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本 COTOBA Talkアプリインストール・利用マニュアルの著作権は株式会社コトバデザイン 

に帰属します。 

株式会社コトバデザインに事前の許可を得ない限り、本書に記載されている情報および製品
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COTOBA Talk について 

COTOBA Talk はスマートフォン、PCを端末としてインターネットを介して映像付きのグループ通話（以降、「グループトー

ク」と記載します）ができるサービスです。 

COTOBA Talk のスマートフォンアプリをインストールしていただく、あるいは、PCブラウザで COTOBA Talk Web (Web

版通話アプリ)の URLにアクセスしていただくことで、グループトークを行うことができます。 

 

グループトークの通話内容は COTOBA Talkのサーバに記録することができます。各ユーザの通話の音声(AUDIO)とそ

の音声を書き起こしたテキスト(TXT)、各ユーザの映像(MOVIE)、各ユーザがスマートフォン、PCからアップロードした写真

（IMG）、各ユーザのスマートフォンの位置情報（GPS）が記録データとしてサーバに保存され、後で記録データを参照したり

ダウンロードしたりできます。 

 

1. COTOBA Talk を利用するまでの流れ 

COTOBA Talk の利用をお申し込み頂いてから、スマートフォンアプリ、COTOBA Talk Web (Webブラウザ版通話アプリ)

をお使いいただくまでの流れは以下のようになります。 
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① COTOBA Talk の利用申し込みを行います。 

② 弊社にて COTOBA Talk をご利用いただく環境（以降、「ワークスペース」と記載します）を作成し、申込者をワークス

ペース内に管理ユーザとして登録した状態で提供します。 

③ 管理ユーザが管理コンソール（管理コンソールの Web ページ）にログインし、ワークスペース内に COTOBA Talk を利

用するユーザを作成します。 

※管理コンソールを利用するための情報（管理コンソール URL、ユーザ ID、パスワード）は、弊社からのメールで管

理ユーザにお知らせします。 

※管理ユーザが作成したユーザにはユーザ ID とパスワードが発行され、メールで通知されます。 

※「管理コンソール」については「管理コンソール利用マニュアル」を参照ください。 

④ 作成されたユーザはスマートフォンアプリ、もしくは COTOBA Talk Webで、通知されたユーザ ID とパスワードでログ

インするとグループトークを行うことが出来ます。 

※「COTOBA Talk Web」については「COTOBA Talk Web 利用マニュアル」を参照ください。 

 

本マニュアルでは上記の「利用までの流れ」の④以降における COTOBA Talk スマートフォンアプリのインストール方法、操

作方法について説明します。 

 

 

  

https://talk.cotoba.net/documents/console_manual.pdf
https://talk.cotoba.net/documents/app_web_manual.pdf
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2. スマートフォンアプリのインストール 

管理ユーザは COTOBA Talk の管理コンソールで COTOBA Talkを利用するユーザを作成する操作を行います。 

※ユーザ作成の手順は「管理コンソール利用マニュアル」を参照ください。 

 

作成されたユーザには、COTOBA Talk のシステムから COTOBA Talk の各アプリにログインするためのユーザ ID、

パスワード、利用開始するための手順を記載したセットアップガイドの URL、 スマートフォンアプリのダウンロード URLを

含む下図のようなメールが送信されます。 

 

件名: 【COTOBA Talk】 ユーザアカウントが発行されました 

--- 

◯◯ ◯◯ 様 

 

COTOBA Talk の管理ユーザ(xxxx@xxxx.xxxx.com)があなたのユーザアカウントを作成しました。 

下記のセットアップガイド（一般ユーザ編）の手順に沿って、COTOBA Talk をご利用下さい。 

※アプリをインストールすると、利用規約、同意書を承諾したことになります。利用規約等については、セッ

トアップガイド 11 ページをご確認ください。 

 

■アカウント情報 

 

ユーザ ID 

xxxxx@xxxx.xxxx.com 

 

パスワード 

xxxxxxxx 

 

■セットアップガイド（一般ユーザ編） 

 

https://talk.cotoba.net/documents/setup_guide_user.pdf 

 

■COTOBA Talk の関連リンク 

 

iOS アプリ ダウンロード URL 

 https://apps.apple.com/app/cotoba-talk/id1641513614 

 

Android アプリ（パブリック β）ダウンロード URL 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cotobadesign.cotoba_talk_app&hl=ja 
 

 

＜以下省略＞ 

https://talk.cotoba.net/documents/console_manual.pdf
https://talk.cotoba.net/documents/setup_guide_user.pdf
https://apps.apple.com/app/cotoba-talk/id1641513614
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cotobadesign.cotoba_talk_app&hl=ja
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3.1 iOS 端末へのアプリのインストール 

① iOS端末 (iPhone または iPad)のブラウザ(Safari)で、上記メールに記載されている iOS版アプリダウンロード

URL ( https://apps.apple.com/app/cotoba-talk/id1641513614 ) にアクセスすると App Store のアプリが起動し

COTOBA Talkのイントール画面（下図）が表示されます。 

※対応する iOS のバージョンは iOS 13.0 以降です。 

※AppStore で「COTOBA Talk」で検索することでも COTOBA Talk のインストール画面を表示できます。 

② 「入手」をタップして COTOBA Talk スマートフォンアプリをインストールし、「開く」をタップして、スマートフォンアプリを

起動します。 

 

③ インストール直後の初回起動の際には位置情報の使用許可の確認ダイアログが表示されます。 

                                        
             

          
  

        

                

           
           

           
          

             
    

https://apps.apple.com/app/cotoba-talk/id1641513614
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※特別な理由がある場合を除いて「App の使用中は許可」を選択しタップします。 

 

3.2 Android 端末へのアプリのインストール 

① Android 端末で、上記メールに記載されている Android    パブ ッ β 版アプリダウンロード URL 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cotobadesign.cotoba_talk_app&hl=ja) にアクセスすると Google 

Play ストアのアプリが起動し COTOBA Talkのイントール画面（下図）が表示されます。 

※対応する Android のバージョンは Android 10 以降です。 

※Google Play で「COTOBA Talk」で検索することでも COTOBA Talk のインストール画面を表示できます。 

※Android端末の機種によって画面表示や操作手順が異なる場合があります。 

 

② 「インストール」をタップして COTOBA Talk スマートフォンアプリをインストールし、「開く」をタップして、スマートフォン

アプリを起動します 

              
   

          

 Google Play   

          

 Google Play   

COTOBA Talk   

     

      

    

    

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cotobadesign.cotoba_talk_app&hl=ja
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3. スマートフォンアプリの使い方 

以下の説明で図示するスマートフォンアプリの画面は iOS端末の画面ですが、Android 端末もほぼ同じレイアウトの画面

になります。iOS 端末と Android 端末で操作の手順や画面レイアウトが異なる場合は、Android 端末の画面も図示し

説明します。 

※Android端末の機種によって画面表示や操作手順が異なる場合があります。 

 

4.1 スマートフォンアプリの起動とログイン 

① スマートフォンアプリを起動すると、ログイン画面が表示されます。 

② メールで通知されたユーザ ID（メールアドレス）とパスワードを入力して「ログイン」をタップします。 

 

※ユーザ ID（メールアドレス）とパスワードは、メールアドレス宛に届く下図のようなメールに記載しています。 

 

 

 

件名: 【COTOBA Talk】 ユーザアカウントが発行されました 

--- 

◯◯ ◯◯ 様 

 

COTOBA Talk の管理ユーザ(xxxx@xxxx.xxxx.com)があなたのユーザアカウントを作成しました。 

下記のセットアップガイド（一般ユーザ編）の手順に沿って、COTOBA Talk をご利用下さい。 

※アプリをインストールすると、利用規約、同意書を承諾したことになります。利用規約等については、セット

アップガイド 11 ページをご確認ください。 

 

■アカウント情報 

 

ユーザ ID 

xxxxxx@xxxxx.co.jp 

 

パスワード 

xxxxxxxx 

 

＜以下省略＞ 

               

 グ     

               

 グ       

ユ   ID     

パ ワ      

  グ        
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③ 管理ユーザが多要素認証の設定を有効にしたユーザは、下図のように認証コードを入力する画面が表示されます。

認証コードを入力し、「認証コードを設定」をクリックしてください。 

（「多要素認証の設定」については管理コンソール利用マニュアルを参照ください） 

※認証コードは、管理ユーザが多要素認証を有効にした際に、管理ユーザが登録した電話番号へ SMSで送信さ

れます。 

 

 

※認証コードの有効期限は SMS 着信後 3分です。 

※3分以上経過した場合は、キャンセルをタップして、②のログイン画面に戻り、再度ログインすると、認証コードが再

送付されます。 

                                                                      

④ パスワードの表示／非表示は、パスワード入力欄右にある  のアイコンをタップすると変更できます。 

 

⑤ ログインすると、トークルーム一覧画面が表示されます。 

※初期設定では、「General、チーム 1、チーム 2」の 3 つのトークルームが表示されます。 

※トークルームの追加、名前の変更、削除、検索については、後述する「4.3 トークルーム」を参照ください。 

…… 

パ ワ   

非表示 

パ ワ   

表示 

 証コ       

SMSで届いた 証コ   

ク  ク 

 証コ      

https://talk.cotoba.net/documents/console_manual.pdf
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⑥ Android 端末の場合、インストール直後の初回ログイン時に、位置情報の使用許可の確認ダイアログが表示されま

す。 

※特別な理由がある場合を除いて「アプリの使用時のみ」を選択しタップします。 

※Android端末の機種によって画面表示や操作手順が異なる場合があります。 

 

 

 

4.2 メニュー 

メニュー画面では、プロフィールの編集、マイクミュート操作設定、位置情報共有の設定、ログアウトができます。 

アプリの使用時

のみをタップ 

 マ クミュ  操作設定 
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4.2.1 プロフィールの編集 

ユーザ名と氏名をユーザが編集して変更することができます。 

※ユーザ名はグループトーク画面に表示される各ユーザの表示名になります。 

 

①  トークルーム一覧画面右下の「メニュー」をタップし、「プロフィール編集」をタップします。 

 

 

 

② 「ユーザ名」または「氏名」の編集が終了したら、プロフィール編集画面右上の「保存」をタップします。 

 

 

ユ  名 編集 

氏名 編集 

保存     
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4.2.2 マイクミュート操作設定 

グループトーク中のマイクミュート操作（ミュート／アンミュートの切り替え）を、グループトーク画面のアイコンのタップで行う

以外に、スマートフォンに接続している有線ヘッドセットのボタンで行うことができます。また、スマートフォン本体を手で軽く

叩くこと（本体タップ）で行うこともできます。これらのマイクミュート操作に関する設定を行うには、トークルーム画面の下部

にある「メニュー」をタップし、「マイクミュート操作設定」をタップします。 

 

 

ヘッドセットボタンによるマイクミュート操作の設定 

ヘッドセットボタンによるマイクミュート操作をオンにするには、下図のようにスライドボタンをタップしオン／オフを設定し、

保存ボタンをタップして設定を保存します。 

※ヘッドセットボタンによるマイクミュート操作は、初期設定ではオンになっています。 

※ヘッドセットボタンによるマイクミュート操作については「4.4.2 グループトーク画面の操作」を参照ください。 

 

マ クミュ  操作

設定     

iOS    初期設定（オ ） iOS    オフに設定 

保存     

保存     

iOS 

端末 

Android端末     

初期設定（オ ） 

Android

端末 

Android端末    

オフに設定 
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本体タップによるマイクミュート操作の設定 

本体タップによるマイクミュート操作を設定するには、下図のようにスライドボタンをタップしオン／オフを設定し、保存ボタ

ンをタップして設定を保存します。 

※本設定は iOS アプリにのみあります。Android アプリにはありません。 

※本体タップによるマイクミュート操作の初期設定は、オンです。 

※本体タップによるマイクミュート操作については「4.4.2グループトーク画面の操作」を参照ください。 

 

 

4.2.3 位置情報共有の設定 

GPSにより取得したスマートフォンの位置情報を COTOBA Talkのユーザ間で共有することができます（位置情報共

有）。位置情報共有をオンにすると、スマートフォンの位置情報が 30秒間隔で COTOBA Talkのシステムに送信され、

COTOBA Talkのシステムから他のユーザのスマートフォンに配信・共有されます。位置情報共有をオンに設定すること

で自身の位置を他のユーザに知らせながら、COTOBA Talk を利用することが出来ます。 

※位置情報共有の初期設定はオフです。 

  

位置情報共有のオン／オフの切り替え 

① トークルーム画面の下部にある「メニュー」をタップし「位置情報共有」をタップします。 

保存     

iOS    初期設定（オ ） iOS    オフに設定 

iOS 
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② 「位置情報共有」のスライドボタンをタップしオン／オフを切り替え「保存」をタップして設定を保存します。 

※初期設定はオフです。 

 

③ 各画面の上部にある位置情報共有のアイコンの色によって位置情報共有のオン／オフの状態が分かります。 

位置情報共有がオンの場合は、各画面上部にあるアイコンは赤色、オフの場合はグレーになります。 

 

  

オ に切り替え 

保存     

位置情報共有 

設定がオ  

位置情報共有

 設定がオフ 



COTOBA Talk アプリインストール・利用マニュアル                           株式会社コトバデザイン 

 

 15 / 54   

 

4.3 トークルーム 

トークルームはグループトークを行う場所（複数のユーザが双方向に同時通話できる空間）です。ユーザが同じトークルー

ムに入る（以降「トークルームに入室」と記載します）ことで、グループトークが出来るようになります。ユーザはグループ通話

の目的などによって複数のトークルームを作成し、グループトークを行うことができます。 

※初期設定では、「General、チーム 1、チーム 2」の 3 つのトークルームが表示されます。 

トークルーム一覧画面は、画面左下の「ルーム」をタップすると表示されます。 

トークルームに入室者がいる場合、トークルームの右端に のアイコンが表示されます。 

4.3.1 トークルームの作成  

① トークルーム一覧画面を表示し、トークルーム一覧画面右下にある「＋」のアイコンをタップしてください。 

 

② トークルーム作成画面が表示されるので、「トークルーム名」を入力してください。 

※全角 12 文字以内で、ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字、半角全角文字を使用できます。 

＋     

  ム     

  ク  ム名 

    

作成完了 

  ク  ム作成 
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4.3.2 トークルーム名の変更 

① トークルーム一覧画面で変更したいトークルームの右にある「︙」のアイコンをタップし、「名前の変更」をタップします。 

※入室者がいるトークルームは「名前の変更」ができません。 

 

② トークルーム名を変更し、「トークルーム変更」をタップしてください。 

 

名  変更 

     

︙ 

     

 室者がいる  ク  ム  

 名  変更 ができません 

  ク  ム変更 

    

変更完了 

  ク  ム名 変更 
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4.3.3 トークルームの削除 

① トークルーム一覧画面で削除したいトークルームの右側にある「︙」のアイコンをタップし、「削除」をタップします。 

 

② トークルームの削除を確認するダイアログが表示されるので、「削除」をタップしてください。 

※トークルームを削除するとそのトークルームでのグループトークで通話記録されたデータ（書き起こしテキスト／音

声／写真／位置情報）も削除されます。 

※入室者がいるトークルームは削除できません。 

 

削除     

︙     

削除     

削除完了 

 室者がいる  ク  ム  

削除できません 



COTOBA Talk アプリインストール・利用マニュアル                           株式会社コトバデザイン 

 

 18 / 54   

 

4.3.4 トークルームの検索 

① トークルーム一覧画面で画面上部の「トークルームの検索」に検索文字列を入力すると、あいまい（部分一致）検索が

できます。 

※大文字／小文字、全角／半角を区別して検索されます。 

 

② 検索文字列を削除すると、すべてのトークルームが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ク  ム 検索に 

検索したい文字    
検索結果 表示 

検索文字列 削除 
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4.3.5 トークルームのお気に入り設定 

トークルーム一覧画面に表示されるトークルームの数が多い場合、よく使うトークルームをお気に入りとして設定し、お気に

入り設定したトークルームだけを一覧表示することができます。 

 

① トークルーム名の左下にある☆のアイコンをタップすると、☆のアイコンが黄色になり、お気に入りとして設定されます。 

※お気に入り設定を解除するときは、黄色くなった☆のアイコンをタップしてください。 

 

 

② お気に入りに設定したトークルームを表示するには、画面上部にある「お気に入り」をタップします。 

※トークルーム一覧画面を表示するには、画面上部にある「すべて」をタップしてください。 

 

  

☆     黄色に変化 

お気に り 
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4.4 グループトーク 

複数のユーザと映像付きのグループトークを行う操作方法について説明します。グループトークを行うには、グループトー

クに参加する各ユーザが同じトークルームに入室します。トークルームの最大参加ユーザ数は 20人です。１回の（音声

のみの）グループトークの時間制限はありません。ただし、カメラをオン、もしくは、画面共有機能をオンにして映像つ

きのグループトークを行う場合は、ご利用になるプランにより１月当たりの映像つきグループトークの合計のご利用時

間の制限があります。 

4.4.1 グループトークの開始 

① 画面下部にある「ルーム」をタップし、トークルーム一覧画面を表示します。 

※入室者がいる場合、トークルームの右端に   アイコンが表示されます。入室者がいない場合は表示されません。 

※入室者の人数は表示されません。 

 

② 入室したいトークルームをタップするとグループトークが開始しグループトーク画面になります。 

 室者がいる場合

 表示 

  ム     

 室したい  ク  ム  
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4.4.2 グループトーク画面の操作 

マイクミュート操作 

グループトーク中のマイクミュート操作（ミュート／アンミュートの切り替え）には以下の 3 種類の操作方法があります。 

 

• グループトーク画面のアイコンタップによるマイクミュート操作 

• 接続している有線ヘッドセットのボタンによるマイクミュート操作 

• 本体タップ（スマートフォン本体を手で軽く叩く）によるマイクミュート操作 

 

① スマートフォンアプリを起動して、初めてトークルームへ入室すると、マイクへのアクセスを求めるダイアログが表示され

ますので、OK をタップして下さい。 

※マイクのアクセスを許可しない場合、マイクミュート操作が動作しないことがあります。スマートフォンの設定で

COTOBA Talk のマイクへのアクセスを許可してください。 

 

② グループトーク画面のアイコンタップによるマイクミュート操作 

画面下部左にあるマイクのアイコンをタップします。タップする度にミュート／アンミュートが切り替わります。 

ミュ  ⇔  ミュ    

切り替え マ ク  コ   

    

マ ク ミュ   マ ク   ミュ   

 K     

Android端末 場合（※機種によって操

作が異なる場合があります。） 

      時 み 
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※トークルームへの入室時には、マイクはミュートです。 

※マイクミュート操作を行うと「マイクミュートを解除しました。」／「マイクをミュートにしました。」と音声で通知します。 

 

③ ヘッドセットボタンによるマイクミュート操作 

有線ヘッドセットのボタンを押し下げすることで、ミュート／アンミュートが切り替わります。 

※マイクミュート操作を行うと「マイクミュートを解除しました。」／「マイクをミュートにしました。」と音声で通知します。 

※ヘッドセットの機種により、ボタンでの操作ができない場合があります。 

 

④ 本体タップによるマイクミュート操作 

スマホ本体を手で軽く叩く（本体タップ）ことで、ミュート／アンミュートが切り替わります。また、マイクがミュート／アンミ

ュートのどちらの状態であるかを確認することもできます。衣服のポケットなどにスマートフォン本体を入れて、衣服の

上から本体をタップしても機能します。 

※本機能は iOS アプリのみ機能です。Android アプリにはありません。 

 

 

「タンタタ」というリズムで本体タップを行うと、マイクのミュート／アンミュートが切り替わります。 

※マイクミュート操作を行うと「マイクミュートを解除しました」／「マイクをミュートにしました」と音声で通知します。 

 

「タタタタ」というリズムで本体タップを行うと、現在のマイクのミュート状態を音声で通知します。マイクのミュート状態が

アンミュートの場合は「マイクはアンミュートです」、ミュートの場合は「マイクはミュートです」と通知します。 

 

※本体タップは、軽いタップです動作するように調整されていますので、本体を強くタップすることは避けてください。

（本体が破損する恐れがあります。） 

※タップしても反応しない場合は、タップする場所を本体中央部に変える、または指の先（爪を立てた状態）よりも、指

の腹（指を寝かせた状態）にしてタップするなどしてください。 

※スマートフォンにカバーを装着している場合は、タップに反応しにくい場合があります。 

 

カメラの操作 

カメラをオンにしてグループトークに参加している他のユーザにカメラの映像を配信しながら通話することができます。 

※映像を配信して通話できる時間には 1 ヶ月当たりの合計時間の制限があります。（制限はご利用プランによって異なりま

す。） カメラをオフにして音声のみで通話される時間には制限はありません。 

 

 マ  フォ  本体 指で    衣服 ポケ  に れた状態で、服 上から   しても OK 
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① スマートフォンアプリを起動してトークルームへ入室し、初めてカメラをオンにすると、カメラへのアクセスを求めるダイア

ログが表示されるので、「OK」をタップします。 

 

② カメラのオン／オフは、画面下部中央にあるカメラのアイコンをタップします。 

※入室時には、カメラはオフの状態です。 

※カメラのアイコンをタップするごとに、オン／オフが切り替わります。 

※オン／オフを切り替えると「カメラを有効にしました。」／「カメラを無効にしました。」と音声で通知します。 

 

③ グループトーク画面上部のアイコンのタップでカメラの向きをイン（内向き）／アウト（外向き）に切り替えられます。 

※入室時には、カメラの向きはインカメラ（内向き）です。 

 

 

 

 K 

     

カメ オフ⇔カメ オ  

   切り替え  

カメ      

カメ オフ    
カメ オ     

      時 み 

     

Android端末 場合(※機種によって操作が異なる場合

があります。） 
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  （内向き） 映像    （外向き） 映像 

   内向き ⇔   （外向き） 

 切り替え  
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画面表示モード 

グループトーク画面の表示には、タイル表示モードと拡大表示モードがあります。 

 

• タイル表示モード： グループトークに参加している全ユーザの表示領域がタイル状に配置されます。 

• 拡大表示モード： グループトークに参加しているユーザのうち１名のユーザの表示領域が拡大表示されます。 

拡大表示するユーザは選択することができます。 

 

※トークルームへの入室人数が 2人以下の場合、入室した直後の画面表示モードは拡大表示モードになります。 

※トークルームへの入室人数が 3名以上の場合、入室した直後の画面表示モードはタイル表示モードになります。 

 

① グループトーク画面の下の右から２つ目のアイコンのタップで拡大表示モードとタイル表示モードが切り替わります。 

 

 

 室者 3人 場合  

拡大表示モ   

 室者 3人 場合  

   表示モ   

拡大表示モ  ⇔ 

   表示モ    

切り替え  

     

拡大表示モ  ⇔ 

   表示モ    

切り替え  

     

 室者 1人 場合  

拡大表示モ   

 室者 1人 場合  

   表示モ   
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② グループトーク画面の上部と下部の操作メニューが表示されていない場合、ユーザ名の画面部分（青枠部分）をタッ

プすると表示されます（下図）。 

 

 

 

③ 拡大表示モードで拡大表示するユーザを変更する場合は、画面下部のユーザ画面をタップします。 

※タップ後、画面下部のユーザ画面に、拡大表示になったユーザには、ピンのアイコンが表示されます。 

※拡大表示されるユーザは、入室順に、拡大表示されます。 

 

 

青枠内     

拡大表示されて

いるユ     
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④ 発話中（音声を入力している状態）のユーザのユーザ画面の枠は緑色で表示され、そのユーザが発話中であることが

分かります。 

 

ネットワークの状態表示 

タイル表示モード時に、各ユーザ画面の右上に、そのユーザが使用している端末が接続しているネットワーク状態が表示

されます。 

 

 

 

 

 

発話者 緑枠で表示 

ネ  ワ ク状態 表示 
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音声デバイスの設定 

① COTOBA Talk のグループトーク時に使用する音声デバイスの設定を変更するには、グループトーク画面の上部に

ある     のアイコンをタップします。 

 

② アイコンをタップすると下図のように使用可能な音声デバイスの選択メニューが表示されます。現在選択されている音

声デバイスは水色の文字で表示されます。使用する音声デバイスをタップすると、その音声デバイスが使用されます。 

※選択メニューに Bluetooth の音声デバイスが表示されるのは、スマートフォンに Bluetooth 音声デバイスを接続し

ている場合です。 

 
 

※Bluetooth 音声デバイス接続時には、Bluetooth の音声デバイスがデフォルトで選択されます。 

※Bluetooth 音声デバイス未接続時には、スピーカーがデフォルトで選択されます。 

  u     h 接続時  ピ カ 設定時 電話設定時 
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会話中のメッセージ 

グループトーク中のユーザ間でのテキストと写真のチャット送受信、さらに、通話記録を行っている場合は、グループトーク

に参加している各ユーザの発話の書き起こしテキストの閲覧とその音声再生が、会話中のメッセージ画面でできます。 

※「通話記録」については「4.4.6通話記録」を参照ください。 

※会話中のメッセージにおいて、写真の送受信、ユーザの発話の書き起こしテキストの閲覧とその音声再生に対応してい

るのはスマートフォンのアプリのみです。COTOBA Talk Web は対応していません（チャットのテキストの送受信のみが

表示されます）。 

 

① グループトーク画面の下の操作メニュー     のアイコンをタップしてください。 

 

 

 

② 会話中のメッセージの画面です。 

 

 

 

     

写真ファ   選択 

チャ  で送受信されたテキ  と写真

 閲覧 

チャ  と通話記

録 合わせて表示 

通話記録された発話音声 書き

 こしテキ   表示とそ 音

声 再生 

 

テキ    欄 

送信 

また キ ボ   送信     

カメ で写真 撮影 



COTOBA Talk アプリインストール・利用マニュアル                           株式会社コトバデザイン 

 

 30 / 54   

 

③ テキストを送信する場合は、画面の下にあるテキスト入力欄にテキストを入力し、テキスト入力欄の右にある送信アイコ

ン、またはキーボードの「送信」をタップしてください。 

※テキスト入力欄で改行はできません。 

 

 

④ カメラで写真を撮影して送信する場合は、画面下部の左端にあるカメラアイコンをタップして写真を撮影します。 

※Android 端末の場合、機種によって画面表示や操作手順が異なる場合があります。 

 

 

 

テキ      
 送信      

＞

    

iOSの場合 

撮影 

  /  

 切替 
キャ セ  

送信 

再撮影 

撮影 

  /   切

替 

再撮影 

送信 

Android 場合 

※機種により異なる 
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※送信された写真をタップすると、拡大表示されます。 

※拡大表示を終了する場合は、画面左上にある✕をタップしてください。会話中のメッセージの画面に戻ります。 

 

 

⑤ 既に撮影した写真を送信する場合は、画面下部、左から 2番目の写真アイコンをタップしてください。 

※iOS端末の場合「写真」へのアクセスを確認するダイアログが表示されます。「その他の写真を追加選択…」または

「現在の選択項目を保持」のどちらかを選択しタップしてください。下図の例では、「その他の写真を追加選択…」をタ

ップしています。 

※写真を選択すると（複数選択可）画像右下の◯にチェックマークがつきますので、確認後、画面右上の「完了」をタ

ップしてください。 

 

 

 

 

送信完了 メ セ ジ

 表示 

送信された写真

 表示 

写真    す

ると拡大表示 

拡大表示 終了 

✕     

    
どちらか 選択し    

※例で  すべて 写真へ  クセ 

        

iOS 
選択した写真右下

にある◯     

複数選択  

選択が完了したら    

iOS 

iOS 場合 み操作が必要な   

※Android端末 場合 操作不要 

iOS 場合 み操作が必要な   

※Android端末 場合 操作不要 
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会話中のメッセージ画面の下部に選択した写真が表示されるので、写真の右上に表示されている◯をタップして送信

する写真を選択します（複数選択可）。 

タップすると◯が数字を表示し赤色へ変化します。 

※下図の例では 3つの写真を選択しています。 

選択した写真を送信するには、赤く変化した送信アイコンをタップします。 

 

 

写真を送信すると、画面上部に緑色の「画像を送信しました」というメッセージが表示され、会話中のメッセージ画面に

写真が表示されます。 

※複数の写真を、同時に送信した場合は、表示されるまでに少し時間がかかります。 

 

※送信された写真をタップすると拡大表示されます。 

 

送信完了  

メ セ ジ 表示 

送信された写真 

表示 

  したら 

送信マ ク     

選択した写

真    

選択した写真 右上

にある◯     
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⑥ グループトークで通話記録をしている場合には、会話中のメッセージ画面に参加しているユーザの発話音声の書き起

こしテキストが表示され、その音声を再生することが出来ます。 

※「通話記録」については、後述する「4.4.6通話記録」を参照ください。 

※通話記録を使用していない場合は、発話の書き起こしテキストの表示はされず、その音声を再生するためのアイ

コンも表示されません。 

 

 

※グループトーク画面に戻ってグループトークをしている場合でも、通話記録は継続して動作していますので、会話

中のメッセージの画面に戻るとグループトーク画面でグループトークをしている間に記録された書き起こしテキストと音

声再生アイコンの履歴も表示されます。 

 

 

発声音声  

書き こしテキ   表示 

   すると 

音声再生 

通話記録     グ     ク表示   

※通話記録 であれば、  がこ 状態でも発

話 書き こしテキ   会話  メ セ ジ

   にそ 履歴が記録されています。 

会話  メ セ 

ジ   コ  

会話  メ セ ジ    

※発話 書き こしテキ  とそ 音声 

履歴 表示 
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⑦ 会話中のメッセージの表示には「すべて」、「テキスト」、「音声」の３種類のモードがあります。 

「すべて」を選択すると、チャットで送受信される内容（テキスト、写真）と通話記録の内容（各ユーザの発話の書き起こ

しテキストとその音声）を合わせたすべてのメッセージの履歴が表示されます。 

「テキスト」はチャットとして送受信される内容（テキスト、写真）の履歴のみ表示されます。 

「音声」は、各ユーザの発話の書き起こしテキストとその音声の履歴のみが表示されます。 

 

 

※「音声」の画面では、テキストの送信はできますが、送信したテキストは、「音声」の画面には表示されません。「すべ

て」または「テキスト」の画面へ変更すると表示されます。 

 

 

 

 

    
    

テキ  、写真、各ユ   発

話 書き こしテキ  とそ 

音声、すべて 履歴 表示 

テキ  、写真 履歴 表示 

※各ユ   発話 書き こし

テキ  とそ 音声 非表示 

各ユ   発話 書き こし

テキ  とそ 音声 表示 

※テキ  と写真 非表示 

＞

 音声 表示   

テキ     し送信 

 音声 表示  で 、 

テキ   送信しても表示されない 



COTOBA Talk アプリインストール・利用マニュアル                           株式会社コトバデザイン 

 

 35 / 54   

 

 

 

 

⑧ 会話中のメッセージの画面では最新のメッセージが画面の最下部に表示されます。 

以前のメッセージを確認したい場合は、画面をドラッグして上下スクロールします。 

（画面右端に縦スクロールバーが表示されます。） 

 

 

 

 

 

縦 ク    

バ 表示 

チャ      

縦 上下 に ク    

 テキ   表示  で 、 

テキ   送信したら表示される 

 すべて 表示  で 、 

テキ   送信したら表示される 
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⑨ 会話中のメッセージの画面からグループトーク画面に戻る場合は、画面左上部にある「✕」のアイコンをタップしてくだ

さい。 

 

 

⑩ グループトーク画面でのグループトーク中に、会話中のメッセージに新着メッセージが届くと、通知音とともに、会話中

のメッセージのアイコンに赤い印が表示されます。 

※上記の動作は、チャットで送受信される内容（テキスト、写真）が追加された場合のみで、通話記録の内容が追加さ

れた場合は起こりません。 

 

 

⑪ グループトークを終了する（トークルームから全員が退室する）と、会話中のメッセージの画面に表示されていたメッセ

ージの履歴はすべて消去されます。 

※自分がトークルームを退室した後でも、トークルームに他のユーザが入室していてグループトークが継続している

間は、メッセージの履歴は消去されません。自分が参加していたグループトークが継続している間に再度参加する

と、自分が退室していた間にやりとりされたメッセージを含めて会話中のメッセージの画面で閲覧することができます。  

※グループトークの終了後も、会話中のメッセージに表示された履歴（記録）は COTOBA Talk のシステムに保存さ

れており、通話記録ビューアで閲覧することができます。  

 

 

✕     

会話  メ セ ジ 

  コ に新着メ セ

 ジ 通知 
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4.4.3 グループトークの終了 

グループトークを終了する（トークルームを退室する）場合は、画面左下にあるアイコンをタップしてください。 

※トークルームを退室すると、トークルーム一覧画面になります。 
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4.4.4 グループトークへのユーザの呼び出し 

同じトークルームで、グループトークへ参加していないユーザを呼び出すことができます。 

※他のトークルームに入室しているユーザも呼び出すことができます。 

 

① グループトーク画面の上部にある「ユーザの呼び出し」をタップし、ユーザを呼び出します。 

※ユーザ一覧画面は距離順、ユーザ名順、お気に入りを選択でき、ユーザ検索も利用可能です。 

（後述する「ユーザの検索」を参照ください。） 

 

② 「キャンセル」と表示されている間は、ユーザを呼び出しています。 

※ユーザを呼び出し中に、画面を遷移すると、自動的にユーザの呼び出しがキャンセルになります。 

※ユーザがスマートフォンアプリを起動していない場合、呼び出しをしても、通知履歴を見ることはできません。 

 

 

③ ユーザが呼び出しに応じ、グループトークに参加すると、ユーザ一覧から、そのユーザが消えます。 

※画面左上の「✕」のアイコンをタップすると、グループトークへ戻ります。 

ユ   呼び出し     

招待する 

     
呼び出し  

✕     



COTOBA Talk アプリインストール・利用マニュアル                           株式会社コトバデザイン 

 

 39 / 54   

 

④ ユーザが呼び出しを拒否した場合には、「キャンセル」が「不参加」へ変更されます。 

※呼び出しを拒否したユーザには、通知履歴が残ります。（後述する「通知履歴）を参照ください。） 

 

4.4.5 呼び出しへの応答 

① 他のユーザから呼び出されると、呼び出し音が鳴り、トークルーム一覧画面に、呼び出しのダイアログが表示されま

す。 

※他のトークルームへ入室していても、呼び出しのダイアログは表示されます。 

※スマートフォンアプリを起動していない場合、呼び出しのダイアログと通知は表示されません。 

※スマートフォン端末をマナーモードに設定している場合、呼び出し音は鳴りません。 

 

② 「参加」をタップすると、グループトークに参加できます。 

 

 

 

③ 「拒否」をタップすると、グループトークへは参加しません。 

※通知履歴に呼び出しを受けたことが通知されます。 

          

参加     
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通知履歴 

通知履歴は、トークルーム一覧画面、ユーザ一覧画面、グループトーク画面で閲覧できます。 

 

① 通知履歴は、各画面の右上のベルのアイコンをタップします。  

 

※ ベルのアイコンに、赤丸で数字が表示されたら、新着の通知がその数字の数だけ届いています。 

 

 

 

② ベルのアイコンをタップすると、通知履歴が表示されます 

※未読の通知履歴は赤く表示され、既読の場合は白く表示されます。 

 

 

 

 

 

ベ      

ベ      

  ク  ム一覧   
グ     ク   ユ  一覧   

  ク  ム一覧   グ     ク   

ベ      

２通 新着通知があります 
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③ 通知履歴の表示を終了するには、画面左上の「✕」をタップします。 

 

 

 

  

未読 通知履歴 
既読 通知履歴 通知履歴がない状態 

未読 通知履歴 

既読 通知履歴 

✕     
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ユーザの検索 

グループトークに呼び出すユーザを、ユーザ名順、距離順、お気に入り、ユーザの検索から検索できます。 

 

① 距離順は自身の端末からの距離が近い順でユーザを表示します。 

 

② 「ユーザ名順」は、アルファベット、ひらがな、カタカナ、漢字の昇順で表示されます。 

 

 

③ お気に入りには、お気に入りに設定したユーザが表示されます 

 

 

お気に り     

ユ  名順     

距離順     
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④ ユーザを検索する場合は画面上部の「ユーザの検索」に検索したいユーザ名を入力してください。 

※あいまい（部分一致）検索ができます。 

※大文字小文字、全角半角を区別します。 

※既に同じトークルームへ入室しているユーザは検索できません。 

      

4.4.6 通話記録 

通話記録は、グループトークでユーザが行う通話をサーバに記録・保存し、後で閲覧することができる機能です。 

※通話記録は、プロフェッショナル、エンタープライズのプランで利用可能な機能です。ベーシック、スタンダードのプラン

ではご利用になれません。 

 

記録されるデータは、グループトークでのユーザが発話する音声とその音声の書き起こしテキスト、ユーザの映像、ユーザ

の端末の位置（ユーザの端末がスマートフォンの場合）、記録された時刻です。 

記録される音声とその書き起こしテキストは、どのユーザの発話によるものかが完全に区別されます。 

 

① 通話記録を開始するには、グループトーク画面の右下にあるアイコンをタップしてください。 

 

ユ  名    
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② アイコンをタップすると、画面上部に「グループトークの通話記録準備中」と表示されます。 

 

 

③ 同じトークルームに入室しているユーザ全員の各画面上部に「○○が通話記録を開始しました」と表示され、通話記

録が始まります。 

※通話を記録中は、同じトークルームに入室しているユーザ全員の各画面左上に「REC」という文字が表示されま

す。 
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④ 通話記録を終了するには、グループトーク画面右下にあるアイコンを再度タップしてください。 

※通話記録の停止は、開始したユーザだけでなく、同じトークルームに入室しているユーザ全員ができます。 

 

 

⑤ タップすると通話記録の停止を確認するダイアログが表示されるので、「はい」をタップしてください。 

 

⑥ 「○○が通話記録を停止しました」というダイアログがグループトーク画面上部に表示され、通話記録が停止します。 

※記録した通話記録を通話記録ビューアで確認するには、通話記録停止後、そのトークルームからユーザ全員が退

室し、グループトークを終了してください。 

※グループトークが終了しない限り、通話記録ビューアでは全ての記録を確認できません。 

    

4.5 ユーザ 

ユーザ一覧画面を表示するには、トークルーム一覧画面の下部中央の    のアイコンをタップしてください。 

4.5.1 ユーザの一覧 

ユーザの一覧は、ユーザ名順、お気に入り、距離順、地図と、ユーザの検索結果で表示できます。 

 

① 「ユーザ名順」は、アルファベット、ひらがな、カタカナ、漢字の昇順で表示されます。 

② 「お気に入り」はお気に入り設定をしたユーザが表示されます。 

※お気に入り設定は後述する「4.5.2ユーザの状態」と「4.5.3ユーザのお気に入り設定」を参照ください。 

 

③ 「距離順」は、利用者と距離が近い順に表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 い     
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④ 「地図」は、位置情報の使用を許可したユーザが表示されます。 

※位置情報のマップピンをタップすると、ユーザ名が表示されます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
ユ  名表示 

名 順 お気に り 距離順 
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4.5.2 ユーザの状態 

① ユーザ一覧を表示すると、ユーザ名、氏名、距離、入室している場合はそのトークルーム名が表示されます。 

 

 

② ユーザ一覧で特定のユーザをタップするとそのユーザの状態が表示されます。 

 

 

                                    

 

ユ  名  

    

ユ  名、氏名 表示 

 室している 

  ク  ム 表示 

ユ  名 表示 

 室している 

  ク  ム名 表示 

 

位置情報 表示 



COTOBA Talk アプリインストール・利用マニュアル                           株式会社コトバデザイン 

 

 48 / 54   

 

4.5.3 ユーザのお気に入り設定 

ユーザの状態の画面右上にある☆のアイコンをタップすると、☆のアイコンが黄色になり、お気に入りに設定されます。 

※設定を解除するときは、黄色の☆のアイコンを再度タップしてください。 

 

4.5.4 ユーザの位置 

ユーザ一覧画面の「地図」をタップすると、ユーザの位置を確認できます。 

 

ユーザ一覧画面を表示し、画面右上の「地図」をタップすると、ユーザの位置が表示されます。 

※位置情報のマップピンをタップすると、ユーザ名が表示されます。 

 

 

 

 

☆     黄色へ変更 

    

ユ  名表示 
地図     
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4.6 ログアウト 

① トークルーム一覧画面を表示し、画面右下の「メニュー」をタップすると、メニュー画面が表示されるので、「ログアウト」

をタップしてください。 

② 「ログアウト」を確認するダイアログが表示されるので、「ログアウト」をタップしてください。 

 

 

③ ログアウトするとログイン画面が表示されます。 
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4.7 パスワードのリセット 

① ユーザ ID を入力後、ログイン画面の下にある「パスワードのリセット」をタップすると、「リセット」を確認するダイアログ

が表示されるので、「リセット」をタップしてください。 

      
 

② ユーザ ID（メールアドレス）に下図のような確認コード（下図の XXXXXX）が記載されたメールが届きます。 

 

※管理ユーザが管理コンソールで多要素認証の設定を有効にしたユーザには、登録した電話番号へ下図のような確

認コードが SMS で届きます。 

（「多要素認証の設定」については「管理コンソール利用マニュアル」を参照ください。） 

 

 

※確認コードの有効期限は SMS 着信後 3分です。 

※3分以上経過した場合は再度、パスワードをリセットすると、確認コードが再送付されます。 

 

 

 

 

 

 セ       

パ ワ    セ   

      

https://talk.cotoba.net/documents/console_manual.pdf
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③ ②のメールまたは SMSに記載された確認コードと新しいパスワードを入力して、「パスワードをリセット」をタップしてく

ださい。 

※パスワードがリセットされたら、トークルーム一覧画面になります（新たに設定したパスワードでログインした後の状態

になります）。

 
 

  

4.8 その他の機能 

4.8.1 外観モードの設定 

端末の設定で、COTOBA Talk の外観モードをライトモードあるいはダークモードに設定することができます。 

 

●iPhone 端末 

 

① 外観モードの設定は iPhone 端末の「設定」から下図の手順で行います。 

※下図ではダークモードに設定しています。 

 

 

 

 

 

  コ      

新しいパ ワ      

パ ワ    セ   

     

設定     

  表示と明るさ 

     

  ク 
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② ダークモードに設定した場合 COTOBA Talk スマートフォンアプリは下図のような画面になります。 

 

●Android 端末（※機種によって操作が異なる場合があります。） 

 

① 外観モードの設定は Android 端末の「設定」から下図の手順で行います。 

※下図ではダークモードに設定しています。 

 

② ダークモードに設定した場合 COTOBA Talk スマートフォンアプリは下図のような画面になります。 

 

 

設定     

ディ  レ   

    

  クテ マ 

 ON 

  クテ マが 

ON 状態 
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付録 

COTOBA Talk の動作に必要なネットワーク通信の条件 

COTOBA Talk をお使いになる場合は、COTOBA Talk のスマートフォンアプリ、あるいは、Web ブラウザの各アプリが

下記のファイアウォールルールに示す通り、標記宛先（ドメイン、サブネット）に対して、標記のプロトコル・ポート番号でのイ

ンターネットへの通信が出来ることが必要です。 

ご利用のネットワーク環境からインターネットへの通信に関して、ファイアウォール等で通信可能なプロトコル・ポート番号を

制限している場合は、下記のインターネットへの通信を許可してください。 

 

プロトコル ポート番号 接続元アプリ 宛先（ドメイン、サブネット） 

tcp 443 

• スマートフォンアプリ 

• COTOBA Talk Web 

• 通話記録ビューア 

• 管理コンソール 

*.talk.cotoba.net 

131.186.32.0/20 

131.186.56.0/21 

132.145.112.0/20 

132.226.0.0/20 

138.2.0.0/19 

138.3.208.0/20 

140.83.32.0/21 

140.238.32.0/19 

141.147.160.0/19 

150.230.96.0/20 

150.230.192.0/19 

152.70.96.0/20 

155.248.160.0/19 

158.101.64.0/19 

158.101.128.0/19 

168.138.192.0/19 

193.123.160.0/20 

134.70.80.0/22 

140.91.32.0/23 

140.204.8.128/25 

146.56.127.192/26 

192.29.36.0/22 

192.29.40.0/21 

udp 3478 

tcp 5349 

udp 10000 
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商標・登録商標について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Google、Android、Android ロゴ、Google、Gmail、Google ロゴ、Google Chrome、Googleマップ、Google Play、

Google Play ロゴは、Google LLC の商標または登録商標です。 

・Apple、Apple ロゴ、Apple Pay 、iPhone、iPad、iPad mini、iPad Air、iPod、iPod touch、Mac、Mac ロゴ、

Macintosh、iMac、macOS、OS X、Safariは、Apple Inc.の商標です。 

・iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 

・iOS は、Apple Inc. の OS名称です。IOS は、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその

他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。 

・App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。 

・Microsoft、Microsoft ロゴ、Microsoft Edge、Windows、Windows NT、Windows Vista、Windows Server、

Internet Explorer、Microsoft Office 、Excel、PowerPoint、Wordは、米国 Microsoft Corporation の米国及び

その他の国における登録商標または商標です。 

・Windowsの正式名称は Microsoft(R) Windows(R) Operating System です。 

・Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc. USA の商標または登録商標です。 

・Wi-Fi、Wi-Fi CERTIFIED Miracast、Miracast、Wi-Fi／Wi-Fi 6は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。 

・当マニュアルその他アプリ等における各社の商標記載においては™や®などの商標表示を省略する場合があ

ります。 

 

・その他、当マニュアルその他アプリ等に掲載の商品名称やサービス名称等は、一般に各社の商標または登

録商標です。 

・その他会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 


