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最初の画面の[ ]を押して

伝えたい定型文を選んでタップしよう！

選んだ定型文を話すよ。

会話をしてみよう
かいわ

さいしょ がめん お

この[ ]ボタンを押すと、

かいわがめん あ

会話画面を開けてね。

あらかじめ登録された会話帳リストがでてくるよ。

お

とうろく かいわちょう

つた ていけいぶん えら

※話し始める直前に「ブルッ」と振動します。

これは設定画面でOFFにすることもできます。

えら ていけいぶん はな

はな はじ ちょくぜん しんどう

せっていがめん
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はい、

いいですよ。

次に、本体を相手に渡して、

返事を例文から選んでもらおう！

つぎ ほんたい あいて わた

へんじ れいぶん えら

[ ]を押すと、選択肢が出てくるよ。

相手に好きな返事を選んで押してもらおう。

お せんたくし で

あいて す へんじ えら お
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会話

画面の説明
がめん

話したい言葉を録音したり、キーボードで入力したりできるよ。

定型文リストから文章を選んだり地図や絵をかいて伝えることもできるよ。

はな ことば ろくおん にゅうりょく

ていけいぶん ぶんしょう えら ちず え つた

この[ ]ボタンを押すと

会話画面に変わるよ。

お

かいわがめん か

この[ ]ボタンを押すと

何度でも表示されている文章の音声が聞けるよ。

お

なんど ひょうじ ぶんしょう おんせい き

かいわ

せつめい
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チャット

この[ ]ボタンを押すとチャット画面に変わるよ。
お がめん か

フレンドを招待して、

遠くにいる友達ともチャットをしてみてね。

しょうたい

とお ともだち
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履歴

この[ ]ボタンを押すと今まで会話した文章が見られるよ。

また削除することもできるよ。(※詳しくは「削除の仕方」へ)

お いま かいわ ぶんしょう み

さくじょ くわ さくじょ しかた

見やすいほうを選んでね。

カレンダー表示とリスト表示があるよ。
ひょうじ

み えら

ｚｚ履歴が見えたよ！
りれき み

りれき

ひょうじ

履歴の日付を

み

選んでね。

りれき ひづけ

えら

見たい日付を

選んでね。

み ひづけ

えら
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この[ ]ボタンを押すと履歴をメールで送信できるよ！
お りれき そうしん

ｚｚ宛先を指定して

送信してね。

あてさき してい

そうしん
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意見・質問
いけん しつもん

この[ ]ボタンを押すと

意見・質問を送る画面に変わるよ。

お

いけん しつもん おく がめん か

このアプリに関する質問やアプリをつかってみた感想などを書いて送ってね！
かん しつもん かんそう か おく
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会話帳の追加[ ] 、削除や

並び替え条件変更[ ] ができるよ。

かいわちょう ついか さくじょ

なら か じょうけんへんこう

定型文一覧でも追加・削除ができ、

検索[ ]もできるよ。

ていけいぶんいちらん ついか さくじょ

けんさく

会話帳管理
かいわちょうかんり

この[ ]ボタンを押すと会話帳管理画面に変わるよ。
お かいわちょうかんりがめん か
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設定

この[ ]ボタンを押すと

設定画面に変わるよ。

お

せっていがめん か

自分のニックネームや

顔写真を登録できるよ！

じぶん

かおしゃしん とうろく

会話の各設定のオン・オフがここでできるよ！
かいわ かくせってい

かくにん

このアプリのバージョンが確認できるよ！

せってい
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使い方

この[ ]ボタンを押すと

今みんなが見ている使い方リストが見れるよ。

お

いま み つか かた み

つか かた
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定型文で会話しよう
ていけいぶん かいわ

最初の画面の[ ]を押して会話画面を開けてね。
さいしょ がめん お かいわがめん あ

この[ ]ボタンを押すと、
お

あらかじめ登録された会話帳リストがでてくるよ。
とうろく かいわちょう
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伝えたい定型文を選んでタップしよう！
つた ていけいぶん えら

さっき選んだ定型文を話すよ。
えら ていけいぶん はな

次に、本体を相手に渡して、返事を入力してもらおう。
つぎ ほんたい あいて わた へんじ にゅうりょく

[ ]を押すと、選択肢が出てくるよ。

相手に好きな返事を選んで押してもらおう。

お せんたくし で

あいて す へんじ えら お
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違う会話帳を使いたい時は [ 会話帳変更 ]をタップしてリストから選んでね！
ちが かいわちょう つか とき かいわちょうへんこう えら

左右スワイプによる、

会話帳変更もできるよ。

さゆう

かいわちょうへんこう
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文字で会話しよう
もじ かいわ

最初の画面の[ ]を押して

会話画面を開けてね。

さいしょ がめん お

かいわがめん あ

「文字で答える」押すと、

文字入力モードに変わるよ。

もじ こた お

もじにゅうりょく か

キーボードが出てきたら、

伝えたい文章を入力してね。

で

つた ぶんしょう にゅうりょく

文字以外に、スタンプも使えるよ！

種類もいろいろあるよ！

もじいがい つか

しゅるい
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入力が終わったら完了を押してね。
にゅうりょく お かんりょう お

入力した文章を言うよ！
にゅうりょく ぶんしょう い

この[ ]ボタンを押すと、文字入力モードになるよ。

本体を相手に渡して、返事を入力してもらおう。

お もじにゅうりょく

ほんたい あいて わた へんじ にゅうりょく

こんにちは。
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[ ]を押すと、さっきの会話がでてくるよ！
お かいわ

こんにちは。
本体を相手に渡して、

同じように入力して完了してもらってね。

ほんたい あいて わた

おな にゅうりょく かんりょう
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音声で会話しよう
かいわおんせい

本体の横にある音量ボタンで音量を変えると

音量がOFFのとき[ ]になるよ。

スピーカから出ている線の数が変わるよ。

音量が大きいとき[ ]、

音量が小さいとき[ ] 、

ほんたい よこ おんりょう おんりょう か

で せん かず か

おんりょう おお

おんりょう ちい

おんりょう

「音声で答える」ボタンを押すと、録音モードに変わるよ。
おんせい こた お ろくおん か

マイクがでてきたら

伝えたい文章を話してね。
つた ぶんしょう はな

話す音に反応して、

マイクがオレンジになり録音されるよ！

はな おと はんのう

ろくおん

こんにちは。
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話し終わったら、この画面をタップして終了してね。

(録音は10秒間だよ。10秒たつと自動的に録音が終了するよ。)

はな お がめん しゅうりょう

ろくおん びょうかん びょう じどうてき ろくおん しゅうりょう

「こんにちは。」って言うよ。
い

次に、本体を相手に渡して、

返事を入力してもらおう。

つぎ ほんたい あいて わた

へんじ にゅうりょく

ここに、さっき話した

「こんにちは。」が出てくるよ。

はな

で こんにちは。
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[ ]をタッチしながら録音することもできるよ。

話し終わったら指をはなしてね。

ろくおん

はな お ゆび

相手に文章を話してもらおう！
あいて ぶんしょう はな

[ ]を押すと、さっきの会話がでてくるよ！
お かいわ

こんにちは。
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地図を使ってみよう
ちず つか

最初の画面の[ ]を押して

会話画面を開けてね。

さいしょ がめん お

かいわがめん あ

「地図で示す」ボタンを押してね。
ちず しめ お

最初に今の場所を中心とした地図が出てくるよ。
さいしょ いま ばしょ ちゅうしん ちず で
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伝えたい場所の地図を探して

目的地にタップして

赤いピン[ ]を立ててね。

つた ばしょ ちず さが

もくてきち

あか た

間違った場合は赤いピンを

[ ]で削ことができるよ！

まちが ばあい あか

けず

地図の画面を終了するときは

[ ]ボタンを押してね。

会話画面に戻るよ。

ちず がめん しゅうりょう

お

かいわがめん

これでOKならその画面を相手に見せてね。
がめん あいて み

履歴画面の「地図を見る」の吹き出しを押すと、

さっきの地図が出てくるよ！

りれきがめん ちず み ふ だ お

ちず で
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絵や字をかいてみよう
え じ

最初の画面の[ ]を押して会話画面を開けてね。
さいしょ がめん お かいわがめん あ

「絵・字をかく」ボタンを押してね。
え じ お

[ ]を押すと、

ペンの色を選んだり消しゴムを選んだりできるよ。

お

いろ えら
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伝えたいことを自由に指でかいてみてね。色を使うとわかりやすいよ。
つた じゆう ゆび いろ つか

[ ]から「消しゴム」を選べば

部分的に消すことができるよ。

け えら

ぶぶんてき け
全部消したいときは[ ]を押そう。
ぜんぶ け お
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[ ]を押すと、

写真も選べるよ。

お

しゃしん

選んだ写真に

絵や字を書きこむこともできるよ。

えら しゃしん

え じ か

これでOKなら

相手に画面を見せてね。
あいて がめん み 相手に見てもらったら、

[ ]で会話帳に戻ろう。

あいて み

かいわちょう

[ ] の履歴画面から

「絵を見る」の吹き出しを押すと、さっきの絵が出てくるよ！

りれきがめん

え み ふ だ お え で
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返事をしてもらおう
へんじ

まず自分の伝えたい文章の入力を完了してね。

この画面になるよ！

じぶん つた ぶんしょう にゅうりょく かんりょう

がめん

相手にはこの中から返事の方法を選んでもらってね。
あいて なか へんじ ほうほう えら

000000
返事の仕方は

音声・文字・絵や字・地図

といったいろんな方法があるよ。

へんじ しかた

おんせい もじ え じ ちず

ほうほう

他にも、

・使い方を見る

・履歴を見る

・定型文を選ぶ

といったボタンがあるよ。

ほか

つか かた み

ていけいぶん えら

りれき み

これらの使い方は、
つか かた

かくにん

前のページで各項目を紹介しているから確認してみてね！
まえ かくこうもく しょうかい
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つか

「使い方を見る」の説明
かた み せつめい

[ ]を押すと、

各機能の説明が出てくるよ。

タップして実行してみよう。

お

かくきのう せつめい で

じっこう

例文から選んでもらう場合
れいぶん えら ばあい

[ ]を押すと、選択肢が出てくるよ。相手に好きな返事を選んでもらおう。
お せんたくし で あいて す へんじ えら

はい、

いいですよ。
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編集ボタンから削除する
へんしゅう さくじょ

ぶんしょう き
このように、削除されるよ。

さくじょ

削除の方法
さくじょ ほうほう

このアプリのリスト画面では削除ができるよ。覚えると便利だから使ってみてね！
がめん さくじょ おぼ べんり つか

[ ]をタップして

履歴編集画面を開いてね。
りれきへんしゅうがめん ひら 削除したい文章を[ ]して

[ ]ボタンを押すとその文章が消えるよ。

さくじょ ぶんしょう

お
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インターネットでチャットをしてみよう

ここでは、インターネットを使って

友達とチャットをする方法を説明するよ！

つか

ともだち ほうほう せつめい

最初の画面で[ ]を押してね。
さいしょ がめん お

初めてインターネットでチャットするときは

「ユーザー登録」をしてね。

はじ

とうろく

ユーザID・メールアドレス・表示名を入力しよう。

写真もアイコンとして登録できるよ。

入力が終わったら最後に「登録する」を押してね。

ひょうじめい にゅうりょく

しゃしん とうろく

にゅうりょく お さいご とうろく お

入力したメールアドレス宛に、確認のメールが届くよ。

メールに書いてあるリンクをタップするとWebページが開くので、

画面にしたがって、登録を完了してね！

にゅうりょく あて かくにん とど

か ひら

がめん とうろく かんりょう
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フレンド申請しよう

[ ]をタップしてね。

しんせい

フレンド一覧の画面になるので、「フレンド申請」をタップしよう。
いちらん がめん しんせい

相手のユーザーIDとコメントを入力して

「フレンド申請する」を押してね！

あいて にゅうりょく

しんせい お

相手がフレンド申請にOKしてくれたら

このようなメッセージが出て、

フレンド一覧に相手の名前が追加されるよ。

あいて しんせい

で

いちらん あいて なまえ ついか
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フレンド申請がきた場合

タップ

しんせい ばあい [ ]のタブを選んでね。

(フレンド申請やチャットへの招待がきたら、ここに数字がでます)

えら

しんせい しょうたい すうじ

このようなメッセージが出るので、

「はい」を押すとフレンドになれるよ！

で

お

フレンド申請がくると、

このような通知が届きます。

しんせい

つうち とど
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チャットを始めよう！

1．チャットルームを作ろう

2．チャットしたい相手を招待しよう

3．相手がチャットに参加するのを待とう

はじ

つく

あいて しょうたい

あいて さんか ま

「新規ルームを作る」をタップして

チャットルームを作ろう。

しんき つく

つく

[ ] を押してフレンド一覧にしたら、

[ ]をタップしてチャットに誘おう。

チャットしたい相手を[ ]で選んで

お いちらん

あいて えら

さそ
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3．チャットを始めよう！

さらにフレンドを招待すれば3人以上でチャットができるよ！

はじ

「戻る」をタップして

会話画面にもどったら

チャットを始めよう！

もど

かいわがめん

はじ

しょうたい にんいじょう

[ ]のタブを選ぶと

チャット中のメンバーが

見られるよ！

えら

ちゅう

み
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チャット操作の方法
そうさ ほうほう

[ ]を押すと、チャット操作の選択肢が出るよ。
お そうさ せんたくし で
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入力したら、「完了」を押そう。

[ ] を押して登録しよう。

新しい定型文が登録されたよ。

定型文を作成して会話帳に分類してみよう
さくせいていけいぶん かいわちょう ぶんるい

ここでは、自分で定型文を作ったり、

種類別にグループ分けして使いやすくするよ！

[ ]を押して会話帳管理画面にしてね。

じぶん ていけいぶん つく

しゅるいべつ わ つか

お かいわちょうかんりがめん

よく使う文章を、定型文として登録できるよ。

右下の[ ]を押して定型文一覧の画面にしたら、

[ ]を押してね。

つか ぶんしょう ていけいぶん とうろく

みぎした お ていけいぶんいちらん がめん

お

にゅうりょく かんりょう お

お とうろく

あたら ていけいぶん とうろく
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登録した定型文をタップすると定型文詳細画面になるよ。
とうろく ていけいぶん ていけいぶんしょうさいがめん

ていけいぶんしょうさいがめん

「会話帳」をタップしてね。

定型文詳細画面で
かいわちょう

えら かいわちょう

ていけいぶん とうろく
選んだ会話帳に、

チェック[ ] をつけた会話帳に登録した定型文が加わるよ。

選んだら、「戻る」を押して定型文詳細画面に戻ろう。

かいわちょう とうろく ていけいぶん くわ

えら もど お ていけいぶんしょうさいがめん もど

この定型文が登録されたよ。
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会話帳も、好きな名前で

管理することができるよ。

左下の[ ]を押して

会話帳一覧の画面にしてね。

かいわちょう す なまえ

かんり

ひだりした

かいわちょういちらん がめん

お

[ ] を押して新しく会話帳を作ろう。
お あたら かいわちょう つく

この画面になったら、

新しい会話帳の名前を入力してね。

がめん

あたら かいわちょう なまえ にゅうりょく

入力したら、「完了」を押そう。
にゅうりょく
入力したら、「完了」を押そう。

かんりょう

入力したら、「完了」を押そう。
お

[ ] を押して登録しよう。
お とうろく

新しい会話帳が登録されたよ。
あたら かいわちょう とうろく
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登録した会話帳をタップして会話帳詳細画面にしてみてね。

選んだ定型文がこのように分類されたよ。

とうろく かいわちょう かいわちょうしょうさいがめん

かいわちょうしょうさいがめん
会話帳詳細画面で[ ]を押して

分類したい定型文をタップしてね。

お

ぶんるい ていけいぶん

えら ていけいぶん ぶんるい

かいわちょう おな ていけいぶん

ぶんるい
いろんな会話帳に同じ定型文を

チェック[ ]がついた定型文が分類されるよ 。

分類したら、「戻る」を押して会話帳詳細画面に戻ろう。

ていけいぶん ぶんるい

ぶんるい もど お かいわちょうしょうさいがめん もど

分類することもできるよ。
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定型文選択肢の設定と使い方
ていけいぶんせんたくし せってい つか かた

ここでは定型文に、「相手の選んでもらう選択肢」を設定するよ。

相手は選択肢から選ぶだけで返事ができるのでスムーズに会話ができるよ。

選択肢の文章は自分で作ることもできるよ。

[ ]を押して会話帳管理画面にしてね。

ていけいぶん あいて えら せんたくし せってい

あいて せんたくし えら へんじ かいわ

せんたくし ぶんしょう じぶん つく

お かいわちょうかんりがめん

選択肢を設定したい定型文をタップして、

定型文詳細画面をだしてね。

せんたくし せってい ていけいぶん

ていけいぶんしょうさいがめん
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「相手に見せる選択肢」の[ ]を押して選択肢設定画面にしてね 。
あいて み せんたくし お せんたくしせっていがめん

0[ ]を押して

選択肢に入れる文章を入力してね 。

お

せんたくし い ぶんしょう にゅうりょく

入力したら、「完了」を押して、

「登録」してね。

にゅうりょく かんりょう お

とうろく
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これで設定できたよ。

選択したい文章をタップして[ ]をつけてね。

選択したら「戻る」を押して定型文詳細画面に戻ろう 。

せんたく ぶんしょう

せんたく もど お ていけいぶんしょうさいがめん もど

せってい
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定型文選択肢の使い方を説明するよ。

[ ]を押して会話帳管理画面にしてね。

ていけいぶんせんたくし つか かた せつめい

お かいわちょうかんりがめん

[ ]を押して

さっき設定した定型文を選ぼう。

お

せってい ていけいぶん えら

お水を
いただけますか。

どうぞ。

42



置き換えられる文字列の設定と使い方
お か もじれつ せってい つか かた

ここでは、定型文中にある文字列に対して

置き換えられる文字列を登録しておく設定をするよ。

1つの定型文にバリエーションを持たせることができるよ。

[ ]を押して会話帳管理画面にしてね。

ていけいぶんちゅう もじれつ たい

お か もじれつ とうろく せってい

ていけいぶん も

お かいわちょうかんりがめん

文字列を設定したい定型文の

定型文詳細画面を出してね。

もじれつ せってい ていけいぶん

ていけいぶんしょうさいがめん だ
「置き換えられる文字列」をタップして

文字列設定画面にしてね。

お か もじれつ

もじれつせっていがめん
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ダブルタップ

文字列設定画面になったら

文章をダブルタップして

置き換えたい部分を選んでね。

もじれつせっていがめん

ぶんしょう

お か ぶぶん えら

「選択する」を押すと

対象の文字列が「それ」に設定されるよ。

せんたく お

たいしょう もじれつ せってい
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登録されたよ！

[ ]を押して

置き換えられる文字を追加してみよう。

お

お か もじ ついか
置き換える文字を入力したら

登録してね。

お か もじ にゅうりょく

とうろく

とうろく
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[ ]を選んでね。
選んだ文字に

置きかわったよ！

置き換えられる文字列の使い方を説明するよ。

[ ]を押して会話画面にしてね。

お か もじれつ つか かた せつめい

お かいわがめん

えら

さっき設定した定型文の[ ]を選ぶと

文字列の変更画面が出てくるよ。

せってい ていけいぶん えら

もじれつ へんこうがめん で

さっき追加した

「これ」を選んでみよう。

ついか

えら

えら もじ

お
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会話帳ショートカットの設定と使い方
かいわちょう せってい つか かた

ここでは、会話帳をショートカットに設定して、

簡単に使えるようにするよ。

会話帳管理画面にしてね。

[ ]を押して

かいわちょう せってい

かんたん

お

かいわちょうかんりがめん

ショートカットに設定したい

会話帳を押して、

会話帳詳細画面を出してね。

せってい

かいわちょう お

かいわちょうしょうさいがめん だ
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割り当てたい方向を押すとショートカットが設定されるよ。 (ただし下の方向は設定できません)

わ あ ほうこう お せってい
した ほうこう せってい

「ショートカット」を押すと、

ショートカット画面設定になるよ。

お

がめんせってい
ここでショートカットが、「右」に設定されました。

「戻る」を押して会話帳詳細画面に戻ろう。

みぎ せってい

もど お かいわちょうしょうさいがめん もど
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ここでは、会話帳をショートカットに設定して、
かいわちょう

かわいがめん

[ ]を押して会話画面にしてね。

簡単に使えるようにするよ。
かんたん つか

お

せってい

[ ]を長押しすると、

ショートカット設定した会話帳が出てくるよ。

ながお

せってい かいわちょう で

右にスライドさせて「感謝・謝罪」を選ぼう。

※長押しせずに直接右にスライドしても選べます。

みぎ かんしゃ しゃざい えら

ながお ちょくせつみぎ えら

このように

さっき設定した会話帳が

出てくるよ。

せってい かいわちょう

で

選択肢から

「ありがとうございます。」を

選んでみよう。

せんたくし

えら
ありがとう
ございます。
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定型文ショートカットの設定と使い方
ていけいぶん せってい つか かた

ここでは、定型文をショートカットに設定して、

簡単に使えるようにするよ。

[ ]を押して

会話帳管理画面にしてね。

ていけいぶん せってい

かんたん つか

お

かいわちょうかんりがめん ショートカットに設定したい

定型文を押して、

定型文詳細画面を出してね。

せってい

ていけいぶん

ていけいぶんしょうさいがめん

お

だ
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ショートカットを押すと、

ショートカット設定画面になるよ。

お

せっていがめん

割り当てたい方向を押すと、

ショートカットが設定されるよ。

(ただし下の方向は設定できません。)

わ あ ほうこう お

せってい

した ほうこう せってい

これでショートカットが

「右」に設定されました。

「戻る」を押して

定型文詳細画面に戻ろう。

みぎ せってい

もど お

ていけいぶんしょうさいがめん もど
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ショートカットの使い方を説明するよ。

[ ]を押して会話画面にしてね。

つか かた せつめい

お かいわがめん

[ ]を長押しすると、

ショートカット設定した定型文が選べるよ。

ながお

せってい ていけいぶん えら

右にスライドさせて「こんにちは」を選ぼう。

※長押しせずに直接右にスライドしても選べます。

みぎ えら

ながお ちょくせつみぎ えら

こんにちは。
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会話の設定をしてみよう
かいわ せってい

設定画面から、

会話の設定をいろいろ変えられるよ。

せっていがめん

かいわ せってい か
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オン・オフを切りかえて、
カスタマイズしてみよう。

設定画面
せっていがめん

会話の設定は、

ココから下だよ！

かいわ せってい

した き
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会話の設定について説明するよ

オンにすると、入力した文章をすぐに音声で読み上げ再生します。

オンにすると、会話を読み上げているときに端末がブルッとします。

この表示を出さなくてもよいときは、設定をオフにしておきます。

音声の性別を選択できます。

音声の再生速度を調節できます。

かいわ せってい せつめい

にゅうりょく ぶんしょう おんせい よ あ さいせい

かいわ よ あ たんまつ

ひょうじ だ せってい

※「次から表示しない」を選択しても設定をオフにできます。
つぎ ひょうじ せんたく せってい

おんせい せいべつ せんたく

おんせい さいせいそくど ちょうせつ

数字が大きくなるほど速度が速くなります。
すうじ おお そくど はや
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オンにすると、端末を耳に近づけるだけで

録音モードになります。

※耳に近づけていなくても端末の傾きによっては

自動的に録音モードになることがあります。

たんまつ みみ つか

ろくおん

みみ ちか たんまつ かたむ

じどうてき ろくおん

この設定をオフにしているときは、

送られてきた地図や絵は

吹き出しをタップしてから開きます。

せってい

おく ちず え

ふ だ ひら

しゃべり終わると自動的に録音が終了し、

音声認識が始まります。

お じどうてき ろくおん しゅうりょう

おんせいにんしき はじ

オンにすると、マイクボタンを押してる間だけ音声を録音できます。
お あいだ おんせい ろくおん
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オンにすると、

チャット時、録音した音声をテキストで確認してから

相手へ送信できます。

とき ろくおん おんせい かくにん

あいて そうしん

オンにすると、ネットにつながっているときは

優先的に高性能な音声認識を使用します。

ネットにつながっていないときはアプリに組み込まれている

音声認識システムに自動的に切りかわります。

ゆうせんてき こうせいのう おんせいにんしき しよう

く こ

おんせいにんしきけっか

じどうてき き

音声認識結果がひらがなとカナカナのみで表示されます。

おんせいにんしき

ひょうじ

高輪ゲートウェイ駅はどこですか？
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https://www.koetra.jp/

http://www.feat-ltd.jp/
a-20200522r1
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