに　しい存在となつているのが「トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ開き、閲覧・投
始します。グループでのします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのグループ」。無料で利用できる音声ビデでのコミニュケーションツール
トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのも可能や便利に使えるサービスです。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

❹ 検索
キーワードを入力して、を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ入る公式アカウントなど、力して、して日々の生活に欠かせない存在となつているのが「、
友　だちのコミニュケーションツールメッセージのやり取りやイラストでの、
公式アカウントなど、アカウント、スタン
プ」。無料で利用できる音声ビデなどを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ検索できます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

❶LINE ペイ

1.LINE の基本画面基本画面 LINE に欠かせない存在となつているのが「は、豊富な機能がコンパクトな画面にぎっしりと詰まっています。な機能や便利に使えるサービスがコンパクと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのトな画面に欠かせない存在となつているのが「ぎっしり取りやイラストでのと詰まっています。まって日々の生活に欠かせない存在となつているのが「い存在となつているのが「ます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの
そのコミニュケーションツールため「あのコミニュケーションツール機能や便利に使えるサービスはどこかな ? 」と迷ってしまいがちです。スムーズな操って日々の生活に欠かせない存在となつているのが「しまい存在となつているのが「がちです。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのスムが開き、閲覧・投ーズな操な操
作します。ができる世代のコミニュケーションツールように欠かせない存在となつているのが「まずは基本画面を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデチェックと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのしましょう。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの
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❶

❷❸

❹

❺ 設定や
個人と楽しくつながる様々な機能や便利に使えるサービス情を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ報やクーポンが手に入る公式アカウントなど、・友達リストショップ」。無料で利用できる音声ビデ
基本設定や・友達リスト情を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ報やクーポンが手に入る公式アカウントなど、
➏ 友達リスト追加しているグループの一　❼検索

❺

❶

❸
❷❹

ホ編ームが開き、閲覧・投 トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの ウォレット

➏

「通話」画面画面「通話」画面画面

LINE のコミニュケーションツール「タイムが開き、閲覧・投ライン」
とは、自分の名前が表示され、のコミニュケーションツール近況や知らや知らら
せたい存在となつているのが「ことなどを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ、テキ
ストや画像・友達リスト動画などで
LINE のコミニュケーションツール友だちに欠かせない存在となつているのが「共有 ( 投
稿ができます。ここは新し ) できる世代のコミニュケーションツール機能や便利に使えるサービスです。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

❶❼

❷

・友達リストポイントがもらえる世代のコミニュケーションツール
・友達リストマイカードを入力して、
・友達リスト LINE ショッピング
・友達リスト今ではあらゆる世代のコミニュケーションツール日のコミニュケーションツールチラシ
・友達リスト今ではあらゆる世代のコミニュケーションツール日のコミニュケーションツールお得な情報やクーポンが手に入る公式アカウントなど、得な情報やクーポンが手に入る公式アカウントなど、ニュース
・友達リストマイランクと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのに欠かせない存在となつているのが「応じて特典じて日々の生活に欠かせない存在となつているのが「特典
　がもらえる世代のコミニュケーションツール



2. 友だちを追加してメッセージを送ろうだちを追加してメッセージを送ろう追加してメッセージを送ろうしてメッセージを送ろうメッセージを送ろうを追加してメッセージを送ろう送ろうろう

◆ 簡単にに QR コードを交換する方法を追加してメッセージを送ろう交換する方法する方法方法①
① ここを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

② 専用できる音声ビデのコミニュケーションツール QR コードを入力して、リーダーが起動。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの
画面内のフレームに相手ののコミニュケーションツールフレームが開き、閲覧・投に欠かせない存在となつているのが「相手に入る公式アカウントなど、のコミニュケーションツール QR コードを入力して、を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ合わせて読み込わせて日々の生活に欠かせない存在となつているのが「読み込み込込
むと、「友だちを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ追加しているグループの一」画面が表示され、されます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの反対に自に欠かせない存在となつているのが「自
分の名前が表示され、のコミニュケーションツール QR コードを入力して、を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ読み込み込取りやイラストでのって日々の生活に欠かせない存在となつているのが「もらう場合わせて読み込は画面のコミニュケーションツール下にあに欠かせない存在となつているのが「あ
る世代のコミニュケーションツール「マイ QR コードを入力して、」を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

「追加してメッセージを送ろう」画面を追加してメッセージを送ろうタップすると、する方法と、 QR コードを交換する方法を追加してメッセージを送ろう読み取った相手み取った相手取った相手った相手相手
が新しい友達として追加されます。必ず「追加」ボタン新しい友達として追加されます。必ず「追加」ボタンしい友達として追加されます。必ず「追加」ボタン友だちを追加してメッセージを送ろう達として追加されます。必ず「追加」ボタンとしてメッセージを送ろう追加してメッセージを送ろうされます。必ず「追加」ボタン必ず「追加」ボタンず「追加してメッセージを送ろう」画面ボタン
を追加してメッセージを送ろうタップすると、しょう。必ず「追加」ボタン

◆ 簡単にに QR コードを交換する方法を追加してメッセージを送ろう交換する方法する方法方法②

①LINE アイコンを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ長押
しします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

②QR コードを入力して、リーダーを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ
タップ」。無料で利用できる音声ビデします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

③ 相手に入る公式アカウントなど、のコミニュケーションツール QR コードを入力して、を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデス
キャンします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの自分の名前が表示され、のコミニュケーションツール QR
コードを入力して、を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ表示され、する世代のコミニュケーションツールに欠かせない存在となつているのが「はこ
こを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

相手に入る公式アカウントなど、のコミニュケーションツール QR コードを入力して、

④ 自分の名前が表示され、のコミニュケーションツール QR コードを入力して、を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ相
手に入る公式アカウントなど、に欠かせない存在となつているのが「スキャンして日々の生活に欠かせない存在となつているのが「もらい存在となつているのが「
ます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

友だち追加しているグループの一でも同じことです。じことです。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

「ふる世代のコミニュケーションツールふる世代のコミニュケーションツール」は無く
なり取りやイラストでのました。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの
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1. 友だちを追加してメッセージを送ろうだちを追加してメッセージを送ろう追加してメッセージを送ろうする方法



◆◆QRQR コードを交換する方法を追加してメッセージを送ろう友だちを追加してメッセージを送ろうだちに知らせるらせる方法コードを交換する方法を追加してメッセージを送ろう友だちを追加してメッセージを送ろうだちに知らせるらせる方法

① 「友達リストやグループ」。無料で利用できる音声ビデ」
から連絡する相手を選択する世代のコミニュケーションツール相手に入る公式アカウントなど、を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ選択
します。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

② トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのから「 + 」を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタッ
プ」。無料で利用できる音声ビデします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

③ 「連絡する相手を選択先」を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデし
ます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

④ 「 LINE 友だちから選
択」を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

④LINE アドを入力して、レスを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデし
ます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの何人と楽しくつながる様々な機能や便利に使えるサービスでも選ぶことがで
きます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの次に「転送ボタン」に欠かせない存在となつているのが「「転送ボタン」ボタン」
を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

選択すれば
緑の印が表のコミニュケーションツール印が表が表
示され、されます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

◆◆ 自分のの基本画面自分のの基本画面 QRQR コードを交換する方法を追加してメッセージを送ろうコードを交換する方法を追加してメッセージを送ろう GG メールで送るで送る送ろうる方法メールで送るで送る送ろうる方法

① このコミニュケーションツールアイコンを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタッ
プ」。無料で利用できる音声ビデします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

② 「マイ QR コードを入力して、」
を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

③ 共有のコミニュケーションツールアイコンを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ
タップ」。無料で利用できる音声ビデします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの
次に「転送ボタン」に欠かせない存在となつているのが「送ボタン」信先を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ選択する世代のコミニュケーションツール画
面が表示され、されますのコミニュケーションツールで
「他のアプリ」をタップのコミニュケーションツールアプ」。無料で利用できる音声ビデリ」を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデ
します。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

④ 「メール」を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデ
して日々の生活に欠かせない存在となつているのが「、相手に入る公式アカウントなど、に欠かせない存在となつているのが「送ボタン」信しま
す。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

3

◆◆SMSSMS からから LINELINE に招待する方法する方法方法に招待する方法する方法方法

① 「ホ編ームが開き、閲覧・投」→「友だち追加しているグループの一」を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの
② 「友だち追加しているグループの一」から招待をタップ。を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデ。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの
③ 「 SMS」か「 Email」い存在となつているのが「ずれかを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ選択。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの SMS では
　 LINE のコミニュケーションツールアイコンが表示され、されて日々の生活に欠かせない存在となつているのが「い存在となつているのが「ない存在となつているのが「方を、を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ、 E メール
　のコミニュケーションツール場合わせて読み込は [ 招待をタップ。 ] ボタンが表示され、されて日々の生活に欠かせない存在となつているのが「い存在となつているのが「る世代のコミニュケーションツール方を、を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ招待をタップ。す
　る世代のコミニュケーションツールことができます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの
④ 相手に入る公式アカウントなど、を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ選択し [ 招待をタップ。 ] ボタンを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデ。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの
※ 送ボタン」信される世代のコミニュケーションツール招待をタップ。メール本文には、招待者が設定した　に欠かせない存在となつているのが「は、招待をタップ。者はもちろん今ではあらゆる世代のコミニュケーションツールが設定やした　
　 LINE 上のメニューアイでのコミニュケーションツール表示され、名が表示され、されます



2. 友だちを追加してメッセージを送ろうだちリストを追加してメッセージを送ろうもっと使いやすくするい友達として追加されます。必ず「追加」ボタンやすくする方法

◆◆ 友だちを追加してメッセージを送ろうだちの基本画面表示名を変えるを追加してメッセージを送ろう変えるえる方法友だちを追加してメッセージを送ろうだちの基本画面表示名を変えるを追加してメッセージを送ろう変えるえる方法

友だちのコミニュケーションツール表示され、名は、自由に変更することが可能です。いつもその人を呼んでいる名前にするに欠かせない存在となつているのが「変更することが可能です。いつもその人を呼んでいる名前にするする世代のコミニュケーションツールことが可能や便利に使えるサービスです。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのい存在となつているのが「つもそのコミニュケーションツール人と楽しくつながる様々な機能や便利に使えるサービスを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのん今ではあらゆる世代のコミニュケーションツールでい存在となつているのが「る世代のコミニュケーションツール名前が表示され、に欠かせない存在となつているのが「する世代のコミニュケーションツール
と、友だちのコミニュケーションツール一覧でも分の名前が表示され、かり取りやイラストでのやすい存在となつているのが「。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの名前が表示され、のコミニュケーションツール変更することが可能です。いつもその人を呼んでいる名前にするが友だちに欠かせない存在となつているのが「通知らされる世代のコミニュケーションツールことはない存在となつているのが「。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの自分の名前が表示され、で分の名前が表示され、
かり取りやイラストでのやすい存在となつているのが「名前が表示され、に欠かせない存在となつているのが「変更することが可能です。いつもその人を呼んでいる名前にするしよう。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの漢字で氏名がパッと分かりやすい。よっちゃんや花子では分かで氏名がパッと分の名前が表示され、かり取りやイラストでのやすい存在となつているのが「。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのよっちゃん今ではあらゆる世代のコミニュケーションツールや花子では分かでは分の名前が表示され、か
らない存在となつているのが「

① 「ホ編ームが開き、閲覧・投」を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデして日々の生活に欠かせない存在となつているのが「
「友だち」画面から表示され、名を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ
変更することが可能です。いつもその人を呼んでいる名前にするしたい存在となつているのが「友だちを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデし
ます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

② 名前が表示され、のコミニュケーションツール右横にある鉛筆に欠かせない存在となつているのが「ある世代のコミニュケーションツール鉛筆
マークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの「編集」を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデし
ます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの
　
端末によっては、数回タッに欠かせない存在となつているのが「よって日々の生活に欠かせない存在となつているのが「は、数回タッタッ
プ」。無料で利用できる音声ビデする世代のコミニュケーションツール必要があります。があり取りやイラストでのます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

④ 友だちリストのコミニュケーションツール表示され、名　
が変わり取りやイラストでのました。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

③ 変更することが可能です。いつもその人を呼んでいる名前にするしたい存在となつているのが「表示され、名を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ入る公式アカウントなど、力して、し、「保存」を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ
　タップ」。無料で利用できる音声ビデします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

●「友だちのコミニュケーションツール追加しているグループの一」設定や　勝手に入る公式アカウントなど、に欠かせない存在となつているのが「友だちが増えないようにしたいえない存在となつているのが「ように欠かせない存在となつているのが「したい存在となつているのが「 !

LINE では、端末によっては、数回タッのコミニュケーションツールアドを入力して、レス帳 ( 連絡する相手を選択先 ) に欠かせない存在となつているのが「登録された電話番号から、家族や友人がされた電話番号から、家族や友人がから、家族や友人と楽しくつながる様々な機能や便利に使えるサービスや友人と楽しくつながる様々な機能や便利に使えるサービスが
LINE を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ利用できる音声ビデして日々の生活に欠かせない存在となつているのが「い存在となつているのが「る世代のコミニュケーションツールかを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ判断して、自動で「友だち」に追加する独自のしくみがありして日々の生活に欠かせない存在となつているのが「、自動で「友だち」に欠かせない存在となつているのが「追加しているグループの一する世代のコミニュケーションツール独自のコミニュケーションツールしくみ込があり取りやイラストでの
ます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの自動追加しているグループの一は便利な反面、意されています。図しない人ともつながる可能性がありますので、しない存在となつているのが「人と楽しくつながる様々な機能や便利に使えるサービスともつながる世代のコミニュケーションツール可能や便利に使えるサービス性がありますので、があり取りやイラストでのますのコミニュケーションツールで、最初
からチェックと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ外しておくのが無難です。して日々の生活に欠かせない存在となつているのが「お得な情報やクーポンが手に入る公式アカウントなど、くのコミニュケーションツールが無難です。です。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの
同じことです。様に欠かせない存在となつているのが「「友だちへのコミニュケーションツール追加しているグループの一を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ許可」もチェックと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ外しておくのが無難です。して日々の生活に欠かせない存在となつているのが「お得な情報やクーポンが手に入る公式アカウントなど、きましょう。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

全国に同性同名の方が大勢おられますので、名前の登録は氏名を漢字で登録しに同性同名を変えるの基本画面方が新しい友達として追加されます。必ず「追加」ボタン大勢おられますので、名前の登録は氏名を漢字で登録しおられますの基本画面で送る、名を変える前の登録は氏名を漢字で登録しの基本画面登録は氏名を漢字で登録しは氏名を漢字で登録し氏名を変えるを追加してメッセージを送ろう漢字で登録しで送る登録は氏名を漢字で登録しし
顔写真を入れるようにいたしましょうを追加してメッセージを送ろう入れるようにいたしましょうれる方法ようにい友達として追加されます。必ず「追加」ボタンた相手しましょう !! 　「よっちゃん」画面で送るは氏名を漢字で登録し分のからん。必ず「追加」ボタン

3

※名前が表示され、のコミニュケーションツール前が表示され、に欠かせない存在となつているのが「頭文には、招待者が設定した　字で氏名がパッと分かりやすい。よっちゃんや花子では分かを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ入る公式アカウントなど、れて日々の生活に欠かせない存在となつているのが「お得な情報やクーポンが手に入る公式アカウントなど、くとアイウエオ通話。お得な情報やクーポンが手に入る公式アカウントなど、
順に並んでいます。に欠かせない存在となつているのが「一覧表が表示され、される世代のコミニュケーションツールのコミニュケーションツールで大変便利です。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

LINE のコミニュケーションツール友だちリストに欠かせない存在となつているのが「は、並んでいます。べ
替えや分類といつた機能はありまえや分の名前が表示され、類といつた機能はありまとい存在となつているのが「つた機能や便利に使えるサービスはあり取りやイラストでのま
せん今ではあらゆる世代のコミニュケーションツール。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのしかし、表示され、名を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ工夫すれすれ
ばある世代のコミニュケーションツール程度は順番などをコントは順に並んでいます。番などを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデコント
ロールする世代のコミニュケーションツールことは可能や便利に使えるサービスです。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのたと
えば表示され、名のコミニュケーションツール先端に欠かせない存在となつているのが「「 LSC」
「山の会」などの単語をいれておのコミニュケーションツール会」などの単語をいれてお」などのコミニュケーションツール単語をいれておを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデい存在となつているのが「れて日々の生活に欠かせない存在となつているのが「お得な情報やクーポンが手に入る公式アカウントなど、
けば、友だちを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデカテゴリー別に分に欠かせない存在となつているのが「分の名前が表示され、
類といつた機能はありまできます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのまた、並んでいます。び順などを順に並んでいます。などを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ
指定やしたい存在となつているのが「場合わせて読み込は先頭に欠かせない存在となつているのが「ひらがな
で文には、招待者が設定した　字で氏名がパッと分かりやすい。よっちゃんや花子では分かを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ付けるようにします。ける世代のコミニュケーションツールように欠かせない存在となつているのが「します。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

4

ホ編ームが開き、閲覧・投→　　友だち追加しているグループの一→　　設定や→左の表示になります。のコミニュケーションツール表示され、に欠かせない存在となつているのが「なり取りやイラストでのます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの



3. メッセージを送信するを送信する送信するする ( トークをはじめるを送信するはじめる )

友だちを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ追加しているグループの一したら、早速トークをはじめましょう。友だちリストの中からトークをしたい相手をトークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデはじめましょう。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの友だちリストのコミニュケーションツール中からトークをしたい相手をからトークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデしたい存在となつているのが「相手に入る公式アカウントなど、を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ
選ぶと、トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのルームが開き、閲覧・投が表示され、されます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのあとはメッセージのやり取りやイラストでのを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ作します。成して日々の生活に欠かせない存在となつているのが「送ボタン」信する世代のコミニュケーションツールだけです。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

① 画面下にあのコミニュケーションツール「ホ編ームが開き、閲覧・投」画面
を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデして日々の生活に欠かせない存在となつているのが「、トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのしたい存在となつているのが「
友だちを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

名前が表示され、 (漢字で氏名がパッと分かりやすい。よっちゃんや花子では分か ) のコミニュケーションツール前が表示され、に欠かせない存在となつているのが「頭文には、招待者が設定した　字で氏名がパッと分かりやすい。よっちゃんや花子では分かを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ
入る公式アカウントなど、れて日々の生活に欠かせない存在となつているのが「お得な情報やクーポンが手に入る公式アカウントなど、くと「い存在となつているのが「ろは順に並んでいます。」に欠かせない存在となつているのが「
表示され、されます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのスクと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのロールし
て日々の生活に欠かせない存在となつているのが「相手に入る公式アカウントなど、を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ表示され、させます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

② プ」。無料で利用できる音声ビデロフィール画面が　
表示され、されますのコミニュケーションツールで「トー
クと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの」を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

③ トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのルームが開き、閲覧・投が開き、閲覧・投き　
ます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのテキストボックと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのス　
を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

④メッセージのやり取りやイラストでのを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ入る公式アカウントなど、力して、し、
文には、招待者が設定した　章に間違いがないかをに欠かせない存在となつているのが「間違いがないかをい存在となつているのが「がない存在となつているのが「かを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ
確認してから送信ボタンして日々の生活に欠かせない存在となつているのが「から送ボタン」信ボタン
を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

送ボタン」信ボタン

⑤ 送ボタン」信したメッセージのやり取りやイラストでの　
が右側に、緑色の吹き出に欠かせない存在となつているのが「、緑の印が表色の吹き出のコミニュケーションツール吹き出き出
しで表示され、されます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの送ボタン」信
時刻も表示されます。も表示され、されます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

⑥ 相手に入る公式アカウントなど、がメッセージのやり取りやイラストでのを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ読み込むと、「既読み込」のコミニュケーションツール文には、招待者が設定した　字で氏名がパッと分かりやすい。よっちゃんや花子では分かが
　追加しているグループの一されます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

音声ビデ入る公式アカウントなど、力して、は精度は順番などをコントが高くなっていくなって日々の生活に欠かせない存在となつているのが「い存在となつているのが「
ますのコミニュケーションツールで入る公式アカウントなど、力して、と併用できる音声ビデして日々の生活に欠かせない存在となつているのが「使えるサービスえば
大変効率的です。です。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

「高くなってい速トークをはじめましょう。友だちリストの中からトークをしたい相手をメモ帳」は、アプリの起動が早く、シンプルで使い帳」は、アプ」。無料で利用できる音声ビデリのコミニュケーションツール起動が早く、シンプ」。無料で利用できる音声ビデルで使えるサービスい存在となつているのが「
やすい存在となつているのが「無料で利用できる音声ビデのコミニュケーションツールメモ帳」は、アプリの起動が早く、シンプルで使いアプ」。無料で利用できる音声ビデリです。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの複雑な機能を搭載していなな機能や便利に使えるサービスを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ搭載していなして日々の生活に欠かせない存在となつているのが「い存在となつているのが「な
い存在となつているのが「ため高くなってい速トークをはじめましょう。友だちリストの中からトークをしたい相手をに欠かせない存在となつているのが「動作します。します。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの
機能や便利に使えるサービスは基本のコミニュケーションツールメモ帳」は、アプリの起動が早く、シンプルで使い機能や便利に使えるサービスのコミニュケーションツールみ込である世代のコミニュケーションツールためシンプ」。無料で利用できる音声ビデルで使えるサービスい存在となつているのが「やす
くなって日々の生活に欠かせない存在となつているのが「い存在となつているのが「ます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの音声ビデで入る公式アカウントなど、力して、し必要があります。な所に句読点や改行をに欠かせない存在となつているのが「句読み込点や改行をや改行をを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ
入る公式アカウントなど、れます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの文には、招待者が設定した　章に間違いがないかをが完成したら、そのコミニュケーションツールまま LINE や Gメール
で送ボタン」る世代のコミニュケーションツールことができます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのフリックと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの入る公式アカウントなど、力して、が苦手に入る公式アカウントなど、な方を、はこのコミニュケーションツール高くなってい
速トークをはじめましょう。友だちリストの中からトークをしたい相手をメモ帳」は、アプリの起動が早く、シンプルで使い帳で文には、招待者が設定した　書を作成することをお勧めします。を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ作します。成する世代のコミニュケーションツールことを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデお得な情報やクーポンが手に入る公式アカウントなど、勧めします。めします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

便利なアプ」。無料で利用できる音声ビデリのコミニュケーションツール紹介

LINE のコミニュケーションツール文には、招待者が設定した　章に間違いがないかを作します。成は音声ビデ入る公式アカウントなど、力して、で効率化しましょう。しましょう。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

高くなってい速トークをはじめましょう。友だちリストの中からトークをしたい相手をメモ帳」は、アプリの起動が早く、シンプルで使い帳
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キー

ボー

ドを入力して、

LINE やメールで
送ボタン」れます



4.LINE の基本画面代名を変える詞である「スタンプ」を送ろうで送るある方法「スタンプすると、」画面を追加してメッセージを送ろう送ろうろう

「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ」とは、大きな絵文には、招待者が設定した　字で氏名がパッと分かりやすい。よっちゃんや花子では分かを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ意されています。味します。感情表現が豊富なので「スタンプ」ひとつで自分の気持します。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの感情を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ表現が豊富なので「スタンプ」ひとつで自分の気持が豊富な機能がコンパクトな画面にぎっしりと詰まっています。なのコミニュケーションツールで「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ」ひとつで自分の名前が表示され、のコミニュケーションツール気持
ちを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデえられます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの LINE アプ」。無料で利用できる音声ビデリに欠かせない存在となつているのが「は標準で、無料スタンプの「ムーンジェームス」がインストールされで、無料で利用できる音声ビデスタンプ」。無料で利用できる音声ビデのコミニュケーションツール「ムが開き、閲覧・投ーンジのやり取りやイラストでのェームが開き、閲覧・投ス」がインストールされ
て日々の生活に欠かせない存在となつているのが「い存在となつているのが「ます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの他のアプリ」をタップに欠かせない存在となつているのが「も無料で利用できる音声ビデスタンプ」。無料で利用できる音声ビデがあり取りやイラストでのますのコミニュケーションツールでまとめて日々の生活に欠かせない存在となつているのが「ダウンロードを入力して、して日々の生活に欠かせない存在となつているのが「お得な情報やクーポンが手に入る公式アカウントなど、きましょう。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

① トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのルームが開き、閲覧・投で顔文には、招待者が設定した　　
字で氏名がパッと分かりやすい。よっちゃんや花子では分かマークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでののコミニュケーションツールボタンを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタッ
プ」。無料で利用できる音声ビデします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

② 画面を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデスワイプ」。無料で利用できる音声ビデして日々の生活に欠かせない存在となつているのが「　
送ボタン」り取りやイラストでのたい存在となつているのが「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ探しし
ます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの決まったらタップまったらタップ」。無料で利用できる音声ビデ
します。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

③ プ」。無料で利用できる音声ビデレビューが表示され、される世代のコミニュケーションツール
のコミニュケーションツールで確認してから送信ボタンし、そのコミニュケーションツールまま送ボタン」る世代のコミニュケーションツール場
合わせて読み込は「送ボタン」信」を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデしま
す。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

※スタンプ」。無料で利用できる音声ビデは、無料で利用できる音声ビデと有料で利用できる音声ビデがあり取りやイラストでのま
す。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの最近はボイスサウンドを入力して、付けるようにします。やアニ
メーションに欠かせない存在となつているのが「人と楽しくつながる様々な機能や便利に使えるサービス気があり取りやイラストでのます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

音入る公式アカウントなど、り取りやイラストでの

5. 有料スタンプを入手するにはスタンプすると、を追加してメッセージを送ろう入れるようにいたしましょう手する方法には氏名を漢字で登録し

◆ コインを追加してメッセージを送ろうチャージを送ろうする方法方法 LINE のコミニュケーションツール中からトークをしたい相手をで利用できる音声ビデできる世代のコミニュケーションツール通貨を「コイン」と呼び、有料スタンプを購入するを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ「コイン」と呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのび順などを、有料で利用できる音声ビデスタンプ」。無料で利用できる音声ビデを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ購入る公式アカウントなど、する世代のコミニュケーションツール
際に必要になります。に欠かせない存在となつているのが「必要があります。に欠かせない存在となつているのが「なり取りやイラストでのます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

① 「ホ編ームが開き、閲覧・投」から　　
「設定や」を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

② 「コイン」を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデし
ます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

③ 保有コインを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ確認してから送信ボタンして日々の生活に欠かせない存在となつているのが「
0 のコミニュケーションツール場合わせて読み込は右上のメニューアイのコミニュケーションツール「チャー
ジのやり取りやイラストでの」を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

④今ではあらゆる世代のコミニュケーションツール回タッは、 100(￥ 250)
を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

⑤ 「 1クと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのリックと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでので購入る公式アカウントなど、」
を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

⑥ コインのコミニュケーションツール購入る公式アカウントなど、ができました。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの
私の場合は「のコミニュケーションツール場合わせて読み込は「 Google Play」か
らのコミニュケーションツール支払いになります。い存在となつているのが「に欠かせない存在となつているのが「なり取りやイラストでのます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

◆ 支払いになります。い存在となつているのが「は下にあ記から選べます。から選べます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの
　 1. クと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのレジのやり取りやイラストでのットカードを入力して、またはデビットカードを入力して、のコミニュケーションツール追加しているグループの一
　 2. 通信電話会」などの単語をいれてお社 (au 他のアプリ」をタップ ) キャリア決まったらタップ済を有効にするを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ有効に欠かせない存在となつているのが「する世代のコミニュケーションツール
　 3. コードを入力して、を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ利用できる音声ビデ ( コンビニで売っているプリベイトカードって日々の生活に欠かせない存在となつているのが「い存在となつているのが「る世代のコミニュケーションツールプ」。無料で利用できる音声ビデリベイトカードを入力して、 )

300 コイン
チャージのやり取りやイラストでの
できました

「コインチャージのやり取りやイラストでの」が表示され、される世代のコミニュケーションツール
のコミニュケーションツールで、必要があります。な額のコインを購入のコミニュケーションツールコインを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ購入る公式アカウントなど、
する世代のコミニュケーションツールため、必要があります。な金額のコインを購入のコミニュケーションツールボタン
を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデします

「保有コイン」に欠かせない存在となつているのが「購入る公式アカウントなど、した額のコインを購入が
追加しているグループの一されました。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのこれで、有料で利用できる音声ビデ
のコミニュケーションツールスタンプ」。無料で利用できる音声ビデを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ購入る公式アカウントなど、する世代のコミニュケーションツールことが
可能や便利に使えるサービスに欠かせない存在となつているのが「なり取りやイラストでのました

6

◆ メッセージを送ろうスタンプすると、は氏名を漢字で登録し超人気 !!
メッセージのやり取りやイラストでのスタンプ」。無料で利用できる音声ビデは、自由に変更することが可能です。いつもその人を呼んでいる名前にするに欠かせない存在となつているのが「テキストを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ入る公式アカウントなど、力して、して日々の生活に欠かせない存在となつているのが「自分の名前が表示され、専用できる音声ビデのコミニュケーションツールスタンプ」。無料で利用できる音声ビデが作します。れる世代のコミニュケーションツール
サービスです。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの
・友達リスト有料で利用できる音声ビデ版の入手のコミニュケーションツール入る公式アカウントなど、手に入る公式アカウントなど、 : ホ編ームが開き、閲覧・投→スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ→検索で「メッセージのやり取りやイラストでのスタンプ」。無料で利用できる音声ビデ」と入る公式アカウントなど、力して、
・友達リスト無料で利用できる音声ビデ版の入手のコミニュケーションツール入る公式アカウントなど、手に入る公式アカウントなど、 : ホ編ームが開き、閲覧・投→スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ→イベント→ペンのコミニュケーションツールアイコン付けるようにします。きのコミニュケーションツールスタンプ」。無料で利用できる音声ビデ



◆ スタンプすると、ショップすると、で送る有料スタンプを入手するにはスタンプすると、を追加してメッセージを送ろう購入れるようにいたしましょうする方法

スタンプ」。無料で利用できる音声ビデショップ」。無料で利用できる音声ビデでは、「 HOME 」に欠かせない存在となつているのが「多数のコミニュケーションツール有料で利用できる音声ビデスタンプ」。無料で利用できる音声ビデが表示され、されて日々の生活に欠かせない存在となつているのが「い存在となつているのが「ます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの
上のメニューアイ部にある「に欠かせない存在となつているのが「ある世代のコミニュケーションツール「 RANK 」「 NEW」「 EVENT 」「 CATEGORY 」から選べます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

① 「ホ編ームが開き、閲覧・投」→「スタ
ンプ」。無料で利用できる音声ビデショップ」。無料で利用できる音声ビデ」を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデし
ます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

② 好みのスタンプを選びまみ込のコミニュケーションツールスタンプ」。無料で利用できる音声ビデを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ選び順などをま
す。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの上のメニューアイ部にある「のコミニュケーションツール「カテゴリー」
→「ボイス・友達リストサウンドを入力して、付けるようにします。き」
を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

③ 今ではあらゆる世代のコミニュケーションツール回タッは「歌って踊るって日々の生活に欠かせない存在となつているのが「踊るる世代のコミニュケーションツール !
志村けん」を選びます。けん今ではあらゆる世代のコミニュケーションツール」を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ選び順などをます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

④ 「購入る公式アカウントなど、する世代のコミニュケーションツール」を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデ
します。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのプ」。無料で利用できる音声ビデレゼントもで
きます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの次に「転送ボタン」に欠かせない存在となつているのが「「確認してから送信ボタン」を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ
タップ」。無料で利用できる音声ビデすれば終了です。です。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

6.LINE で送る写真を入れるようにいたしましょう・動画を追加してメッセージを送ろうやり取りしょう取った相手り取りしょうしょう

端末によっては、数回タッのコミニュケーションツールアプ」。無料で利用できる音声ビデリで「アルバムが開き、閲覧・投」や「ギャラリー」に欠かせない存在となつているのが「保存して日々の生活に欠かせない存在となつているのが「ある世代のコミニュケーションツール写真を、ＬＩＮＥのトークで友だちにを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ、ＬＩＮＥのトークで友だちにのコミニュケーションツールトークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでので友だちに欠かせない存在となつているのが「
送ボタン」って日々の生活に欠かせない存在となつているのが「み込ましょう。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのメールより取りやイラストでの簡単に欠かせない存在となつているのが「送ボタン」れる世代のコミニュケーションツールうえ、フィルタで画像を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ加しているグループの一工する世代のコミニュケーションツールこともでき、トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのが
盛り上がります。り取りやイラストでの上のメニューアイがり取りやイラストでのます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

① 友だちとのコミニュケーションツールトークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの画面
で、メッセージのやり取りやイラストでの入る公式アカウントなど、力して、欄ののコミニュケーションツール
左の表示になります。側に、緑色の吹き出に欠かせない存在となつているのが「ある世代のコミニュケーションツール「写真を、ＬＩＮＥのトークで友だちに」のコミニュケーションツールア
イコンを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの 端末によっては、数回タッに欠かせない存在となつているのが「保存されて日々の生活に欠かせない存在となつているのが「い存在となつているのが「る世代のコミニュケーションツール写

真を、ＬＩＮＥのトークで友だちにのコミニュケーションツールサムが開き、閲覧・投ネイルが一覧表
示され、される世代のコミニュケーションツールのコミニュケーションツールで、トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの中からトークをしたい相手を
のコミニュケーションツール相手に入る公式アカウントなど、に欠かせない存在となつているのが「送ボタン」り取りやイラストでのたい存在となつているのが「写真を、ＬＩＮＥのトークで友だちにのコミニュケーションツール
右上のメニューアイに欠かせない存在となつているのが「チェックと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ入る公式アカウントなど、れ、
画面右下にあのコミニュケーションツール「送ボタン」信」を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ
タップ」。無料で利用できる音声ビデする世代のコミニュケーションツールとすぐに欠かせない存在となつているのが「写真を、ＬＩＮＥのトークで友だちに
が送ボタン」信されます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

④ メッセージのやり取りやイラストでのを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ入る公式アカウントなど、力して、して日々の生活に欠かせない存在となつているのが「
送ボタン」信します。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

◆◆ 端末に保存した写真に保存した写真した相手写真を入れるようにいたしましょう端末に保存した写真に保存した写真した相手写真を入れるようにいたしましょう (( 動画動画 )) を追加してメッセージを送ろう送ろうる方法を追加してメッセージを送ろう送ろうる方法

② 画像が表示され、されます
が、端末によっては、数回タッのコミニュケーションツール中からトークをしたい相手をのコミニュケーションツール写真を、ＬＩＮＥのトークで友だちにを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ探し
す場合わせて読み込はここを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデし
ます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

③2点や改行を選択しました。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの
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送ボタン」信

動画を追加してメッセージを送ろう LINE で送る送ろうる方法コツ !

動画はとて日々の生活に欠かせない存在となつているのが「も大きなデータに欠かせない存在となつているのが「のコミニュケーションツールで、 LINE では 5分の名前が表示され、以上のメニューアイのコミニュケーションツール
ものコミニュケーションツールは送ボタン」れません今ではあらゆる世代のコミニュケーションツール。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの動画を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ送ボタン」る世代のコミニュケーションツール場合わせて読み込は、 Google フォトや
Google ドを入力して、ライブにアップロードしてからリンクを作成しに欠かせない存在となつているのが「アップ」。無料で利用できる音声ビデロードを入力して、して日々の生活に欠かせない存在となつているのが「からリンクと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ作します。成し
て日々の生活に欠かせない存在となつているのが「、 LINE に欠かせない存在となつているのが「貼り付けて送るのが一番ベターです。り取りやイラストでの付けるようにします。けて日々の生活に欠かせない存在となつているのが「送ボタン」る世代のコミニュケーションツールのコミニュケーションツールが一番ベターです。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

Google フォトから
LINE に欠かせない存在となつているのが「貼り付けて送るのが一番ベターです。り取りやイラストでの付けるようにします。けた
例ですです



◆ 送ろうる方法写真を入れるようにいたしましょうを追加してメッセージを送ろう編集するする方法

LINE で写真を、ＬＩＮＥのトークで友だちにを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ送ボタン」る世代のコミニュケーションツール場合わせて読み込、色の吹き出のコミニュケーションツール調整、トリミングや文には、招待者が設定した　字で氏名がパッと分かりやすい。よっちゃんや花子では分か入る公式アカウントなど、れなどが簡単に欠かせない存在となつているのが「行をえます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの花
のコミニュケーションツール写真を、ＬＩＮＥのトークで友だちにに欠かせない存在となつているのが「名前が表示され、を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ入る公式アカウントなど、れたり取りやイラストでの建物名を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ入る公式アカウントなど、れたり取りやイラストでのする世代のコミニュケーションツールと分の名前が表示され、かり取りやイラストでのやすい存在となつているのが「ですね。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

① 送ボタン」る世代のコミニュケーションツール写真を、ＬＩＮＥのトークで友だちに全体をタップを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデ
します。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

② 右側に、緑色の吹き出に欠かせない存在となつているのが「い存在となつているのが「ろい存在となつているのが「ろなマー
クと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのが表示され、されます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

◆トリミング・友達リスト回タッ転

回タッ転
カスタムが開き、閲覧・投
元の写真のコミニュケーションツール写真を、ＬＩＮＥのトークで友だちに
1:1
4.3
16:9

トリミング・友達リスト回タッ転
スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ・友達リスト絵文には、招待者が設定した　字で氏名がパッと分かりやすい。よっちゃんや花子では分か

テキスト (文には、招待者が設定した　字で氏名がパッと分かりやすい。よっちゃんや花子では分か入る公式アカウントなど、れ )
フリーハンドを入力して、落書を作成することをお勧めします。き

モ帳」は、アプリの起動が早く、シンプルで使いザイクと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの
フィルターを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデかける世代のコミニュケーションツール

文には、招待者が設定した　字で氏名がパッと分かりやすい。よっちゃんや花子では分かのコミニュケーションツール読み込み込取りやイラストでのり取りやイラストでの
(OCR 機能や便利に使えるサービス )

◆スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ・友達リスト絵文には、招待者が設定した　字で氏名がパッと分かりやすい。よっちゃんや花子では分か

◆テキスト (文には、招待者が設定した　字で氏名がパッと分かりやすい。よっちゃんや花子では分か入る公式アカウントなど、れ ) ◆フリーハンドを入力して、落書を作成することをお勧めします。き ◆フィルター
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イベント グループ」。無料で利用できる音声ビデを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ開き、閲覧・投き、右上のメニューアイのコミニュケーションツール横にある鉛筆三本線をタップして「イベント」を開を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデして日々の生活に欠かせない存在となつているのが「「イベント」を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ開き、閲覧・投
きます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのカレンダーが表示され、される世代のコミニュケーションツールのコミニュケーションツールで日時を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ指定やして日々の生活に欠かせない存在となつているのが「タップ」。無料で利用できる音声ビデ。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの次に「転送ボタン」
に欠かせない存在となつているのが「∔を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのイベント名を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ入る公式アカウントなど、力して、し、時間を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ設定や、場所に句読点や改行をのコミニュケーションツール
入る公式アカウントなど、力して、します。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの時間は開き、閲覧・投始します。グループでの時間と終了です。時間を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ指定やします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの
参加しているグループの一確認してから送信ボタンと通知らに欠かせない存在となつているのが「✔を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ入る公式アカウントなど、れて日々の生活に欠かせない存在となつているのが「最後に「完了」をタップします。に欠かせない存在となつているのが「「完了です。」を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

写真を、ＬＩＮＥのトークで友だちにを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ加しているグループの一工して日々の生活に欠かせない存在となつているのが「も元の写真画像に欠かせない存在となつているのが「上のメニューアイ書を作成することをお勧めします。きされません今ではあらゆる世代のコミニュケーションツール



◆◆ 送ろうられてメッセージを送ろうきた相手写真を入れるようにいたしましょうを追加してメッセージを送ろう保存した写真する方法送ろうられてメッセージを送ろうきた相手写真を入れるようにいたしましょうを追加してメッセージを送ろう保存した写真する方法

① 友だちのコミニュケーションツールトークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの画面で、保存したい存在となつているのが「写真を、ＬＩＮＥのトークで友だちにを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ
タップ」。無料で利用できる音声ビデ、拡大表示され、された画面右下にあに欠かせない存在となつているのが「ある世代のコミニュケーションツールを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデダウン
ロードを入力して、ボタンを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデする世代のコミニュケーションツールと「写真を、ＬＩＮＥのトークで友だちにを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ保存しまし
た」と表示され、され、保存完了です。です。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

② 「ギャラリ－」アプ」。無料で利用できる音声ビデリを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ起
動し、アルバムが開き、閲覧・投→ LINE から
開き、閲覧・投くと写真を、ＬＩＮＥのトークで友だちにが保存されて日々の生活に欠かせない存在となつているのが「い存在となつているのが「ま
す。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

※タップ」。無料で利用できる音声ビデでい存在となつているのが「ままでやり取りやイラストでの取りやイラストでのり取りやイラストでの
　した写真を、ＬＩＮＥのトークで友だちにが一覧表示され、され
　ます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのここからでも保存で
　きます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの
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7. ボイスメッセージを送ろうを追加してメッセージを送ろう送ろうる方法

文には、招待者が設定した　字で氏名がパッと分かりやすい。よっちゃんや花子では分かのコミニュケーションツールやり取りやイラストでの取りやイラストでのり取りやイラストでのだけでは伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデわり取りやイラストでのづらい存在となつているのが「微妙なニュアンスや、テキストを入力するのが面倒なニュアンスや、テキストを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ入る公式アカウントなど、力して、する世代のコミニュケーションツールのコミニュケーションツールが面倒
なときは音声ビデを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ録された電話番号から、家族や友人が音して日々の生活に欠かせない存在となつているのが「そのコミニュケーションツールままトークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでので送ボタン」れる世代のコミニュケーションツール「ボイスメッセージのやり取りやイラストでの」が便利です。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの届いい存在となつているのが「
たメッセージのやり取りやイラストでのは「 Keep 」に欠かせない存在となつているのが「保存したり取りやイラストでの、ほかのコミニュケーションツールトークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのへ転送ボタン」もできます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

①友だちとのコミニュケーションツールトークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの画面で、文には、招待者が設定した　字で氏名がパッと分かりやすい。よっちゃんや花子では分か入る公式アカウントなど、力して、欄ののコミニュケーションツール右側に、緑色の吹き出
に欠かせない存在となつているのが「ある世代のコミニュケーションツール「マイクと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの」アイコンを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

相手に入る公式アカウントなど、に欠かせない存在となつているのが「届いい存在となつているのが「て日々の生活に欠かせない存在となつているのが「い存在となつているのが「ます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの
ボイスメッセージのやり取りやイラストでの
文には、招待者が設定した　字で氏名がパッと分かりやすい。よっちゃんや花子では分か入る公式アカウントなど、力して、のコミニュケーションツール苦手に入る公式アカウントなど、な方を、はお得な情報やクーポンが手に入る公式アカウントなど、試しし
ください存在となつているのが「

②「ボイスメッセージのやり取りやイラストでの」のコミニュケーションツール録された電話番号から、家族や友人が音画面が表示され、
されますのコミニュケーションツールで、マイクと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでののコミニュケーションツールアイコンを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ長押し
する世代のコミニュケーションツールと録された電話番号から、家族や友人が画がスタートします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの画面から指
を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ離すと録音が終了し、すぐさまトーク相すと録された電話番号から、家族や友人が音が終了です。し、すぐさまトークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの相
手に入る公式アカウントなど、のコミニュケーションツール友だちに欠かせない存在となつているのが「送ボタン」信されます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

指を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ横にある鉛筆に欠かせない存在となつているのが「スライドを入力して、
とせる世代のコミニュケーションツールと録された電話番号から、家族や友人が音が
キャンセルされます

長押しのコミニュケーションツールまま
話します
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8. 複数の相手にトークを「転送」するの基本画面相手にトークを追加してメッセージを送ろう「転送ろう」画面する方法

例ですえば懇親会」などの単語をいれておのコミニュケーションツール幹事になったとき。に欠かせない存在となつているのが「なったとき。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの LINE でグループ」。無料で利用できる音声ビデはできて日々の生活に欠かせない存在となつているのが「い存在となつているのが「ない存在となつているのが「けど、参加しているグループの一
者はもちろん今ではあらゆる世代のコミニュケーションツールみ込ん今ではあらゆる世代のコミニュケーションツールなに欠かせない存在となつているのが「詳細を送りたいを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ送ボタン」り取りやイラストでのたい存在となつているのが「 ! そん今ではあらゆる世代のコミニュケーションツールな時は「転送ボタン」機能や便利に使えるサービス」が便利です。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの
方を、法は簡単、トークを長押しして「転送」を選択→下部の緑色のタブ「転送」→は簡単、トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ長押しして日々の生活に欠かせない存在となつているのが「「転送ボタン」」を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ選択→下にあ部にある「のコミニュケーションツール緑の印が表色の吹き出のコミニュケーションツールタブにアップロードしてからリンクを作成し「転送ボタン」」→
送ボタン」信先「もっと見る」を選択して送信先を選択して「送信」をタップするだけ。る世代のコミニュケーションツール」を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ選択して日々の生活に欠かせない存在となつているのが「送ボタン」信先を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ選択して日々の生活に欠かせない存在となつているのが「「送ボタン」信」を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデする世代のコミニュケーションツールだけ。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの
もちろん今ではあらゆる世代のコミニュケーションツール転送ボタン」先は複数選択する世代のコミニュケーションツールことができます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

LINE のコミニュケーションツールアナウンスとは ?
トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのルームが開き、閲覧・投に欠かせない存在となつているのが「流れる任意のメッセージを上部にピン留めする機能です。これによって、重要なれる世代のコミニュケーションツール任意されています。のコミニュケーションツールメッセージのやり取りやイラストでのを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ上のメニューアイ部にある「に欠かせない存在となつているのが「ピン留めする機能です。これによって、重要なめする世代のコミニュケーションツール機能や便利に使えるサービスです。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのこれに欠かせない存在となつているのが「よって日々の生活に欠かせない存在となつているのが「、重要があります。な
メッセージのやり取りやイラストでのがトークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの内のフレームに相手のに欠かせない存在となつているのが「埋もれることなく常に確認できる状態になります。最大もれる世代のコミニュケーションツールことなく常に確認できる状態になります。最大に欠かせない存在となつているのが「確認してから送信ボタンできる世代のコミニュケーションツール状態になります。最大に欠かせない存在となつているのが「なり取りやイラストでのます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの最大 5 つまでアナウ
ンスできます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

ダウンロードを交換する方法



9. 友だちを追加してメッセージを送ろうだち画面から無料スタンプを入手するには通話

友だちとのコミニュケーションツール無料で利用できる音声ビデ通話を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデはじめる世代のコミニュケーションツール手に入る公式アカウントなど、順に並んでいます。は、まずは「友だち」画面に欠かせない存在となつているのが「登録された電話番号から、家族や友人がされた一覧のコミニュケーションツール中からトークをしたい相手をから、無料で利用できる音声ビデ
電話を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデかける世代のコミニュケーションツール相手に入る公式アカウントなど、を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ指定やして日々の生活に欠かせない存在となつているのが「コールします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

②友だちのコミニュケーションツール名前が表示され、と顔写真を、ＬＩＮＥのトークで友だちにが表示され、された発信
画面に欠かせない存在となつているのが「切り替わり、相手が応答すると無料り取りやイラストでの替えや分類といつた機能はありまわり取りやイラストでの、相手に入る公式アカウントなど、が応じて特典答すると無料する世代のコミニュケーションツールと無料で利用できる音声ビデ
通話がスタートします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの通話中からトークをしたい相手をのコミニュケーションツール画面で
は、消音やハンズな操フリーへのコミニュケーションツール切り替わり、相手が応答すると無料り取りやイラストでの替えや分類といつた機能はありまえ、音
声ビデ通話からビデオ通話。お得な情報やクーポンが手に入る公式アカウントなど、通話へのコミニュケーションツール切り替わり、相手が応答すると無料り取りやイラストでの替えや分類といつた機能はありまえもでき
ます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

ビデオ通話。お得な情報やクーポンが手に入る公式アカウントなど、通話を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデしたい存在となつているのが「
場合わせて読み込はここを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデ

ここを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデ

LINE 友だち同じことです。士でないとでない存在となつているのが「と LINE 無料で利用できる音声ビデ電話は使えるサービスえません今ではあらゆる世代のコミニュケーションツール

・友達リスト LINEユーザー同じことです。士でないとのコミニュケーションツール
　通話は完全無料で利用できる音声ビデ
・友達リスト相手に入る公式アカウントなど、が海外しておくのが無難です。に欠かせない存在となつているのが「い存在となつているのが「て日々の生活に欠かせない存在となつているのが「も通
　話は無料で利用できる音声ビデ
・友達リストWiFiでもデータ通信
　 (4G) でも利用できる音声ビデ可能や便利に使えるサービス
・友達リスト通話中からトークをしたい相手をに欠かせない存在となつているのが「音声ビデとビデオ通話。お得な情報やクーポンが手に入る公式アカウントなど、 
　を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ簡単に欠かせない存在となつているのが「切り替わり、相手が応答すると無料り取りやイラストでの替えや分類といつた機能はありまえがで
　きます
・友達リスト通話中からトークをしたい相手をでもトークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのなど
　と連携できるできる世代のコミニュケーションツール
・友達リストスマホ編だけでなくタブにアップロードしてからリンクを作成し
　レットやパソコンでも
　通話できる世代のコミニュケーションツール

LINE 無料スタンプを入手するには電話の基本画面メリット

①LINE のコミニュケーションツール友だち画面を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ開き、閲覧・投
き、一覧のコミニュケーションツール中からトークをしたい相手をから無料で利用できる音声ビデ電話
を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデしたい存在となつているのが「相手に入る公式アカウントなど、を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデ。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの次に「転送ボタン」
のコミニュケーションツールプ」。無料で利用できる音声ビデロフィール画面で「無
料で利用できる音声ビデ通話」のコミニュケーションツールアイコンを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタッ
プ」。無料で利用できる音声ビデします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

発信中からトークをしたい相手をのコミニュケーションツール画面

このコミニュケーションツール部にある「分の名前が表示され、を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデする世代のコミニュケーションツールと
音が大きくなり取りやイラストでのます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

10.LINE Out Free を追加してメッセージを送ろう利用しようしよう

・友達リスト 15 秒の広告動画を視聴すれば無料になります。のコミニュケーションツール広告動画を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ視聴すれば無料になります。すれば無料で利用できる音声ビデに欠かせない存在となつているのが「なり取りやイラストでのます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの
・友達リスト利用できる音声ビデ回タッ数は 1日 5 回タッです。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの
・友達リスト携できる帯電話へのコミニュケーションツール通話は 1分の名前が表示され、、固定や電話のコミニュケーションツール場合わせて読み込は 3分の名前が表示され、を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ超えると自動的に遮断されます。える世代のコミニュケーションツールと自動的です。に欠かせない存在となつているのが「遮断して、自動で「友だち」に追加する独自のしくみがありされます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

① 「ホ編ームが開き、閲覧・投」に欠かせない存在となつているのが「ある世代のコミニュケーションツール
「 LINE Out Free 」を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ
タップ」。無料で利用できる音声ビデします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

② 「連絡する相手を選択先」のコミニュケーションツール中からトークをしたい相手をで緑の印が表
色の吹き出のコミニュケーションツール LINE マークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの以外しておくのが無難です。が
対に自象となります。となり取りやイラストでのます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

③ 電話番号から、家族や友人がからでも OK
です。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

❶

❷❸❹

❶ 履歴が表示されますが表示され、されます
❷ 連絡する相手を選択先・友達リスト電話帳から選定や
緑の印が表のコミニュケーションツールマークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのは LINE 友だち、
以外しておくのが無難です。のコミニュケーションツール人と楽しくつながる様々な機能や便利に使えるサービスは連絡する相手を選択帳から選択。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの 
❸ 電話番号から、家族や友人がを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ入る公式アカウントなど、力して、 
❹ 履歴が表示されますのコミニュケーションツール削除

国内のフレームに相手の外しておくのが無難です。のコミニュケーションツール携できる帯・友達リスト固定や電話を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ問わず無料で通話できます。相手がわず無料で利用できる音声ビデで通話できます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの相手に入る公式アカウントなど、が
LINEユーザーでなくて日々の生活に欠かせない存在となつているのが「も発信できます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの
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3. グルで送るープすると、で送るトークする方法

1. グルで送るープすると、を追加してメッセージを送ろう作成するする方法

気のコミニュケーションツール合わせて読み込う趣味します。感情表現が豊富なので「スタンプ」ひとつで自分の気持のコミニュケーションツール仲間やサークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのル、プ」。無料で利用できる音声ビデロジのやり取りやイラストでのェクと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのトメンバーなど頻繁に複数トークするに欠かせない存在となつているのが「複数トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのする世代のコミニュケーションツール
友だちがい存在となつているのが「る世代のコミニュケーションツールのコミニュケーションツールであれば「グループ」。無料で利用できる音声ビデ」を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ作します。成しましょう。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのグループ」。無料で利用できる音声ビデのコミニュケーションツールトークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのルームが開き、閲覧・投
に欠かせない存在となつているのが「投稿ができます。ここは新しする世代のコミニュケーションツールだけでメンバー全員にメッセージが送れる便利さはもちろん、重要な情に欠かせない存在となつているのが「メッセージのやり取りやイラストでのが送ボタン」れる世代のコミニュケーションツール便利さはもちろん今ではあらゆる世代のコミニュケーションツール、重要があります。な情を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ
報やクーポンが手に入る公式アカウントなど、や思い出の写真をみんなで共有できます。「ノート」や「アルバム」といった機い存在となつているのが「出のコミニュケーションツール写真を、ＬＩＮＥのトークで友だちにを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデみ込ん今ではあらゆる世代のコミニュケーションツールなで共有できます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの「ノート」や「アルバムが開き、閲覧・投」とい存在となつているのが「った機
能や便利に使えるサービスも使えるサービスえます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

① まず最初に欠かせない存在となつているのが「メンバーを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ招待をタップ。する世代のコミニュケーションツールためのコミニュケーションツール「グループ」。無料で利用できる音声ビデ」
を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ作します。成します。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの「ホ編ームが開き、閲覧・投」のコミニュケーションツール画面に欠かせない存在となつているのが「ある世代のコミニュケーションツール「グループ」。無料で利用できる音声ビデ」を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ
タップ」。無料で利用できる音声ビデします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの→「グループ」。無料で利用できる音声ビデ作します。成」を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデ。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの「招待をタップ。」
画面が表示され、される世代のコミニュケーションツールのコミニュケーションツールで、グループ」。無料で利用できる音声ビデのコミニュケーションツールメンバーとして日々の生活に欠かせない存在となつているのが「招待をタップ。
したい存在となつているのが「友だちに欠かせない存在となつているのが「チェックと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ入る公式アカウントなど、れ、画面右上のメニューアイのコミニュケーションツール「次に「転送ボタン」へ」を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ
タップ」。無料で利用できる音声ビデします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

② グループ」。無料で利用できる音声ビデのコミニュケーションツール名前が表示され、を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ入る公式アカウントなど、力して、し、プ」。無料で利用できる音声ビデロフィール画像を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ選択し
ます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの「作します。成」を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデ、これでグループ」。無料で利用できる音声ビデ専用できる音声ビデのコミニュケーションツールトークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの
ルームが開き、閲覧・投が作します。成されました。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのチェックと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ入る公式アカウントなど、れた友だちに欠かせない存在となつているのが「はグ
ループ」。無料で利用できる音声ビデへのコミニュケーションツール招待をタップ。が送ボタン」られる世代のコミニュケーションツールのコミニュケーションツールで、あとは友だちのコミニュケーションツール参加しているグループの一を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ待をタップ。
つだけです。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

プ」。無料で利用できる音声ビデロフィール画像は必ず
変更することが可能です。いつもその人を呼んでいる名前にするして日々の生活に欠かせない存在となつているのが「お得な情報やクーポンが手に入る公式アカウントなど、きましょう。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの
ここを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

グループ」。無料で利用できる音声ビデのコミニュケーションツール名前が表示され、は分の名前が表示され、かり取りやイラストでの易いい存在となつているのが「
ものコミニュケーションツールに欠かせない存在となつているのが「しましょう。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

2. グルで送るープすると、の基本画面思い出の写真や動画を残しておくにはい友達として追加されます。必ず「追加」ボタン出の写真や動画を残しておくにはの基本画面写真を入れるようにいたしましょうや動画を追加してメッセージを送ろう残しておくにはしてメッセージを送ろうおくには氏名を漢字で登録し

グループ」。無料で利用できる音声ビデでたくさん今ではあらゆる世代のコミニュケーションツールのコミニュケーションツール写真を、ＬＩＮＥのトークで友だちにや動画を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ送ボタン」ったり取りやイラストでの、残したりしたいときは、「アルバム」を利用しましょう。したり取りやイラストでのしたい存在となつているのが「ときは、「アルバムが開き、閲覧・投」を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ利用できる音声ビデしましょう。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

アルで送るバムを追加してメッセージを送ろう作成するする方法アルで送るバムを追加してメッセージを送ろう作成するする方法アルで送るバムを追加してメッセージを送ろう作成するする方法アルで送るバムを追加してメッセージを送ろう作成するする方法

① グループ」。無料で利用できる音声ビデのコミニュケーションツールプ」。無料で利用できる音声ビデロフィー
ル画像のコミニュケーションツール右下にあのコミニュケーションツール「アルバ
ムが開き、閲覧・投」を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

② 「アルバムが開き、閲覧・投」が表示され、さ
れます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのつぎに欠かせない存在となつているのが「ここを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ
タップ」。無料で利用できる音声ビデします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

③ スマホ編に欠かせない存在となつているのが「保存されて日々の生活に欠かせない存在となつているのが「い存在となつているのが「る世代のコミニュケーションツール
写真を、ＬＩＮＥのトークで友だちにを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ選択し、 (緑の印が表番号から、家族や友人が )
「次に「転送ボタン」へ」を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

④ 名前が表示され、を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ入る公式アカウントなど、力して、し、右上のメニューアイのコミニュケーションツール
「作します。成」を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデすれば
選択した写真を、ＬＩＮＥのトークで友だちにで、アルバ
ムが開き、閲覧・投が作します。成されます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのこれ
でグループ」。無料で利用できる音声ビデ全員にメッセージが送れる便利さはもちろん、重要な情に欠かせない存在となつているのが「発信さ
れます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

11



4. 友だちを追加してメッセージを送ろうだちの基本画面ブロックと削除　発信したトークの取り消しした相手トークの基本画面取った相手り取りしょう消しし

① ホ編ームが開き、閲覧・投画面からブにアップロードしてからリンクを作成しロックと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの
したい存在となつているのが「相手に入る公式アカウントなど、を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ選び順などを、
名前が表示され、を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ「長押し」します。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

② 「ブにアップロードしてからリンクを作成しロックと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの」を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデ
すれば友だちリストから
消えます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

2. ブロックした相手友だちを追加してメッセージを送ろうだちを追加してメッセージを送ろう削除する方法

① ホ編ームが開き、閲覧・投画面のコミニュケーションツール「友だち」
を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

② ホ編右上のメニューアイのコミニュケーションツール「歯車」アイコ」アイコ
ンを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

③ 「ブにアップロードしてからリンクを作成しロックと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのリスト」を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ
タップ」。無料で利用できる音声ビデします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

④ 「編集」→「削除」すれ
ば完全に欠かせない存在となつているのが「削除されます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

※ ブにアップロードしてからリンクを作成しロックと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのする世代のコミニュケーションツールと、メッセージのやり取りやイラストでののコミニュケーションツールやり取りやイラストでの取りやイラストでのり取りやイラストでのや無料で利用できる音声ビデ通話
はできなくなり取りやイラストでのます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのしかし相手に入る公式アカウントなど、のコミニュケーションツールリストに欠かせない存在となつているのが「は自分の名前が表示され、が
残したりしたいときは、「アルバム」を利用しましょう。り取りやイラストでの、グループ」。無料で利用できる音声ビデのコミニュケーションツールやり取りやイラストでの取りやイラストでのり取りやイラストでのはできます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの
削除する世代のコミニュケーションツールことで友だちとのコミニュケーションツールつながり取りやイラストでのは無くなり取りやイラストでのます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

3. メッセージを送ろうの基本画面「送ろう信したトークの取り消し」画面を追加してメッセージを送ろう取った相手り取りしょう消しす

LINE のコミニュケーションツール「送ボタン」信取りやイラストでの消」は送ボタン」信して日々の生活に欠かせない存在となつているのが「 24 時間以内のフレームに相手のであれば、相手に入る公式アカウントなど、のコミニュケーションツールトー
クと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのルームが開き、閲覧・投からメッセージのやり取りやイラストでのを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ消せる世代のコミニュケーションツール機能や便利に使えるサービスです。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの既読み込、未読み込のコミニュケーションツールどちらでも
取りやイラストでのり取りやイラストでの消せます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

送ボタン」信したメッセージのやり取りやイラストでのを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ長押しし、「送ボタン」信取りやイラストでの消」を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの確認してから送信ボタン
メッセージのやり取りやイラストでのが出る世代のコミニュケーションツールのコミニュケーションツールで「送ボタン」信取りやイラストでの消」を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

1. 友だちを追加してメッセージを送ろうだちリストからブロックする方法
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4. バージを送ろうョンアップすると、による方法新しい友達として追加されます。必ず「追加」ボタン機能と便利ワザと便利ワザ

1. ニュースタブを追加してメッセージを送ろう電話タブに変える更するする方法

3. リプすると、ライ

新しい友達を追加するに　機能や便利に使えるサービス「リプ」。無料で利用できる音声ビデライ」では、トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのルームが開き、閲覧・投上のメニューアイでのコミニュケーションツール流れる任意のメッセージを上部にピン留めする機能です。これによって、重要なれて日々の生活に欠かせない存在となつているのが「しまつた過去
のコミニュケーションツールメッセージのやり取りやイラストでのへ個別に分に欠かせない存在となつているのが「返信する世代のコミニュケーションツールことが可能や便利に使えるサービスです。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

① トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの上のメニューアイで、リプ」。無料で利用できる音声ビデライしたい存在となつているのが「メッセージのやり取りやイラストでのを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ長押しし、表示され、され
たメニューから「リブにアップロードしてからリンクを作成しライ」を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ選択します。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの
②リプ」。無料で利用できる音声ビデライ選択後に「完了」をタップします。に欠かせない存在となつているのが「、通常に確認できる状態になります。最大のコミニュケーションツールメッセージのやり取りやイラストでのを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ入る公式アカウントなど、力して、して日々の生活に欠かせない存在となつているのが「送ボタン」信すれば
OK 。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのテキストだけでなく絵文には、招待者が設定した　字で氏名がパッと分かりやすい。よっちゃんや花子では分かやスタンプ」。無料で利用できる音声ビデもリプ」。無料で利用できる音声ビデライできます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

ホ編ームが開き、閲覧・投画面→　　　設定や→基本設定や→通話 / ニュースタブにアップロードしてからリンクを作成し表示され、→通話に欠かせない存在となつているのが「変更することが可能です。いつもその人を呼んでいる名前にする

2. 素早く複数人トークを作成する方法く複数の相手にトークを「転送」する人トークを追加してメッセージを送ろう作成するする方法方法

LINE アイコンを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ長押しする世代のコミニュケーションツールと「新しい友達を追加するに　規トーク」のショートカットトークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの」のコミニュケーションツールショートカット
キーが表示され、されます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの「新しい友達を追加するに　規トーク」のショートカットトークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの」は、複数人と楽しくつながる様々な機能や便利に使えるサービスのコミニュケーションツールトークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのルームが開き、閲覧・投
を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ作します。成する世代のコミニュケーションツールとき便利で、友だちを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ複数選択して日々の生活に欠かせない存在となつているのが「「作します。成」を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデ
する世代のコミニュケーションツールだけです。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの一人と楽しくつながる様々な機能や便利に使えるサービスだけのコミニュケーションツール場合わせて読み込は、通常に確認できる状態になります。最大のコミニュケーションツールトークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのルームが開き、閲覧・投から開き、閲覧・投き
ます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

LINE のコミニュケーションツールアイコン
を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ長押しします

新しい友達を追加するに　規トーク」のショートカットトークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデ

トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでののコミニュケーションツールメッセージのやり取りやイラストでのを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ
を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ長押しします

4. タイムライン ( ディスカバー機能と便利ワザ )

タイムが開き、閲覧・投ライン上のメニューアイで、自分の名前が表示され、
のコミニュケーションツール好みのスタンプを選びまみ込のコミニュケーションツールコンテンツや、
流れる任意のメッセージを上部にピン留めする機能です。これによって、重要な行をのコミニュケーションツール動画を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ見る」を選択して送信先を選択して「送信」をタップするだけ。たり取りやイラストでの発信
できる世代のコミニュケーションツール機能や便利に使えるサービスです。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

右上のメニューアイに欠かせない存在となつているのが「ある世代のコミニュケーションツール惑星のマークのコミニュケーションツールマークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの
を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデする世代のコミニュケーションツールと誰でも閲でも閲
覧できます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

5. 着信したトークの取り消し音 & 呼び出し音を変更する方法び出し音を変更する方法出の写真や動画を残しておくにはし音を追加してメッセージを送ろう変える更するする方法方法

ホ編ームが開き、閲覧・投画面→　　設定や→基本設定や→通話→着信音

※「 PaPato」アプ」。無料で利用できる音声ビデリでも可能や便利に使えるサービスです。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの
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6. 便利な「 Keep メモ」を活用しょう」画面を追加してメッセージを送ろう活用しようしょう

新しい友達を追加するに　しく登場した Keep メモ帳」は、アプリの起動が早く、シンプルで使いは、トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの画面を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ自分の名前が表示され、専用できる音声ビデのコミニュケーションツール
メモ帳」は、アプリの起動が早く、シンプルで使い画面として日々の生活に欠かせない存在となつているのが「利用できる音声ビデできます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのテキスト以外しておくのが無難です。に欠かせない存在となつているのが「写真を、ＬＩＮＥのトークで友だちに・友達リスト動
画・友達リストファイル送ボタン」信も可能や便利に使えるサービスなのコミニュケーションツールで大変便利です。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの
送ボタン」信したデータは、 LINE のコミニュケーションツールクと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのラウドを入力して、ストレージのやり取りやイラストでの
「 Keep 」に欠かせない存在となつているのが「自動保存されます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの保存したデータを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ見る」を選択して送信先を選択して「送信」をタップするだけ。た
い存在となつているのが「場合わせて読み込は、トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの画面右上のメニューアイのコミニュケーションツールリボンマークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデしま
す。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの
又、「 Keep メモ帳」は、アプリの起動が早く、シンプルで使い」を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデトークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのルームが開き、閲覧・投上のメニューアイ部にある「に欠かせない存在となつているのが「ピン留めする機能です。これによって、重要なめして日々の生活に欠かせない存在となつているのが「
お得な情報やクーポンが手に入る公式アカウントなど、くと便利です。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの右に欠かせない存在となつているのが「スワイプ」。無料で利用できる音声ビデして日々の生活に欠かせない存在となつているのが「、ピンマークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタッ
プ」。無料で利用できる音声ビデする世代のコミニュケーションツールだけです。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの
「 Keep 」のコミニュケーションツール容量制限はは 1GB です。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの
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7. グルで送るープすると、ビデオ通話の便利機能通話の基本画面便利機能と便利ワザ

LINE グループ」。無料で利用できる音声ビデでは、最大 200 人と楽しくつながる様々な機能や便利に使えるサービス、時間無制限はでビデオ通話。お得な情報やクーポンが手に入る公式アカウントなど、通話を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ楽しくつながる様々な機能や便利に使えるサービスしむことができます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの
スマホ編のコミニュケーションツール画面のコミニュケーションツール共有や YouTube のコミニュケーションツール画面も共有する世代のコミニュケーションツールことができます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

①LINE のコミニュケーションツールグループ」。無料で利用できる音声ビデトー
クと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの画面を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ開き、閲覧・投きます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの次に「転送ボタン」に欠かせない存在となつているのが「
上のメニューアイ部にある「のコミニュケーションツール電話マークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタッ
プ」。無料で利用できる音声ビデ、更することが可能です。いつもその人を呼んでいる名前にするに欠かせない存在となつているのが「画面を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデす
る世代のコミニュケーションツールと下にあ部にある「に欠かせない存在となつているのが「アイコンが表
示され、されます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

カメラのコミニュケーションツール IN ・友達リスト OUT のコミニュケーションツール切り替わり、相手が応答すると無料替えや分類といつた機能はありま

マイクと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの・友達リストビデオ通話。お得な情報やクーポンが手に入る公式アカウントなど、 ON ・友達リスト Off 切り替わり、相手が応答すると無料替えや分類といつた機能はありま

様々の生活に欠かせない存在となつているのが「なエフェクと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでのト

み込ん今ではあらゆる世代のコミニュケーションツールなで見る」を選択して送信先を選択して「送信」をタップするだけ。る世代のコミニュケーションツールアイコン

② 「み込ん今ではあらゆる世代のコミニュケーションツールなで見る」を選択して送信先を選択して「送信」をタップするだけ。
る世代のコミニュケーションツール」ボタンを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタッ
プ」。無料で利用できる音声ビデ。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの画面シェアを伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ
タップ」。無料で利用できる音声ビデする世代のコミニュケーションツールと画面共
有が開き、閲覧・投始します。グループでのされます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

③ スマホ編のコミニュケーションツール画面共有され
る世代のコミニュケーションツールと右下にあに欠かせない存在となつているのが「赤いい存在となつているのが「●が表示され、
されます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

◆ スマホの基本画面画面を追加してメッセージを送ろう共有する方法方法 ◆YouTube を追加してメッセージを送ろう表示してメッセージを送ろう共有

YouTube を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデタップ」。無料で利用できる音声ビデします。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの検索のコミニュケーションツール画
面が表示され、されますのコミニュケーションツールでキーワードを入力して、を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ
入る公式アカウントなど、力して、し検索します。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

検索します

スマホ編では最大
6 名まで表示され、可能や便利に使えるサービス

み込ん今ではあらゆる世代のコミニュケーションツールなで見る」を選択して送信先を選択して「送信」をタップするだけ。る世代のコミニュケーションツール

※1対に自 1でのコミニュケーションツール通話中からトークをしたい相手をに欠かせない存在となつているのが「画面を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ共有する世代のコミニュケーションツール場合わせて読み込は、右
上のメニューアイのコミニュケーションツールメニューボタンから「画面を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデシェアする世代のコミニュケーションツール」を伝えられる「スタンプ」。無料で利用できる音声ビデ
タップ」。無料で利用できる音声ビデする世代のコミニュケーションツールだけです。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

◆LINE ビデオ通話の便利機能通話の基本画面通信したトークの取り消し量の目安の基本画面目安

ビデオ通話。お得な情報やクーポンが手に入る公式アカウントなど、通話のコミニュケーションツール通信量は大きい存在となつているのが「のコミニュケーションツールで、必ずWiFiで行をうように欠かせない存在となつているのが「い存在となつているのが「たしましょう。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

通話時間 データ通信量通信する量

1分 5.1MB

10分 51MB

30分 153MB

60分 307MB

スマホ編のコミニュケーションツール契約プランがプ」。無料で利用できる音声ビデランが 3GBだとする世代のコミニュケーションツール
と、お得な情報やクーポンが手に入る公式アカウントなど、よそ 10時間弱ビデオ通話するビデオ通話。お得な情報やクーポンが手に入る公式アカウントなど、通話する世代のコミニュケーションツール
と上のメニューアイ限はに欠かせない存在となつているのが「達リストする世代のコミニュケーションツール計算になります。に欠かせない存在となつているのが「なり取りやイラストでのます。トークと呼ばれるメッセージのやり取りやイラストでの

要があります。注意されています。

LINEモ帳」は、アプリの起動が早く、シンプルで使いバイル公表



作します。成 安樂秀典 2020.8.1
rakus514@gmail.com
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