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COTOBA Talk とは

• COTOBA Talk はインターネット回線を用いた映像つきグ
ループ通話サービスです
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• スマートフォン、タブレット、PC の Web ブラウザのアプリ
で複数のユーザが双方向にグループ通話ができます

スマートフォン

タブレット

PC Web ブラウザ

• その他に、ユーザの位置を地図上で確認でき、グループ通話
の内容を書き起こしテキストとして保存できるなど、ビジネ
スで行う通話で便利にお使いいただける機能があります



COTOBA Talk のセットアップの流れ
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• ① COTOBA Talk から自動送信されたメールの確認
• 管理ユーザの操作により一般ユーザとして作成されたことを通知するメールです
• メールに記載されたユーザIDとパスワードをご確認下さい

• ② アプリをインストール・ログイン、グループ通話を開始
• COTOBA Talk アプリをスマートフォンにインストールします
• アプリを起動しユーザID、パスワードを入力してログインします
• グループ通話を利用する場所（トークルーム）に入室してグループ通話を開始します

管理ユーザ
（申込者）

一般ユーザユーザーID,パスワード

ワークスペースに
一般ユーザ作成・登録

一般ユーザの作成操作
メール受信

管理
コンソール

・
・
・

アプリインストール／ログイン

トーク
ルーム

トークルームに入室して
グループ通話利用



① COTOBA Talk から自動送信されたメールの確認
• COTOBA Talk を利用するためのユーザIDとパスワードが記載されています
• 次ページ以降の手順で、スマートフォンにアプリをインストールし、この
ユーザIDとパスワードでアプリにログインします
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From: no-reply@talk.cotoba.net
Subject: 【COTOBA Talk】ユーザアカウントが発行されました
---
◯◯ ◯◯様

COTOBA Talk の管理者 (xxx@xxx.xxx) 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。
・・・

■アカウント情報
ユーザID
xxx@xxx.xxx.xxx

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

（以下表示省略）

COTOBA Talk から自動送信されたメール

一般ユーザの
ユーザID

一般ユーザの
パスワード

本セットアップ
ガイドのURL



② アプリをインストールする (iOS)
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• iOS 端末に COTOBA Talk をインストールします

https://apps.apple.com/app/cotoba-talk/id1641513614
iOS 端末のブラウザで上記の URL にアクセスするか、
左記の QR コードをカメラでスキャンすると AppStore の
COTOBA Talk のインストール画面にアクセスできます

入手ボタンを
タップ

AppStore の COTOBA Talk のインストール画面

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


② アプリをインストールする (Android)
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• Android 端末に COTOBA Talk をインストールします

Android 端末のブラウザで上記の URL にアクセスするか、
左記の QR コードをカメラでスキャンすると Google Play の
COTOBA Talk のインストール画面にアクセスできます

インストールを
タップ

Google Play の COTOBA Talk のインストール画面

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

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


② アプリにログインする (iOS) 

• インストールしたアプリを起動します

7COTOBA Talk セットアップガイド

COTOBA Talk 
のアイコンを
タップ

COTOBA Talk のログイン画面

• ユーザIDとパスワードを入力してログインします

アプリの起動の途中で位置情報の利用許可を尋ねるダイアログが出ることがあります
位置情報に関する COTOBA Talk の機能を利用する場合は利用を許可します

ユーザIDを入力

パスワードを
入力

ログインを
タップ

※ログインできないとき：
パスワード文字列が見えるモードに切り替えて、
パスワードを正しく入力しているか確認してください



② アプリにログインする (Android) 
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• インストールしたアプリを起動します

COTOBA Talk 
のアイコンを
タップ

COTOBA Talk のログイン画面

• 管理ユーザのユーザIDとパスワードを入力してログインします

ユーザIDを入力

パスワードを
入力

ログインを
タップ

※ログインできないとき：
パスワード文字列が見えるモードに切り替えて、
パスワードを正しく入力しているか確認してください



② グループ通話を開始する (1)

• ログイン後、トークルームの一覧画面が表示されます
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• トークルームに入室してグループ通話を開始する

• 予め３つのトークルームが作成されています
• トークルームをタップすることで、トークルームに
入室しグループ通話を開始できます

• トークルームに関する他の操作は、スマートフォン
アプリ インストール・利用マニュアルをご覧下さ
い

トークルームの一覧画面

• グループ通話を行うユーザにどのトークルームに入室するかを連絡します
• 各ユーザで指定されたトークルームをタップして入室します。
• グループ通話の画面に切り替わり、グループ通話が始まります

自分

他のユーザ

他のユーザ

グループ通話の画面

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


② グループ通話を開始する (2)
• グループ通話中の操作
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• グループ通話の画面をタップすると操作アイコンのエリアが表示されます

操作アイコン
エリア

グループ
通話終了

マイク
オン／オフ

カメラ
オン／オフ

オフ

オン オン

オフ

• 主な操作アイコンの機能

• マイクオンの時のみ音声が通話相手に伝わります
• カメラオンにするとスマートフォンのカメラ映像が通話相手に送られます
• グループ通話終了をタップすると、トークルーム一覧画面に戻ります
• 他の操作アイコンの機能についてはスマートフォンアプリ インストー
ル・利用マニュアルを御覧ください

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


② 通話相手を呼び出してグループ通話を開始する (1)
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• グループ通話の画面から通話したいユーザを呼び出すことができます
※予め通話相手のユーザにトークルームを連絡しておく必要はありません

• トークルームをタップして、グループ通話画面に移ります
• ユーザの呼び出しをタップして、呼び出すユーザの一覧画面を表示させます

呼び出すユーザの一覧画面

• 一覧から呼び出すユーザの「招待する」をタップします

ユーザを呼び出し中

次ページの図の左上に
続きます



② 通話相手を呼び出してグループ通話を開始する (2)
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（注）他のユーザからの呼び出しを受けるには、アプリが起動している必要があります
アプリが未起動・スリープ状態の場合、他のユーザからの呼び出しを受けれません

ユーザを呼び出し中

呼び出し通知が表示される
（呼び出し音が鳴ります）

呼び出し
元の
ユーザ

呼び出し
先の
ユーザ

呼び出し通知に応答します

呼び出したユーザが応答
するとそのユーザが
一覧に表示されなくなります

グループ通話が開始します

グループ通話画面に戻ります

• 呼び出し先のユーザのスマートフォンに呼び出し通知表示され音が鳴ります
• 呼び出し先のユーザが応答するとグループ通話が開始します
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COTOBA Talk の他のアプリ・機能について

アプリ・機能
スマートフォンアプリ iOS アプリ ダウンロード URL

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

Android アプリダウンロード URL
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cotobadesign.cotob
a_talk_app&hl=ja

マニュアル
https://talk.cotoba.net/documents/app_mobile_manual.pdf

COTOBA Talk Web
（Web 版通話アプリ）

URL
https://app.client.talk.cotoba.net/

マニュアル
https://talk.cotoba.net/documents/app_web_manual.pdf

通話記録ビューア URL
https://app.recorder.talk.cotoba.net/

マニュアル
https://talk.cotoba.net/documents/app_recorder_manual.pdf

管理コンソール URL
https://console.talk.cotoba.net/

マニュアル
https://talk.cotoba.net/documents/console_manual.pdf

COTOBA Talk を利用にあたって同意いただく文書

文書
サービス利用規約 https://talk.cotoba.net/documents/term_of_service.pdf

COTOBA Talk 利用に
関する同意書

https://talk.cotoba.net/documents/COTOBA_Talk_agreement.pd
f

個人情報の取り扱いに
ついて

https://cotobadesign.com/privacy/

• 本セットアップガイドでご案内している内容以外のアプリ・機能のご利用に関して
は下記の URL、マニュアルをご参照下さい。

• COTOBA Talk のご利用にあたって下記の文書の内容のご確認をお願いします。
• COTOBA Talk を利用されると、下記の文書の内容に同意されたことになります。

https://apps.apple.com/app/cotoba-talk/id1641513614
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cotobadesign.cotoba_talk_app&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cotobadesign.cotoba_talk_app&hl=ja
https://talk.cotoba.net/documents/app_mobile_manual.pdf
https://app.client.talk.cotoba.net/
https://talk.cotoba.net/documents/app_web_manual.pdf
https://app.recorder.talk.cotoba.net/
https://talk.cotoba.net/documents/app_recorder_manual.pdf
https://console.talk.cotoba.net/
https://talk.cotoba.net/documents/console_manual.pdf
https://talk.cotoba.net/documents/term_of_service.pdf
https://talk.cotoba.net/documents/COTOBA_Talk_agreement.pdf
https://talk.cotoba.net/documents/COTOBA_Talk_agreement.pdf
https://cotobadesign.com/privacy/

