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「LINE」について 

 
コミュニケーションアプリ LINE（ライン）（以下、LINE と略します）を、「伝の心」Windows 操作機能「LINE」にてご利用の際

は、本手順書を、ご一読くださいますようお願い申し上げます。なお、本手順書に記載の各種作業は、介護者またはサ

ポートの方が行ってください。 

 

（注1） 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

（注2） 本書に記載の画像は一例ですので、実際の画面と異なる場合があります。 

 

ダウンロード 

 

(1) まず、「伝の心」のデスクトップの「コミュニケーションアプリ LINE（ライン」アイコンのダブルクリックしてください。 

 
(2) 下記のようなダウンロードサイトが表示されたら、Windows 版をダウンロードボタンをクリックしてください。 

 
  

ダブルクリック 

クリック 

下記のアイコンからダウンロードしないでください。 

 
「伝の心」の「LINE」機能では使えません。 
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(3) 画面下部に「・・・LineInst.exe を実行または保存しますか？」と云うような表示がされますので、保存ボタンをクリック

してください。ダウンロードが始まります。 

 
 

(4) ダウンロードが終了すると画面下部の表示が下記のように変更されるので、フォルダーを開くボタンをクリックします。 

 
(5) ダウンロードフォルダーが表示されます。引き続いて 3 ページの「インストール」に進みます。 

 

  

保存クリック 

クリック 
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インストール 

「伝の心」Windows 操作機能にて「LINE」機能をご利用の際は、下記手順にてインストールしてください。 

 

(1) ダウンロードフォルダーの「LineInst」をマウスでダブルクリックします。 

 
 

(2) 下記画面が表示されますので、言語を選択し、OK ボタンをクリックします。 

 
 

(3) インストーラが起動するので、次へ(N)ボタンをクリックします。 

 
 

  

ダブルクリック 

OK 

次へ 
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(4) 下記画面が表示されるので、利用規約を確認し、同意する（A）ボタンをクリックします。 

 
(5) 下記画面が表示されインストールが開始されますので、しばらく待ちます。 

 
(6) 下記画面が表示されたら、インストール完了です。閉じる(C)ボタンをクリックします。 

 
(7) 次に 5 ページの「アカウントの新規作成について」に進んでください。 

同意する 

閉じる 
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アカウントの新規作成について 

●既に持っている LINEのアカウントを使用する 

 

スマホ版で利用しているアカウントをスマホ版と同期して使用する場合は、アカウントを作成する必要はありません。 

また、既に PC 版のアカウントをお持ちで（別の「伝の心」でアカウントを作成している場合も含まれます）それを継続し使

用する場合も、アカウントを作成する必要はありません。 

11 ページの「ログイン方法」に進んでください。 

 

※スマホ版で利用している電話番号やメールアドレスでアカウントを作成すると、いわゆる自分による LINE アカウントの

“乗っ取り”状態となり、現在使っている LINE の情報（友だちやトーク、スタンプなど）がすべて削除されてしまいます。

ご注意ください。 

※既に PC 版でアカウントを作成して利用している場合、PC 版の電話番号でアカウントを新規作成する場合もスマホ

版と同様、現在使っている LINE の情報（友だちやトーク、スタンプなど）がすべて削除されてしまいます。ご注意くださ

い。 

※PC 版で利用している電話番号やメールアドレスでログインすると、別の PC でログインしている場合は、別の PC の方

の LINE が自動的にログオフされます。（2 台の PC 間では、同じアカウントで同期はできません。） 

 

●新しく LINEのアカウントを作成する 

 

電話番号(固定電話も可能)でアカウントを作成します。「伝の心」Windows 操作機能にて「LINE」機能をご利用の際

は、下記手順にて設定してください。 

 

(1) デスクトップの LINE アイコンより LINE を起動したら、最下部の新規登録をクリックします。 

（インストールに引き続いて作成する場合は、LINE は既に起動済みです。） 

 
 

  

Line 

新規登録 

http://help.line.me/line/android/categoryId/20000012/3/pc?lang=ja
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(2) 下記のような画面が表示されるので、アカウントの作成に使う電話番号を入力し、次へをクリックします。 

スマホはもちろん、SMSの受信または通話ができるなら、旧来の携帯電話（フィーチャーフォン）や自宅などの固定電

話の番号でも登録に支障ありません。 

 
(3) 通常は、端末に LINE から SMS で 4 桁の認証番号が届きます。 

（フィーチャーフォンの場合は、SNS が 2通に分かれて届く場合もあります。） 

SMS で届いた 4桁の認証番号を入力し、(6)に進みます。 

 

次へ 

XXX-XXXX-XXXX 
電話番号を入力 

XXXX 

4 桁の認証番号を入力 
XXXX 

携帯電話の SMS の画面 

※本画面は一例です 
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(4) SMS が使えない固定電話などの場合は「通話による認証」をクリックしてください。続いて確認をクリックします。 

 
(5) しばらくすると(2)で入力した電話番号宛てに着信があり、「こちらは LINE です。認証番号は XXXX です」というアナ

ウンスが流れます。（アナウンスは何度か流れますが、聞き取れたら受話器を置いて構いません。） 

アナウンスで流れた 4 桁の認証番号を入力します。 

 
  

通話による認証 

確認をクリックすると 

入力した電話番号に着信します。 

XXXX 

認証番号は

XXXX です 
4 桁の認証番号を入力 
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(6) 認証番号を入力したら、次へをクリックします。 

 
(7) パスワードを 2箇所に半角英数字で設定し、次へをクリックします。 

 
  

XXXX 

次へ 

次へ 

パスワード入力 

ここで設定したパスワードは、後で

メールアドレスも登録してアカウント

をスマホ版 LINE と同期（併用）し

て使いたいという場合に、同じもの

が流用されます。 

（※後で再設定も可能ですが、忘

れないようにしましょう。） 
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(8) 「友だちへの追加を許可」のチェック✓をクリックします。 

確認画面が表示されるのでオフをクリックしてチェック✓を外します。 

 
(9) 名前を入力し、完了をクリックします。 

 
  

「友だちへの追加を許可」にチェックが入っていると、

アカウント作成に利用した電話番号をアドレス帳に

登録している LINE ユーザーに、あなたが自動で友

だちとして追加されます。自宅の電話番号を登録

に使っている場合などは、オフにしておくほうが無難

です。 

クリック 「オフ」をクリック 

※写真（画像）は後で設定・変更することが

可能です。 

※登録された名前はと写真（画像）は、他

の LINE ユーザーに公開されます。 

（名前も後で変更可能です。） 

 

18 ページの「●基本設定（PC 版 LINE の

設定）」を参照ください。 

名前の入力 

完了 

日立 太郎 
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(10) メールアドレスの登録画面は、ここではスキップをクリックします。 

確認画面が表示されるので、確認をクリックしてください。 

 
(11) 以下のような画面が表示され、LINE アカウントの新規登録は完了です。 

引き続き、18 ページの「LINE の設定（必ずお読みください）」に進んでください。 

 
 

※メールアドレスは後で設定・変更することが可能で

す。 

 

メールアドレスを登録すると、このメールアドレスと先

ほど設定したパスワードを使ってスマホ版 LINE への

ログインが可能になります。つまり、スマホ版 LINE で

も同じアカウントで使えるようになります。 

スキップ 確認 
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ログイン方法 

PC 版 LINE からログアウトした状態から、再び LINE にログインして利用する手順です。スマホ版 LINE と同期する場

合と、PC 版 LINE でアカウントを登録した場合とではログイン方法が多少異なります。 

スマホ版 LINE でアカウントを登録した場合は下の「●スマホ版 LINE のアカウントと同期して使用する場合（メールア

ドレスでログイン）」をお読みください。 

PC版 LINEでアカウントを登録した場合は 15 ページの「●PC版 LINE でアカウント登録した場合（電話番号でログ

イン）」をお読みください。 

 

●スマホ版 LINEのアカウントと同期して使用する場合（メールアドレスでログイン） 

 

(1) デスクトップの LINE アイコンより LINE を起動したら、スマホ版の LINE の設定からアカウント情報を確認して、メール

アドレスとパスワードを入力します。 

自動ログインは必ずチェック✓を入れてください。 

 
(2) ログインをクリックすれば LINE を使えます。 

 

メールアドレスとパスワードを入力 

※スマホ版と同期する場合は、

電話番号ログインは使用でき

ません。 

チェックを入れる 

※スマホ版の[設定＞アカウント＞ログイン

の許可]にチェックを入れていないとログイ

ンできません。ご注意ください。 

 

 ログイン 
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(3) ただし、初回のログイン時は本人確認を求められます。 

画面に認証番号が表示されるので、スマホアプリ版を起動しましょう。 

 
(4) 本人確認画面が表示されるので、認証番号を入力して「本人確認」をタップすれば PC 版の本人確認が完了し、

ログインできます。 

 
  

スマホの LINE の画面 

4 桁の認証番号 

XXXX 

本人確認 

4 桁の認証番号を入力 

XXXX 

確認 をタップ 
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(5) 初回のログイン時は Letter Sealing の確認も行います。 

LINE の画面左上のトークアイコンをクリックし、トークリストの誰でも良いのでクリックます。 

 
(6) スマホ版で Letter Sealing の設定を行っている場合は、トークの投稿画面に、次のメッセージが表示されます。 

本人確認をクリックしてください。 

 

表示されない場合は特に何もしなくて大丈夫です。18 ページの「LINE の設定（必ずお読みください）」に進んでくだ

さい。 

 
  

トーク 
※スマホ版の LINE で Letter 

Sealing 機能を有効にしてい

る場合は必ず行ってください。 

くるま好き 

ラーメン大好き 

任意のトーク相手 

クリック 投稿画面 表示 

クリック 
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(7) 本人確認をクリックすると、6 桁の認証番号が表示されるので、スマホアプリ版を起動しましょう。 

 
(8) 本人確認画面が表示されるので、6 桁の認証番号を入力して OK をタップすれば PC 版の本人確認が完了し、

PC 版の Letter Sealing の設定が完了します。 

 
(9) 引き続き、18 ページの「LINE の設定（必ずお読みください）」に進んでください。 

 

  

XXXXXX 

スマホの LINE の画面 

6 桁の認証番号 

OK  

XXXXXX 

確認 をタップ 

6 桁の認証番号を入力 
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●PC版 LINEでアカウント登録した場合（電話番号でログイン） 

 

(1) デスクトップの LINE アイコンより LINE を起動したら、まず「電話番号ログイン」をクリックします。 

※PC 版 LINE で登録したアカウントのみが、電話番号でログインできます。ご注意ください。 

 
(2) 自動ログインは必ずチェック✓を入れてください。 

設定した電話番号とパスワードを入力し、ログインをクリックすれば LINE を使えます。 

 
  

クリック 

電話番号とパスワードを入力 

チェックを入れる 

ログイン 

XXX-XXXX-XXXX 
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(3) ただし、初回のログイン時は本人確認を求められます。 

通常は、端末に LINE から SMS で 4 桁の認証番号が届きます。 

（フィーチャーフォンの場合は、SNS が 2通に分かれて届く場合もあります。） 

SMS で届いた 4桁の認証番号を入力し、(6)に進みます。 

 
(4) SMS が使えない固定電話などの場合は「通話による認証」をクリックしてください。続いて OK を選択します。 

 
  

XXXX 

XXXX 
4 桁の認証番号を入力 

携帯電話の SMS の画面 

※本画面は一例です 

通話による認証 OK をクリックすると 

入力した電話番号に着信します。 
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(5) しばらくすると(2)で入力した電話番号宛てに着信があり、「こちらは LINE です。認証番号は XXXX です」というアナ

ウンスが流れます。（アナウンスは何度か流れますが、聞き取れたら受話器を置いて構いません。） 

アナウンスで流れた 4 桁の認証番号を入力します。 

 
(6) 認証番号を入力したら、次へをクリックします。本人確認が完了し、ログインできます。 

 
(7) 引き続き、18 ページの「LINE の設定（必ずお読みください）」に進んでください。 

 

 

XXXX 

認証番号は

XXXX です 

4 桁の認証番号を入力 

次へ 

XXXX 
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LINE の設定（必ずお読みください） 

「伝の心」で LINE を使用する上で、快適に使用するヒントを幾つかご紹介します。 

 

●基本設定（PC版 LINEの設定） 

 

(1) LINE の画面左下・・・ボタンをクリックするとメニューが表示されるので、「設定」をクリックします。 

 
(2) 設定画面が表示されるので、基本設定をクリックします。 

■ログインの設定： アカウント作成時やログイン時に、設定を間違えた場合は、ここで変更できます。 

■画面サイズ：   変更すると、「伝の心」からは使いづらいので、変更しないでください。 

■名前：       [名前]の横の[鉛筆]アイコンをクリックして変更可能です。 

■写真（画像）：  プロフィール画像右下の[カメラ]アイコンをクリックして変更可能です。 

 
  

設定 

・・・クリック 

ログインの設定変更できます 

画面サイズは変更しないでください 

名前の変更 

写真（画像）の変更 
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●通知（PC版 LINEの設定） 

 

(1) 18 ページの「●基本設定（PC 版 LINE の設定）」と同様にして、設定画面を表示します。 

(2) 設定画面で、通知をクリックします。 

この設定で「伝の心」の操作に影響はありませんが、メッセージ受信などの通知を、音でお知らせする設定となってい

ますので、静かな環境でお使いになりたい場合は、「サウンド」の通知のチェック✓を外すなどの設定を行ってください。 

 
 
  

通知方法を確認してください 

通知サウンド変更できます 
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●トーク（PC版 LINEの設定） 

 

(1) 18 ページの「●基本設定（PC 版 LINE の設定）」と同様にして、設定画面を表示します。 

(2) 設定画面で、トークをクリックします。 

■サイズ：   トークルームのメッセージ文字の大きさは、「特大」で使用すると見やすいです。 

 
■送信方法： 「伝の心」の LINE 機能で使用する場合は、「Enter」から変更しないください。 

 
■トーク管理： 全てのトークの背景を変更できます。 

＜例＞下記は背景を白から黒に変更した例です。 

 

「特大」がお勧めです 

変更しないでください 

背景を選択 
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下記に背景が白から黒に変更したトークルームの一例を表示します。 

 
 

  

黒をクリック 

適用する 

黒をクリック 

適用する 
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●友だち追加 

 

友だちリストに友だちを追加するには、下記の手順で行います。 

 

(1) ［友だち追加］（人型のアイコンに＋のマーク）をクリックします。 

(2) 検索欄に、友だちに追加したい相手の LINE ID を入力したあと、［enter］キーを押下します。 

(3) 追加ボタンをクリックすると［友だち］に追加できます。 

 
(4) 友だちに追加したい相手には、LINE ID と、ID による友だち追加を許可の設定を、事前に行ってもらってください。 

 
  

XXXX 

日立 花子 

LINE ID 入力 

追加 

クリック 

XXXX 

設定してください 

友だちに追加したい相手の

LINE プロフィール画面 
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(5) 新しく友だちに追加した相手とは、まだトークルームが作られていませんので、まず、［友だち］（人型のアイコン）をクリ

ックして、友だちリストを表示します。 

(6) 友だちリストから相手をクリックし、トークボタンをクリックします。 

 
(7) トークの投稿画面が表示されて、トークが可能になります。 

 
 

  

クリック 

日立 花子 

クリック 

クリック 

(1) 

 

投稿画面表示 

(1) 
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●その他の設定やよくある質問 

 

LINE の使い方の詳細は、下記サイトに記載されていますので、ご参照ください。 

 

ヘルプセンター  LINE  

https://help.line.me/line/win/pc?lang=ja 

 

 

https://help.line.me/line/win/pc?lang=ja

