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入門かんたん

ライン

 まったく
　  初めての人の
ビギナー本

大きな字だから
スグ分かる！



　スマホでのコミュニケーションをより便利にしてくれる
「LINE」は、多くの利用者を擁する定番アプリです。「入門」
の名の付く本書は、そんな LINEを初めて使う方々のために
作られました。
　基本的な機能を使いこなすための説明はもちろん、不安を
感じる人も多いセキュリティに関する設定も丁寧な解説を心
がけています。快適かつ安全に LINEを利用するため、本書
がそのお役に立てば幸いです。

東　弘子

◆ はじめに ◆

・本書中に登場する会社名や商品名は一般に各社の商標または登録商標です。
・操作の結果生じたいかなる障害においても、株式会社 マイナビ出版は責任を負いかねます。あらかじめご了承

ください。

・本書のサポートサイト

  本書の追加・修正情報を提供しています。
  https://book.mynavi.jp/supportsite/detail/9784839959746.html

本書のご利用にあたっては次の点にご注意ください。

・ 本書の内容は、2016年5月現在のものです。LINEのサービスは頻繁に変わりますので、実際に試されると
書籍と手順が異なったり、サービスそのものが終了していることがあります。

・ 本書は、2015年秋発売のiPhone 6s／iPhone 6 Plus（iOS 9）、およびSoftBank XPERIA X（Android 
6.0）、ドコモ らくらくスマートフォン3（Android 4.4）での説明を行っています。

・ 上記以外での機種での動作は確認しておりません。また書籍発刊後に発売・提供される機種およびOS新
バージョンの動作とは異なることがあります。



「タップ  　    」は画面を指で1回叩く操作です。

「ダブルタップ　　  」は指で2回叩く操作です。

「ドラッグ　　  」はアイコンなどの画面の1点を指で押さえ続けながら移動させる
操作です。

「長押し　　  」は画面の1点を指で押さえ続ける操作です。

「プレス　　  」は画面上のボタンを押す操作です（らくらくスマートフォンのみ）。

「スワイプ　　  」は画面をスーッと掃くように指でなぞる操作です。

「フリック　　  」は画面をシュッ！と弾くように指ではらう操作です。

「ピンチアウト　　  」は2本の指（親指と人差し指）を画面に押し当て、外側に
広げる操作です。

解説文の操作について

t1

スワイプ ピンチイン 4本指で
つかむ

ピンチアウト 押したままフリック

◆タッチパネルの操作（本文用）

タップ ダブルタップ ドラッグ

スワイプ ピンチイン 4本指で
つかむ

ピンチアウト 押したままフリック

◆タッチパネルの操作（本文用）

タップ ダブルタップ ドラッグ

スワイプ ピンチイン 4本指で
つかむ

ピンチアウト 押したままフリック

◆タッチパネルの操作（本文用）

タップ ダブルタップ ドラッグ

スワイプ ピンチイン 4本指で
つかむ

ピンチアウト 押したままフリック

◆タッチパネルの操作（本文用）

タップ ダブルタップ ドラッグ

プレス

スワイプ ピンチイン 4本指で
つかむ

ピンチアウト 押したままフリック

◆タッチパネルの操作（本文用）

タップ ダブルタップ ドラッグ

スワイプ ピンチイン 4本指で
つかむ

ピンチアウト 押したままフリック

◆タッチパネルの操作（本文用）

タップ ダブルタップ ドラッグ

スワイプ ピンチイン 4本指で
つかむ

ピンチアウト 押したままフリック

◆タッチパネルの操作（本文用）

タップ ダブルタップ ドラッグ
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LINEではどんなことができる?
テレビなどで目にする機会も多い LINE（ライン）とは、

いったいどのようなものなのでしょうか？　
まずはその魅力、主な使い方を見てみましょう。

楽しく便利なコミュニケーションの道具として役立つ機能がたくさんあります。

s3

文字でのおしゃべりが楽しめる！

LINEの定番の使い方と言えば、文字で会話を楽しむ「トーク」機能です。会話を盛り
上げる「スタンプ」や大勢でやり取りできる「グループトーク」など、便利な機能が付
いています。

LINEの特徴でもあるスタ
ンプを使って、感情豊かな
やり取りが簡単にできま
す。

スタンプで
感情を表現！

グループトークを使うと大人数での
トークもできます。気の合う仲間で
のおしゃべり、サークルの連絡事項
の送信など使い道はいろいろ！

大人数にも対応

文字だけでなく、写真や動
画を送り合うこともできま
す。

写真や
動画もOK

z3 t3s3
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音声通話とビデオ通話が無料でできる

LINEを使っている同士であれば、音声はもちろん、ビデオ通話も無料で利用できます。
スマートフォンの通話料金を押さえつつ、通話を楽しめる人気の機能です。

写真の共有や近況報告に便利な機能などもある

写真の共有に便利な「アルバム機能」や、自身の近況を知らせたり友だちの近況を知る
のに便利な「タイムライン」機能など、スマートフォンを使ったコミュニケーションを
より楽しめる機能があります。LINEの利用に慣れてきたらぜひ使ってみましょう。

アルバムを使うと、
トークの相手と簡
単に写真を共有で
き ま す。1 対 1 は
もちろん、グルー
プのアルバムも作
成でき、家族やサー
クルなど大勢で写
真を楽しむのにも
便利です。

アルバム機能を
使おう

インターネットを使って電話するので通話
料は無料。インターネットの通信代はかか
るので、パケットが定額になるプランを選
ぶのがおすすめ。自宅などのW

ワイファイ

i-Fiを使
うこともできます。

通話無料の仕組み

LINEの無料通話は、携帯電話や固定電話
には利用できません。LINEアプリを使っ
ているスマートフォン、タブレット、パソ
コン（一部機種を除く／マイクとスピー
カーが必要）で使えます。

LINEユーザー同士が
基本

タイムラインは、
LINEの友だち同士
で近況を知らせ合
うのに便利な機能
です。自分が投稿
するのはもちろん、
友だちの投稿を見
るだけでも楽しめ
ます。

タイムラインで
近況確認

3G/LTE

無線LANルーター/
アクセスポイント

インターネット

電話回線基地局

9



i
アイフォーン

Phoneは、A
ア ッ プ ル

pple社が製造
しているスマートフォンで
す。

iPhoneの画面

国内メーカーのスマートフォ
ンの多くが A

ア ン ド ロ イ ド

ndroid端末で
す。メーカーによって画面に
違いがあります。

Androidの画面

ドコモの「らくらくホン」シ
リーズのスマートフォン。シ
ンプルな機能で操作がしやす
くなっています。

らくらくスマートフォンの画面

スマートフォンの
基本操作を覚えよう
まずはじめに、LINEを利用できるスマートフォンの種類、

基本的な操作の仕方をチェックしておきましょう。

s2

本誌で説明するスマートフォンは3種類ある

本誌では iPhone（アイフォーン）、Android（アンドロイド）、らくらくスマートフォ
ンの 3種類で、LINEの使い方を解説します。操作の仕方が違う部分はそれぞれに説明
を設けていますので、自身が利用しているスマートフォンに合わせてチェックしてくだ
さい。
まずは以下のメインの画面を見て、使っているスマートフォンの種類を確認しておきま
しょう。

10



画面に触れる操作の基本
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タップとダブルタップ

指先で画面を軽く叩くように“ト
ン”と触れることを「タップ」

スワイプ ピンチイン 4本指で
つかむ

ピンチアウト 押したままフリック

◆タッチパネルの操作（本文用）

タップ ダブルタップ ドラッグ

と言います。ボタンを押すな
ど、利用する機会の多い操作です。
また、素早く 2回タップするこ
とは「ダブルタップ」

スワイプ ピンチイン 4本指で
つかむ

ピンチアウト 押したままフリック

◆タッチパネルの操作（本文用）

タップ ダブルタップ ドラッグ

と言い
ます。

長押し（ロングタッチ）

画面にタッチし続けることを「長
押し（ロングタッチ）」

スワイプ ピンチイン 4本指で
つかむ

ピンチアウト 押したままフリック

◆タッチパネルの操作（本文用）

タップ ダブルタップ ドラッグ

と言い
ます。

らくらくスマートフォンはプレス

Co lumn

らくらくスマートフォンでは、画面上のボ
タンを押す操作を「プレス」

プレス

と言います。
ボタンに触れて色が変わったら、ボタンを押
し込むように少し力を入れましょう。その他
のスマートフォンのタップのように画面に触
れただけではボタンを押せないので注意しま
しょう。

軽く叩く

タッチし続ける

タッチしてボタ
ンの色が変わっ
たら、押し込む
ように押す
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仕事できちんとWebを扱えるように
なりたい人のための新・定番書
そもそもWebサイトって何? というあなたでも、インターネッ
トの基礎からHTMLとCSSの基本や使いこなしを学び、
総まとめとしてシンプルなコーポレートサイトを制作できま
す。環境構築もていねいに説明しました。Web関連の企
業に内定が決まった学生や、Web関係の部署に異動にな
った社会人など、必要に迫られて一通りきちんと学びたい
人のための新・定番書です。ダウンロードできるサンプル
データで実際に作りながら学べます。

HTML5&CSS3
マスターブック

マイナビ出版
デジカル/HONTENTS（著） 
248 ページ
価格：2,138 円（PDF）

HTML
/CSS

ここで学ぶことは何なのか、
どのような用途があるのかを
イメージしよう

デザイン性・機能性に優れた
Webサイトが作れるようになる!
人気のWordPress入門書 第2版です。前回の書籍と同
様、セミナー経験の豊富な著者陣が、実践的なノウハウを
織り交ぜつつ丁寧に解説しています。WordPressの最
新バージョンに対応した手順をすべて画面付きで解説して
いるので、Webサイトをはじめて作る人でも安心して読み
進められます。HTML、CSS、PHPなどの知識がなくても、
パソコン・スマートフォン両方の表示に対応した本格的な
Webサイトを作れることでしょう。

いちばんやさしい
WordPressの教本 
人気講師が教える
本格Webサイトの作り方 
第 2 版 WordPress 4.x 対応

インプレス
石川栄和・大串肇・星野邦敏（著者）
256 ページ
価格：1,663 円（PDF）

CMS

操作の手順は、大きな画面で

ひとつひとつのステップを

丁寧に解説!

実際のセミナーや講義を元にしたやりとりによって、理解を深められる

コードや実際のWebページを

参照しながら学習できる!



4コママンガを交えて
Webサイト制作を解説!
Web

デザイン

UIデザインの原則と
心理学上の根拠がわかる

Web
デザイン

問題は設計にあり!?
UX視点のデザインプロセス

Web
デザイン

写真で顧客の心をつかむ!
Instagramの宣伝ノウハウ

ソーシャル
メディア

絶対に挫折しない
コンテンツマーケティング
Web

マーケティング

WordPress4で迷わず
Webサイトができあがる!
Web

デザイン

わかばちゃんと学ぶ
Webサイト制作の基本

4コママンガを交えて、ユーモアたっぷりにWeb
サイト製作の基本を初心者向けにわかりやすく解
説しています。企画の段階から、HTMLやCSS
の基本、JavaScriptやPHPの概要、Webサイト
の公開・運営に触れています。

シーアンドアール研究所
湊川あい（著者）

価格：2,138 円（PDF・EPUB）

UIデザインの心理学
わかりやすさ・使いやすさの法則

UIデザインコンサルタントによるデザイン原則の
科学。「物事を認識するときにどのようなバイアス
がかかるか」「物事をどのように見分けてとらえる
か」など、UIデザイン原則と心理学上の根拠がわ
かります。

インプレス
JeffJohnson（著者）、武舎広幸・武舎るみ（翻訳）

288 ページ　価格：3,456 円（PDF）

デザイニング
Webアクセシビリティ

この書籍に書かれている内容は、良質なユーザー
体験を生むためのノウハウです。普通に戦略・要
件策定→情報設計→ビジュアルデザイン→実装・
コーディングを行えば、達成基準を満たせること
が理解できるでしょう。

ボーンデジタル
太田良典・伊原力也（著者）

296 ページ　価格：2,700 円（PDF・EPUB）

できる100 の新法則
 Instagramマーケティング

1枚の写真で顧客の心を引き寄せる手法を現役
ソーシャルメディアマーケターが解説。企業が
Instagramでマーケティング、ブランディングを行
い、成果を出すために必要なすべてのノウハウを
収録しています。

インプレス　株式会社オプト・山田智恵・小川由衣・石井リナ（著者）、
できるシリーズ編集部（編集）　240 ページ　価格：1,944 円（PDF）

いちばんやさしい
コンテンツマーケティングの教本 

人気講師が教える宣伝せずに売れる仕組み作り
業界の第一人者が「絶対に挫折しない」をコンセ
プトにコンテンツマーケティングを詳しく解説。商
品の売り込みに限界を感じている人、マーケティ
ングの概念だけでなく実践に本気で取り組みたい
人などにオススメです。

インプレス　宗像淳・亀山將（著者）
200 ページ　価格：1,814 円（PDF）

はじめの一歩！ 
サクサクわかるWordPress 4.x 対応
WordPress4.x（2016年10月最新版）を使って、
ホームページの作り方をていねいに教える本。こ
れまでWordPressを使ったことがない方、HTML
やCSSの知識がない方にとっても分かりやすいよ
う、図解中心で解説します。

マイナビ出版　茂木葉子・天野裕子・遠藤岳史（著者）
256 ページ　価格：1,814 円（PDF）
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マンガと解説のセットで
Webマーケティングを理解

Web
マーケティング

種類の多いWeb広告を
上手に運用するための本

ビジネス視点から
UXの価値を探る!

Web
マーケティング

すぐに役立つ実践的な
グロースハックの手法!
Web

マーケティング

Webマーケティングを
ビジネスに取り入れよう!
Web

マーケティング

タグを効率よく管理して
Webマーケの労力を最小化

Web
マーケティング

マンガでわかる
Webマーケティング 改訂版 
Webマーケッター瞳の挑戦!

マンガとストーリーに沿った丁寧な説明で、Web
マーケティングの本質をわかりやすく解説していま
す。この改訂版では最新のデジタルマーケティン
グに対応し、現場で役立つノウハウをさらに盛り
込みました。

インプレス　村上佳代（著者）、ソウ（イラスト）、
星井博文（原作者・原案）　296 ページ　価格：1,944 円（PDF）

基礎から学ぶ
Web広告の成功法則

本書はWeb広告の上手な使い方を解説する本で
す。特にユーザーをどのようにして動かすのか、
という視点を持つことで、Web広告の種類の多さ
や、新しい技術に惑わされず、長く使える広告運
用のスキルが身に着きます。

マイナビ出版　本間和城（著者）
232ページ　価格：2,462 円（PDF）

UX × Biz Book
顧客志向のビジネス・アプローチとしてのUXデザイン

ビジネスの場面で「顧客とのエンゲージメント」
の重要性が増している中、UXアプローチは不可
欠です。本書はさまざまな現場で活躍する執筆陣
が、複合的な視点で UXおよびUXDのビジネス価
値を分かりやすく解説します。

マイナビ出版　明海 司・井登 友一・奥谷 孝司・川田 学・
坂本 貴史・橘 守・田平 博嗣・塚本 洋・萩谷 衞厚・原 裕（著者）

240 ページ　価格：3,024 円（PDF）

いちばんやさしいグロースハックの教本
人気講師が教える

急成長マーケティング戦略
注目の成長戦略「グロースハック」の実践が学べ
ます。業界の第一人者が自社製品を育てた経験を
もとに、すぐに役立つ手法やフレームワークを解
説。製品やサービスを最短で収益化して成長に導
くノウハウが満載です。

インプレス　金山裕樹・梶谷健人（著者）
176 ページ　価格：1,728 円（EPUB）

いまさら聞けない
Webマーケティング 

初歩から学べる集客のセオリー
近ごろはさまざまなマーケティング手法が登場して
います。本書はそうしたトレンドを押さえつつ「マー
ケティング戦略を基本から学びたい」「Webマー
ケティングを実践に活かしたい」と考えている方
に向けた一冊です。

マイナビ出版　佐藤和明（著者）
272ページ　価格：2,138 円（PDF）

デジタルマーケターとWeb担当者のための
Google＆Yahoo!タグマネージャー

の教科書
「Googleタグマネージャー」と「Yahoo!タグマネー
ジャー」について、設定や運用の実際、さらに効
果測定や運用のTipsまでを詳しく解説。本書を読
んでタグによる効果を最大化し、そのための労力
を最小化しましょう。

マイナビ出版　海老澤澄夫（著者）、ウェブ解析士協会（監修）
304 ページ　価格：2,894 円（PDF）
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