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基本操作

用語の説明

カーソル
文字を入力するときや、表示の中から選ばれている項目に表示される目印です。

アプリ
「アプリケーション」の略です。用途に応じて新しいアプリを追加すると便利です。

ウィジェット
待受画面に表示できる小型アプリです。

アップロード
情報や画像などをインターネット上の格納場所へ送信することです。

ダウンロード
情報や画像などをインターネットからMARVERAに保存します。

アイコン
●や● ●のような小さな絵のことです。

メールの着信などをお知らせするものや、アプリを起動するものがあります。

SMS
「ショートメッセージサービス」の略で、Ｃメールのことです。

SNS
「ソーシャル・ネットワーキング・サービス」の略で、インターネットを使って情報
や画像を共有する交流サービスです。

ブラウザ
インターネットのWebサイトを閲覧するためのソフトウェアです。

アップデート
MARVERAのソフトウェアやアプリを最新の状態に更新します。
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キーの使いかた、画面の見かた
各種項目を選択するときは、カーソルキー（上下左右キー）で項目を選んでセンター
キーを押すことで、選択できます。また画面を移動するときや、カーソルを移動すると
きもカーソルキー（上下左右キー）を使用します。

センターキーとカーソルキー（上下左右キー）について

センターキー 上キー

下キー

左キー 右キー

キーを押す位置 操作説明

センターキーを押す

上キーを押す●
（上に１つ進む）

下キーを押す●
（下に１つ進む）

左キーを押す●
（左に１つ進む）●
（着信履歴を見る）

右キーを押す●
（右に１つ進む）●
（発信履歴を見る）

上キーまたは●
下キーを押す

右キーまたは●
左キーを押す

待受画面、プロフィール、文字入力時のキー操作、主なアイコン、充電／通知ランプなど
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メインメニューを表示する
待受画面 メインメニュー

手順内のイラストについて

操作のときに押すキーを、右のように色をつけて
示しています。

待受画面でセンター
キーを押す

メインメニューが表示
される

自分の情報（プロフィール）を表示する
待受画面 メインメニュー

待受画面でセンター
キーを押す
※●メインメニューが表示
されます。

下キーを2回押す 「プロフィール」が選ば
れていることを確認し、
センターキーを押す

ご自分の情報（プロ
フィール）が表示される
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待受画面や前の画面に戻りたいときは

前の画面に戻りたいときは を押します。
操作を中止して待受画面に戻りたいときは を押します。

を押す を押す

画面表示とキーの見かた

画面の下部に表示された内容を実行するには、対応するキーを押します。
※通話時の画面を例として、画面に対応するキーを説明します。

「メニュー」は を
押します。

「聞こえ」は を
押します。

「マイクOFF」は を
押します。

「プロフィール」は
を押します。

「スピーカーON」は●
センターキーを押します。

を押す
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文字入力時のキー操作

文字入力画面では、文字種の切り替えや、文字の変換をキーで操作します。

文字の確定

・メニューを表示し、●
機能や定型文を●
呼び出す
・入力した文字の変換

文字種の切り替え

全角／半角の切り
替え

小文字／大文字の
切り替えや、濁点
／半濁点の入力

予測変換

絵文字や顔文字●
などの一覧を表示

〜
各キーに割り当てられた●
文字の入力

改行や、1つ前の
文字を表示

文字の削除

.
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待受画面のアイコン表示について

画面上部の左側には不在着信や新着メールなどをお知らせするアイコン（通知アイコン）、
右側にはMARVERA●の状態を表すアイコン（ステータスアイコン）が表示されます。

通知アイコン ステータスアイコン

ステータスアイコン（右側）の主なアイコン
電池の残量 （100%）●〜● （残量なし）

●充電中

電波の強さ （強）●〜● （弱）　 ●圏外

伝言メモ設定中

通知アイコン（左側）の主なアイコン

● 不在着信があります。 伝言メモがあります。

新着Eメールがあります。 新着SMSがあります。

充電／通知ランプ
充電／通知ランプの点灯／点滅により、充電を促したり、充電
中の充電状態、不在着信やメールの受信などをお知らせしたり
します。
充電／通知ランプの

色と動作
説明

●赤の点灯 充電中です。充電が終わると消えます。

●赤の点滅 電池容量不足による電源投入不可や、充電●
異常を示します。

●青の点滅 着信時、不在着信、通知メッセージがある●
ことを示します。

充電／通知ランプ
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インフォメーション（通知表示）について

不在着信や、新着Ｅメール／SMS●などのお知らせ通知が表示されます。
上キーや下キーで通知を選び、センターキーを押して内容を確認できます。

メモ •.通知内容を確認したお知らせ通知は.
消えます。
•. や を押すと非表示に.
なります。
•.インフォメーション（通知表示）が.
非表示になっている場合は、一度閉じて.
からもう一度開くと表示されます。

■■ 新着SMSのお知らせ通知を確認する場合

「新着SMS」を下キー
を2回押して選ぶ
※●「お知らせ通知」の件数に●
より、下キーを押す回数は●
異なります。

センターキーを押す 受信したメッセージが
表示される
※●新着SMSが複数件の場合は、
受信ボックスが開きます。

お知らせ通知
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設定をしよう
電話の着信時やメールの受信時の通知音の大きさを変更する方法や、マナーモード
を設定する方法を紹介します。

着信・受信時の通知音量を変える

待受画面でセンター
キーを押す

「設定」を上下左右
キーで選び、セン
ターキーを押す

「サウンド・通知」
を上下キーで選び、●
センターキーを押す

「音量」を上下キーで
選び、センターキー
を押す

メモ
音量を上げる
ときは上キー
を押します。

音量を下げる
ときは下キー
を押します。

音量を変える項目を●
上下キーで選び、
センターキーを押す

上下キーで音量を変
え、センターキーを
押す

音量が変わる

音量設定、マナーモードなど
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マナーモードを利用する

公共の場所で周囲の迷惑にならないよう、●
着信音などを鳴らさないように設定できます。

マナー /シャッター

■■ マナーモードを設定する
MARVERAを閉じた状態でマナー/シャッターキーを1秒以上長押しすると、●
マナーモードを設定できます。

マナーモードが設定されると、待受画面の上部に● ●が●
表示されます。

また、設定されたマナーモードの種類により、アイコンの表示が
以下のように異なります。

マナーモード設定中アイコン

マナーモード

サイレントモード

ドライブモード

オリジナルモード

■■ マナーモードを解除する
マナーモード設定中に、MARVERAを閉じた状態でマナー/シャッターキーを●
1秒以上長押しすると、マナーモードを解除できます。
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電話をしよう
電話をかけたり、かかってきた電話にかけ直す操作を紹介します。

電話をかける

を押す 入力した電話番号に●
発信される

通話する
※● を押すと通話を
終了します。
　●（閉じても通話を終了
できます。）

待受画面で
電話番号を入力

メモ 通話中に上下キーを押すと、相手の声の音量を変えられます。

音量を上げるときは上キーを
押します。

音量を下げるときは下キーを
押します。

一般電話にかけるときは市外局番から
入力します。
電話番号を間違えて入力したときは、

で削除できます。
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電話をかけ直す

待受画面で右キー（発
信履歴）または●左キー
（着信履歴）を押す

電話相手を上下キーで
選び、 を押す

選んだ相手に発信される 通話する
※● を押すと通話を
終了します。
　●（閉じても通話を終了
できます。）

保留にする

保留を解除する
保留中にセンターキーを
押すと、保留が解除され
ます。

通話中に を押す 保留になる



12

電話を受ける

着信中にセンターキー
または を押す

通話する 通 話 が 終 了 し た ら
を押す

※●閉じても通話を終了で
きます。

着信を拒否する

着信中に （拒否）●
または を押す
※●着信音が止まって電話
が切れます。

センターキーを押す

相手の方には●
「おかけになった電話を
お呼びしましたが、●
お出になりません。」と●
音声ガイダンスで●
お知らせします。
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着信拒否リストに登録する

迷惑電話やいたずら電話をかけてきた電話番号からの電話を拒否できます。
着信履歴から着信拒否する番号を登録する方法を紹介します。

待受画面で左キー●
(着信履歴)を押す

着信拒否する相手を●
上 下 キ ー で 選 び、●
（メニュー）を押す

「着信拒否登録」を●
上 下 キ ー で 選 び、●
センターキーを押す

「新規登録」を上下
キーで選び、センター
キーを押す

着信拒否リストの登録を解除する
着信拒否リストの登録を解除するときは、以下の手順で操作します。
待受画面でセンターキー→「電話●メール」→「通話設定」→「着信拒否」
→「電話番号指定」→「電話番号指定リスト」→ （メニュー）→「1件
削除」／「選択削除」（解除する電話番号を選び ）→「はい」を選び
センターキー→センターキー

センターキーを押す
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伝言メモを設定する

待受画面で を1秒以上長押しすると、
伝言メモを設定できます。
※●伝言メモを設定しているときに を1秒以上長押しする
と、設定が解除されます。

伝言メモを設定すると、電話に出られないとき、●
応答メッセージを流して相手の伝言を録音できます。
伝言メモがあるときはステータスバーに●
通知アイコンが表示されます。

■■ 伝言メモを再生する

待受画面で を●
押す

再生する伝言メモを●
上下キーで選び、
センターキーを押す

センターキーを押す
※伝言メモが再生されます。

伝言メモを削除する
伝言メモを削除するときは、以下の手順で操作します。
待受画面で → （メニュー）→「削除」→「1件削除」／「選択削除」（削除する伝言メモを選
び )→「はい」を選びセンターキー→センターキー

伝言メモがあります。 伝言メモ設定中
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電話帳に登録しよう
相手の連絡先を電話帳登録する方法を紹介します。

待 受 画 面 で を●
1秒以上押す

電話帳編集画面が●
表示される

「名前」を上下キーで
選び、センターキー
を押す

登録相手の名前を●
入力し、センターキー
を押す
※●文字の入力方法は、p.5を
ご確認ください。

※●名前を入力すると自動的に
よみがなが入力されます。

「電話番号」を上下
キーで選び、センター
キーを押す

「電話番号」を入力し、●
センターキーを押す
※●一般電話の場合は、市外
局番から入力します。

登録相手の情報を●
入力し終わったら、
（登録）を押す

センターキーを押す
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Ｅメールをしよう
Eメールは、メールアドレスを使ってやり取りします。長文や写真を送るときに便利で
す。「迷惑メールフィルター」を設定して、「迷惑メール」を拒否することもできます。

Ｅメールを送る
電話帳に登録した相手にEメールを送る手順を紹介します。
※事前にメールアドレスを電話帳に登録しておきます。

待受画面で を押す 「新規作成」を上下
キーで選び、センター
キーを押す

「アドレスを入力」
を上下キーで選び、●
センターキーを押す

「アドレス帳引用」
を上下キーで選び、●
センターキーを押す

送信相手を上下左右
キーで選び、センター
キーを押す

「件名を入力」を上下
キーで選び、センター
キーを押す

件名を入力し、●
センターキーを押す
※●文字の入力方法は、p.5を
ご確認ください。

本文入力欄を上下
キーで選び、センター
キーを押す

迷惑メールフィルター設定など
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本文を入力し、
センターキーを押す
※●文字の入力方法は、p.5を
ご確認ください。

（送信）を押す 「送信」が選ばれて●
いることを確認し、●
センターキーを押す

受信したＥメールを確認する

待受画面で を押す 「受信ボックス」を上下
キーで選び、センター
キーを押す

Eメールを上下キーで
選び、センターキーを
押す

Eメールが表示される

新着のEメールはイン
フォメーション（通知表
示）の「新着Eメール」●
からも確認できます。
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Ｅメールの文字サイズを変更する

MARVERA●のフォントサイズ（文字サイズ）を変更すると、Ｅメールの文字サイズも●
変更されます。

待受画面でセンター
キーを押す

「設定」を上下左右
キーで選び、センター
キーを押す

「壁紙・ディスプレイ」●
を上下キーで選び、●
センターキーを押す

「フォントサイズ」
を上下キーで選び、●
センターキーを押す

メモ
MARVERAを閉じている
ときにEメールを受信し
た場合、MARVERA開く
と新着メール受信の通知
（通知ポップアップ）が表
示されます。

画面消灯中も新着メール受
信の通知が表示されます。

（表示）を押すと、受
信したEメールを表示し
ます。
（閉じる）を押すと、

通知が消えます。

文字サイズを上下
キーで選び、センター
キーを押す

文字サイズが変わる
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迷惑メールフィルターを設定しよう

知らない相手から届いた身に覚えのない内容のメール…。
詐欺や勧誘などを目的とした迷惑メールのおそれがあります。
迷惑メールフィルターを設定して、怪しいメールをブロックしましょう。
オススメの設定は、なりすましメール・自動転送メールおよび迷惑メールの疑いのあるメールを
拒否しますので、大幅に迷惑メールを削減できます。

待受画面で を押す （メニュー）を押す 「Eメール設定」を
上 下 キ ー で 選 び、●
センターキーを押す

「アドレス変更・その
他の設定」を上下キー
で選び、センターキー
を押す

「接続する」を上下
キーで選び、センター
キーを押す

「オススメの設定はこ
ちら」を上下キーで●
選び、センターキー
を押す

「登録」を上下キーで
選び、センターキーを
押す

迷惑メールフィル
ターが設定される

細かい条件を指定して設定する場合は、●「迷惑メール
フィルターの設定／確認」を選択して設定してください。
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SMS（Cメール）をしよう
SMSは携帯電話の電話番号を使ってやり取りします。

SMSを送る

電話帳に登録した相手にSMSを送る手順を紹介します。
※事前に携帯電話の電話番号を電話帳に登録しておきます。

待 受 画 面 で を●
1秒以上長押しする

「新規作成」を上下
キーで選び、センター
キーを押す

「電話帳呼出」を上下
キーで選び、センター
キーを押す

送信相手を上下左右
キーで選び、センター
キーを押す

本文を入力し、●
センターキーを押す

（送信）を押す
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受信したSMSを確認する

待受画面で を1秒
以上長押しする

「受信ボックス」を上下
キーで選び、センター
キーを押す

メッセージを上下キー
で選び、センターキー
を押す

メッセージが表示される

SMSの本文文字サイズを変更する

待受画面で を1秒以上長押ししてSMS画面を表示させてから、次の操作を行ってください。

上の画面が表示された
ら、 （メニュー）を
押す

「設定する」を上下キー
で選び、センターキー
を押す

「文字サイズを設定す
る」を上下キーで選び、
センターキーを押す

文字サイズを上下キー
で選び、センターキー
を押す

文字サイズが
変わります。
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写真を撮ろう
MARVERAには1300万画素の高画質カメラが搭載されていて、.
オートフォーカス機能や明るさの自動補正機能もついているため、.
誰でも簡単にキレイな写真が撮れます。また、ムービーを録画することもできます。

写真を撮る

待受画面で を押すとカメラが起動します。

写真を撮ります。
センターキー（撮影）を●
押した後、「保存しました。」
の表示が出て、写真は自動
的に保存されます。
マナー/シャッターキーを
押しても撮影できます。

ムービーの録画を開始します。
録画中に （録画終了）を押すと●
録画を終了します。

撮影した写真を確認します。

ズームを調整します。
上キーを押すとズーム
下キーを押すとワイド

明るさを調整します。
左キーを押すと明るさ－
右キーを押すと明るさ＋

ピントが固定されます。
（AFロック）

操作ガイドを表示します。

カメラを終了して、 
待受画面に戻ります。

メニューを表示します。

メモ 写真を撮るときは、レンズや撮影ライトに
指がかからないように両手でしっかりと
本体を持ちます。

撮影ライト・レンズ
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写真を待受画面に設定する

待受画面で を押す （最新画像）を押す （メニュー）を押す 「登録」を上下キーで●
選び、センターキー
を押す

「壁紙」を上下キーで
選び、センターキー
を押す

センターキーを押す
※● （縮小） （拡大）
を押すとトリミングでき
ます。

センターキーを押す
※待受画面が変更されます。

メモ 笑うと写真が自動で撮れちゃう（スマイルシャッター機能）
笑顔を検知すると自動的にシャッターを切って、写真を撮影する機能です。
家族や友だちの笑顔があふれる最高の瞬間を逃さず撮影できます。
スマイルシャッターで撮影するには、以下の手順で操作します。
カメラ画面で （メニュー）→「設定」→「フォト設定」→「スマイル
シャッター撮影」にチェックを付ける→ （閉じる）→被写体に●
カメラを向ける
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FMラジオを聴こう
ワイドFMに対応しているため、FMラジオ放送局と、ワイドFMに対応したAMラジ
オ放送局の両方を聴くことができます。
別売りのイヤホン、変換アダプタ、ACアダプタ、USBケーブルがアンテナとなります。
※聴取可能なラジオ放送局はエリアによって異なります。

待受画面でセンター
キーを押す

「ツール」を上下左
右キーで選び、●セン
ターキーを押す

「FMラジオ」を上下
キーで選び、センター
キーを押す

地方を上下キーで●
選び、センターキー
を押す

聴きたいFM放送局や 
AM放送局の周波数にあわせる
左右キーを短押しするとチューニングします。
左右キーを1秒以上長押しすると自動で放送局にあわせ
ます。

ラジオの音量を調節する
上下キーを押すと音量調節ができます。

ラジオを終了する
→「はい」

バックグラウンド再生
ラジオをかけたままMARVERAを操作できます。

を押してバックグラウンド再生に切り替えます。
バックグラウンド再生中は、通知アイコンに が表示
されます。

バックグラウンド再生を終了する
を1秒以上長く押す→FMラジオの通知を選

択→センターキー→ →「はい」

都道府県を上下キー
で選び、● センター
キーを押す

周波数をあわせ、●
ラジオ放送を受信する

便利な機能
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インターネットを使おう
今までのケータイではケータイ専用のWeb.サイトしか閲覧できませんでしたが、
MARVERAではパソコンやスマートフォン用のWebサイトを閲覧できます。
※.Webページによっては、MARVERAの画面に最適化せずに表示される場合があります。
※.EZwebへの接続はできません。

Wi-Fi®を利用すれば、携帯電話の回線の通信料を気にせずに
ネットサーフィンやSNSを楽しむことができます。

動画サービス
YouTube、ニコニコ動画など

SNS（ソーシャルネットワークサービス）

Facebook、Twitterなど
Webサイト
パソコンやスマートフォン用の
Webサイト

インターネットに接続する

ブラウザが起動してインターネットに接続します。

待受画面で を押す 「ホームページ」を上下
キーで選び、センター
キーを押す
※●「お気に入り」からも接続●
するページを選べます。

Webサ イ ト が 表 示●
される

ブラウザを終了すると
きは、 を押して
「はい」を上下キーで●
選び、センターキーを
押す

インターネットをより安心してご利用いただくために
MARVERAには、ウイルスの侵入をブロックしたり、不正サイトへのアクセスを規制したりできる●
ウイルスバスター for●auアプリが搭載されています。導入は簡単で、auスマートパス会員であれば
無料で利用できます。ウイルスバスター for●auでMARVERAをウイルスから守りましょう。
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ポインターを使おう
インターネットのブラウザやLINEなど、一部のアプリや機能ではポインターが利用.
できます。ポインターを有効にすると、画面上にポインター（ ）が表示されます。
ポインターを操作しながら、キー操作もできます。

ポインターを有効にする

ステータスバーにポインターのアイコンが表示されているとき、この機能が使えます。

を1秒以上長押しすると、ポインター機能が有効になり、
画面上にポインター ( ）が表示されます。
ステータスバーの表示は下図に変わります。

再度 を1秒以上長押しすると、ポインター機能が無効に
なり、画面からポインター ( ）が消えます。

ポインター（ ）の操作方法は2 種類あり
ます。
・「タッチポインター」モード：
タッチエリアを触ったときの指の動きにあわせて
ポインターを操作します。

・「十字キー」モード：
上下左右キーを押してポインターを操作します。

ポインターのモードを切り替える
待受画面でセンターキー→「設定」→「その他の設
定」→「ポインター」→「操作モード」→「タッチ」●
または「十字キー」を選択
※お買い上げ時は「十字キー」モードに設定されています。

タッチエリア
「タッチポインター」
モードに切り替え
ると、この部分が●
タッチパッドに●
なります。

ポインター

「十字キー」モードに切り替えると、
この部分を操作できます。

1秒以上長押し
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タッチポインターの操作方法

「タッチポインター」モードを選択しているとき、ポインター（ ）の動作は指の動きに
よって異なります。

トン
タップ
タッチエリアに軽く触れて、すぐに指を離します。
目的の項目の上に を移動してタップすると、その項目が決定（実行）●
されます。

トン
トン
ダブルタップ
2回連続で同じ位置をすばやくタップします。

ロングタッチ
タッチエリアに軽く触れて、指を離さない状態を保つと、 が に●
なります。再度ロングタッチすると、 に戻ります。
のときは、スライド／フリックして画面をスクロールできます。

スライド／フリック
タッチエリアに指を軽く触れたまま、目的の方向や位置へなぞる操作を●
「スライド」と呼びます。●
タッチエリアで指をすばやく上下左右にはらう操作を「フリック」と呼びま
す。スライド／フリックすると、 は指を動かした方向に動きます。

ズームイン／ズームアウト
2本の指でタッチエリアに触れて、指を開いたり（ズームイン）、閉じたり
（ズームアウト）する操作です。
を起点に画面を拡大／縮小します。

メモ ポインター機能が使用できるアプリやブラウザを起動したときは、操作ガイドが.
表示され、ポインターの操作方法の確認と練習ができます。
操作ガイドは以下の手順でも表示できます。
待受画面でセンターキー→「設定」→「その他の設定」→「ポインター」→「タッチの
操作ガイド」
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LINE（ライン）を使おう
LINEとは、登録済みの「友だち」同士で、チャットや通話ができるコミュニケーション
アプリです。
※画面はLINEのバージョンアップによって、変更される場合があります。

トーク（チャット）
LINEの友だちと、文字や絵文字でメッセージのやり取りができます。
また、「絵入りのメッセージ」としてスタンプを送りあうのも、●
LINEならではの楽しみかたです。
もちろん、画像や動画を送りあうこともできます。

グループ機能
家族や同じサークルのメンバーなど、特定のLINEの友だちと●
グループを作成して、トークや通話を利用できます。
例えば、待ち合わせの相談をグループのトークで行うと、全員の●
やり取りが同じ画面に表示され、全員で同じメッセージを確認●
できます。一人ひとりとトークするよりも、予定確認や日時の決定
がしやすくなります。

通話
LINEの友だちと通話ができます。
一見、普通の電話と同じようですが、電話とは異なり、インターネッ
ト回線を使い無料で音声通話やビデオ通話が楽しめます。

注意 •.一部の機能はスマートフォン版と異なります。
•.一部の機能はポインターでのみ操作できます。（詳しくはp.26へ）

メモ LINEのアップデートやチャット、通話はデータ通信を利用するため、データ量に.
応じて通信料がかかります。Wi-Fi®を利用するか、データ（パケット）定額サービス
へのご加入を推奨します。

操作に使う主なキー

センターキー 上キー

下キー

左キー 右キー
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1  LINEを最新の状態にする（アップデート）
LINEを起動します。必要に応じて、最新版に更新します。

待受画面でセンター
キーを押す
※● を押してもLINE
が起動します。

「LINE」を上下左右
キーで選び、センター
キーを押す

「はい」を上下キーで
選び、センターキー
を押す

「はい」を上下キーで
選び、センターキー
を押す
※●最新の状態のときは 2 ●
へ進みます。

続
い
て 

2 

へ

しばらく待つ センターキーを押す LINEが起動する

2  利用登録する（アカウント作成）
利用を開始するにあたり、アカウントを登録します。

「新規登録」を左右
キーで選び、センター
キーを押す

自分の電話番号が表示さ
れていることを確認し、
「次へ」を上下キーで選
び、センターキーを押す

「確認」を左右キーで選
び、センターキーを押し、
認証番号の確認が完了す
るまで待つ

「アカウント新規作成」
を上下キーで選び、●
センターキーを押す

次ページへ
SMSで認証番号が送られてきます。SMS着信後、自動で認証番号
が入力され、次の画面に切り替わるとSMS認証は完了です。
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前
ペ
ー
ジ
か
ら
　
　
　
続
き

「はい」を左右キーで
選び、センターキー
を押す

「名前の入力」欄を●
上下キーで選び、●
センターキーを押す

名前を入力し、
センターキーを押す

「登録」を上下キーで
選び、センターキー
を押す
※●友だちの追加設定を変更す
るときはページ下部で手順
をご確認ください。

「名前の入力」に登録する名前
「登録する名前」は本名以外でも大丈夫です。
ニックネームなども登録できます。また、後からでも変更できます。

「友だち自動追加」と「友だちへの追加を許可」の設定について
初期状態では、「友だち自動追加」と「友だちへの追加を許可」にチェックが付いています。
「友だち自動追加」のチェックが付いているときは、電話帳を利用して、LINEを使っている友だち
を自動で「友だち」に追加します。
「友だちへの追加を許可」のチェックが付いているときは、自分の電話番号を保有しているLINE
ユーザーが自動で友だちに追加したり、検索したりできます。

※ 「友だち自動追加」と「友だちへの追加を許可」にチェックマークを付けると、電話帳に登録して 
いる人がLINEを使っていると、LINEの「友だち」に登録されてしまうので、ご注意ください。

「友だち自動追加」と「友だちへの追加を許可」のチェックを外す手順は、以下のとおりです。

「友だち自動追加」
「友だちへの追加
を許可」を上下
キーで選び、セン
ターキーを押す

「友だち自動追加」
を上下キーで選
び、センターキー
を押す

「友だちへの追加
を許可」を上下
キーで選び、セン
ターキーを押す

を押す チェックが外れた
ことを確認し、「登
録」を上下キーで
選び、センター
キーを押す

※「友だち自動追加」と「友だちへの追加を許可」の設定は、LINE●の初期設定後でも変更できます。
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「年齢確認をしない」
を上下キーで選び、
センターキーを押す
※●「年齢確認をする」の●
手順は、下記をご確認●
ください。

「ご利用でない場合」●
を上下キーで選び、
センターキーを押す

「いまは登録しない」●
を上下キーで選び、
センターキーを押す

登録完了
※●LINEの画面が表示され
ます。

■■ LINE■IDの設定やLINE■IDによる友だち検索を利用するには、■
年齢確認が必要です。

年齢確認をしないと、LINE●IDによる友だち検索や友だちからの検索が利用できません。

「年齢確認をする」を●
選び、センターキー
を押す

「ログイン」を上下
キーで選び、センター
キーを押す

「 利 用 規 約 を 読 む●
（必読）」を上下キーで
選び、センターキー
を押す

利 用 規 約 を 読 み、●
暗証番号入力欄に●
4桁の暗証番号※を●
入力する

「同意する」を上下
キーで選び、●センター
キーを押す

「ご利用でない場合」●
を上下キーで選び、
センターキーを押す

「いまは登録しない」●
を上下キーで選び、
センターキーを押す

登録完了
※●LINEの画面が表示され
ます。

※●暗証番号は、通信サービスのご契約時にお決めいただいた４桁の番号です。

メモ 年齢確認を行っても、18歳未満の場合はLINE.IDの設定およびLINE.IDによる友
だち検索はできません。
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トーク
ここではタッチポインターを使ってトークルームを開く方法を紹介します。
ポインターは、 を1秒以上長押しすると表示されます。ポインターの初期設定は●
「十字キー」モードです。「タッチポインター」モードに変更する方法はp.26を参照してください。

友だちアイコン（ ）
をタップする

トークする相手を
タップする

「トーク」をタップする トークルームが表示
される

トークする
自分が発信したメッセージは、トークルームの右寄りに、相手が発信した●
メッセージは左寄りに表示されます。自分が発信したメッセージを相手が●
確認すると、「既読」という文字が付きます。

写真を送る
①をタップ→「写真/動画」をタップ→
写真を選びタップ→「送信」をタップ

スタンプを送る
②をタップ→スタンプを選びタップ→●
拡大表示されたスタンプを確認しタップ

文字を入力する
③をタップ→文字を入力する→ ●

※●ポインター（ ）が表示されなくなった場合は、
を1秒以上長押しすると表示されます。

①

② ③

スタンプを入手する
MARVERAにはあらかじめいくつかのスタンプ
が用意されています。
（その他）→ （設定）→「スタンプ」→「マ

イスタンプ」→スタンプを選ぶ●→「ダウンロード」
と操作すると、スタンプを入手できます。

また、友だちからプレゼントされたり、スタンプ
を無料配布している企業を友だちに登録したり
しても、無料でスタンプを入手できます。

プロフィールを設定する
（その他）→ （設定）→「プロフィール」を

選択すると、自分の名前や写真を自由に設定●
できます。
また、「QRコード」を選択すると自分のプロ
フィールのQRコードを表示できます。相手に
QR●コードを読み取ってもらえば、かんたんに●
友だち登録ができます。

写真の設定

名前の編集

QRコードの表示
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テレビde写真を使おう
MARVERAに保存している写真を、テレビの画面に映して、
みんなで写真などを楽しむことができます。
別売りのテレビde写真受信機をテレビに接続する必要があります。※

※.Miracastに対応した受信機でも本機能をご利用になれます。
　（受信機によっては利用できない場合があります。）

こんな方にオススメです！
・携帯電話の写真を家族や友人みんなで楽しみたい！
・携帯電話で写真をもらっても、小さくてよく見えない…。

ＴＶ

テレビde写真受信機
(別売 )

「テレビde写真受信機」(別売)を
テレビのHDMI端子に設置しま
す。
「入力切換」を押し、接続待ち中画
面を表示します。

表示したい写真を準備し、
を 押 し て、「 映 す 」を 選 び、●
センターキーを押します。
接続先を選択する画面が表示さ
れたときは、テレビに表示された
「au_XXXXXX」を選択します。

携帯電話の写真をテレビに
大きく映すことができます。

70代男性・神奈川県

■体験者の声
一緒に参加する予定だったウォーキングイベントに妻が出られなくな
り、代わりにケータイで写真をパシャパシャ撮ってあげたんです。
家に帰ってテレビに写真を映してみせたら、妻がとても喜んでくれま
した。
テレビで写真を見たことによって、普段よりも会話がはずんだような
気がします。妻に対して点数も稼げました（笑）。

機能や別売機器の詳細はこちらからご確認いただけます。
https://www.au.com/mobile/service/list/tv-de-photo/
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