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iOS端末をご利用のお客様

iPhone iPad
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はじめに ～Apple IDの確認方法～

本サービスはFaceTimeを使用します。
FaceTime設定の際、Apple IDが必要となります。下記方法にてご確認ください。

① ホーム画面の「設定」アイコンをタップ

②iTunes＆App Storeをタップし、確認ください。

こちらにも記載されています。
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はじめに ～FaceTimeの設定～

①Apple ID/パスワードをご準備ください。
②Apple IDを使い、FaceTimeにオンに設定をお願い致します。

③

③ 着信用メールアドレスを確認② FaceTimeの設定① ホーム画面の「設定」アイコンをタップ

○○○○@xxxx.com

○○○○@xxxx.com

FaceTimeを選択してください。Apple IDが空欄になって
いれば、Apple IDとPWを入力してサインインしてください。
※AppleIDをお持ちでない方は、サインイン下部の「AppleIDを

新規作成」から新規にアカウントを作成してください。

以下の手順に従い、FaceTimeが利用できるよう設定してください。

FaceTime設定の注意事項

○○○○@xxxx.com

○○○○@xxxx.com

着信用連絡先に✔がついているかご確認ください。
※Apple IDとは別のメールアドレスを設定することも可能です。

設定が完了してもFaceTimeが「オフ」になっていると
サービスの利用ができませんので、常時FaceTimeは
「オン」の状態にしておいてください。
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緑色になっておればオンです。

拡大
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①
②

緑になっていればオンになっております。
白の場合、オフとなっておりますので
オンに設定変更をお願い致します。
※パスワードの設定は不要です。

③この後にどこでも☆通訳にログインする際、ログインID/パスワードをwebサイトに記憶させるため、
「設定」→「Safari」→「自動入力」→「ユーザー名・パスワード」をオンにしてください。

はじめに ～自動入力設定について～
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①

②

緑になっていればオンになっております。
白の場合、オフとなっておりますので
オンに設定変更をお願い致します。

③この後にどこでも☆通訳にログインする際、ログインID/パスワードをwebサイトに記憶させるため、
「設定」→「パスワードとアカウント」→「パスワードを自動入力」をオンにしてください。

はじめに【iOS 12以降の端末をご利用の方】 ～自動入力設定について②～
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ログイン方法 ～どこでも☆通訳へログイン～

「Ｓａｆａｒｉ」アイコンをタップ

アドレス欄に下記ＵＲＬを入力し、ログイン画面にアクセスしてください。
https://ne.doko-t.com

ログイン画面にて、別途書面『◆ 「どこでも☆通訳」 ログインＩＤ・
パスワードのご案内」』のログイン情報（ID/PASS）と画像に表示されている文字を入力
し、ログインをタップ

8桁の番号。
（例：123-45678）

アルファベットと番号が混在した6桁の文字。
（例 a1b2c3）

アドレス欄

※次回よりログインID・パスワードの入力を省略する為、
パスワードを保存を必ずご選択ください。

必須

https://ne.doko-t.com
※httpの後にsが付きます。ご注意ください。



③ FaceTimeID入力② FaceTimeIDタップ① 「設定」アイコンをタップ

どこでも☆通訳設定方法 ～FaceTimeIDの入力～

P.3ページで設定したFaceTimeID
(Apple ID)を入力し、保存をタップ

ポップアップの「OK」をタップするか、
設定アイコンから設定画面へ
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iOS端末をご利用の場合、初回利用時にFaceTimeID(Apple ID)を登録いただく必要があります。

※一文字でも相違しているとFaceTimeからの
着信を取れないため利用ができません。



⑤ オペレーターとの通話開始④ 応答をタップ

② OKをタップ① 利用したい言語をタップ ③ オペレーターへの接続画面表示
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FaceTimeからの着信に応答してください。

iOS端末からのご利用の場合、リクエストをしてからFaceTimeでのコールバックを受けて
オペレーターとのやり取りが開始されます。

どこでも☆通訳利用方法
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ホーム画面にどこでも☆通訳のアイコンを追加

①

②

③

③「追加」を選択し、ホーム画面へ追加してください。
次回よりホーム画面からどこでも☆通訳が
すぐにご利用可能となります。

① Safari画面上にある を選択してください。

② 「ホーム画面へ追加」を選択してください。
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Android端末をご利用のお客様

スマートフォン タブレット
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「Google Chrome」アイコンをタップ
※Google Chromeアプリのインストールが必要なります。

アドレス欄に下記ＵＲＬを入力し、ログイン画面にアクセスしてください。
https://ne.doko-t.com

※ホーム画面に追加をしていただくと次回からのアクセスが簡単になります。

ログイン画面にて、別途書面『◆ 「どこでも☆通訳」 ログインＩＤ・
パスワードのご案内」』のログイン情報（ID/PASS）と画像に表示されている文字を入
力し、ログインをタップ

8桁の番号。
（例：123-45678）

アルファベットと番号が混在した6桁の文字。
（例 a1b2c3）

アドレス欄

※次回よりログインID・パスワードの入力を省略する為、
パスワードを保存を必ずご選択ください。

ログイン方法 ～どこでも☆通訳へログイン～



④ オペレーターとの通話開始

② OKをタップ① 利用したい言語をタップ ③ オペレーターへの接続画面表示
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どこでも☆通訳利用方法
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ホーム画面にどこでも☆通訳のアイコンを追加

①Chromeの上部右にある3点並んだ
マークを選択してください

①

②

②「ホーム画面に追加」を選択してください。
次回よりホーム画面からどこでも☆通訳が
すぐにご利用可能となります。



各メニューへの遷移【共通】
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どこでも☆通訳TOP画面

各種お知らせを掲載します。

利用履歴の確認を行います。

コールセンターの問い合わせ先、
FAQやマニュアルが確認できます。

『どこでも☆通訳』ではお客様が利用しやすいようシンプルな構成にしております。

ユーザー情報を入力します。
（任意）

お知らせ

利用履歴

ヘルプ画面

ユーザー情報設定

システムメンテナンスや
新しい取り組み等の

お知らせを掲載します。

詳細はP15へ

下記が確認できます。
・コールセンター問い合わせ先
・マニュアル
・FAQ
・利用規約

詳細はP16へ

対応時間に制限のある言語は
対応時間外の場合、
コールボタンがグレーアウトします。

対応時間外コールボタン



利用履歴【共通】
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直近3ヶ月の利用履歴明細が確認できます。（それ以前の履歴を確認する事はできません。）

通訳を行った日付が表示されます。

利用日

通訳を開始した時間が表示されます。

開始時間

通訳を行った言語ボタンが表示されます。

言語

通訳していた時間が表示されます。

通話時間

キャンセルや通信不良による接続失敗の履歴は
表示されません。

注意事項



各種お客様情報登録【共通】
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各種お客様情報を登録できます。（ご登録は任意のため、登録しなくてもご利用可能です。）
※ご利用状況により、ご登録いただいたメールアドレス宛もしくは電話番号宛にご連絡させていただく場合があります。

お問い合わせ時に必要なお客様名になります。

契約名

任意のお客様名を登録できます。

会員名

iOS端末ご利用のお客様のみ項目が表示されています。
iOS端末ご利用の方はFaceTimeIDを登録してください。

※FaceTimeID

メールアドレスを登録できます。

メールアドレス

連絡先電話番号を登録できます。

電話番号

利用履歴が確認できます。

料金プラン

ログインパスワードを任意のパスワードへ変更できます。

ログイン設定
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トラブルシューティング
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iOS11.3以降でご利用のお客様に関しまして、再ログインの際に下記手順が必要となります。
※IOS11.3以前及びAndroidのお客様はID/PASSが自動で入力されている状態となります。

① どこでも☆通訳のアイコンを
タップしていただくと、
ログイン画面が表示されます。

② UserIDをタップいただくとキーボードが
出てきます。キーボードの左上の
【パスワード】をタップしてください。

③ 前回入力したUserIDを選択してください。
前回ご入力いただいたID・パスワードが
自動的に入力されます。
そのままログインしてくだい。

繋がらなかったとき ～ログアウトしてしまった～
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繋がらなかったとき②

【iOSご利用のお客様】
・接続を押しても繋がらず最初の言語選択の画面に戻ってしまう。
⇒FaceTimeがオフになっている
又はAppleIDが相違している可能性がございます。再度ご確認ください。
「はじめに ～FaceTimeの設定～」をご確認ください。⇒P.3参照

・FaceTimeも合っているのに繋がらない。
⇒iOSのバージョンが古い可能性がございます。「設定」→「一般」→「情報」よりご確認ください。
アップデートが可能な場合、アップデートをお願い致します。

＞

バージョン確認方法

アップデート方法

③① ②
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繋がらなかったとき③

【Androidご利用のお客様】

・ご利用される端末のOSとGoogleChromeを最新のバージョンにアップデートをお願い致します。
※OSが古い場合、正常に動作しない場合があります。

※機種によりアップデート方法が若干変わる可能性がございます。

1.「設定(本体設定)」をタップ 2.「端末情報」をタップ 3.「ソフトウェア更新」をタップ 4.「今すぐ更新」をタップ 5.「インストール」をタップ
6.「OK」を押すと
スマホが再起動します

1 Play ストア タップ
2.画面左上で、メニュー アイコン メニュー 次へ
[マイアプリ＆ゲーム] の順にタップします。

3.[アップデート] で
Chrome Chrome アプリ を探します。

4.Chrome が表示されている場合は、
[アップデート] をタップします。

端末アップデート方法

アプリアップデート方法
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繋がらなかったとき④

・端末が動かなくなってしまった。
⇒何かしら端末で不具合が起きている可能性がございます。
端末上部の電源ボタンとホームボタンを長押ししていただき強制再起動を行ってください。
※Android端末の場合、機種によって操作が異なる場合がございます。

・safariでURLを入力したが白い画面になってしまった。
⇒ネットワークが繋がっていない又はURLが相違している可能性がございます。

URLは全て半角でご入力ください。

https://ne.doko-t.com
※httpの後にsが付きます。ご注意ください。

【共通】

【共通】

Android端末iOS端末


