
外国語でのコミュニケーションに不自由していませんか。
あなたのスマートフォンで利用できる無料の音声翻訳サービスがあります。

無料音声翻訳サービスの御案内
資料４‐３

あなたのスマ トフォンで利用できる無料の音声翻訳サ ビスがあります。
短い旅行会話の翻訳に最適です。ぜひお試しください。

NariTra
提供者

VoiceTra4U
提供者：成田空港株式会社

・英語、中国語、韓国語、日本語に対応
・成田空港以外の場所でも利用可能

・英語、中国語、韓国語、日本語を含む
27カ国語に対応

・5人（5言語）までの同時翻訳が可能

提供者：U-STAR

特徴 特徴

駅はどこですか？

火车站在哪儿

Where is
the station?

対応機種：iPhone、Android
（WiFi、3G、LTE等の通信環境が必須）

サポートサイト

対応機種：iPhone
（WiFi、3G、LTE等の通信環境が必須）

サポートサイト

App StoreかGoogle Playで”NariTra”を検索
してインストールしてください

App Storeで”VoiceTra4U”を検索してインス
トールしてください

VoiceTra4Uの詳細な利用方法は裏面に記載

http://www.narita-airport.jp/jp/fun/app/naritra/ http://www.ustar-consortium.com/app_ja/app.html

・本アプリは無料ですが、サービスをご利用いただくための通信料はご利用者の負担となります。海外ローミング
が高 があ ご 意 無 勧

利用にあたっての注意

の場合、通信料が高額になる場合がありますのでご注意ください。無料WiFiの利用をお勧めします。

・入力された音声、テキストおよびその翻訳結果、また利用者のプロフィールや位置情報は、音声翻訳技術の改
良のために、利用される場合があります。

・本アプリのご利用は、利用者自身の責任において行われるものとします。サービス提供者は本アプリの利用に
よって生じたいかなる損害についても責任を負いません。

このサービスに採用されている音声翻訳技術はNICTが開発したものです



VoiceTra4Uには2通りの利用方法があります。

グ ド 翻訳結果を相手 る また 聞か る と 会話 ます

VoiceTra4Uの使い方

・シングルモード： 翻訳結果を相手に見せる（または聞かせる）ことで会話します。
・チャットモード： 複数台用いて最大５人で同時に会話します。

シングルモード

言語切替音声 テキスト

火车站在哪儿

Where is
the station?

音声かテキストで入力します。
音声の場合は、「マイク」ボタ
ンを押し、話してください。話
し終わったら、「終了」ボタン
を押します。

音声認識の結果と翻訳
文が表示されます。言語
を変える場合は右下の
「言語」ボタンを押してくだ
さい。

チャットモード

駅はどこですか？

「連絡先一覧」からチャットす
る相手を選択し、「通話」ボタ
ンを押します。相手が応答す
ると チ トが始まります

チャット中、音声で話しか
けるかテキストで入力して
ください。自動的に翻訳さ
れて相手に送信されます

火车站在哪儿

Where is
the station?

音声入力できる言語 翻訳できる言語 音声出力できる言語

翻訳できる言語

ると、チャットが始まります。 れて相手に送信されます。

チャットモードを利用するためには予めアプリをインストールした端末を必要台数用意しておく必要があります。

英語
⽇本語
中国語
韓国語
インドネシア語
ベトナム語
ポルトガル語
トルコ語
ハンガリー語

英語
⽇本語
中国語
韓国語
インドネシア語
ベトナム語
ポルトガル語
トルコ語
ハンガリー語

ポーランド語
タイ語
マレー語
ヒンディ語
フランス語
ロシア語
ウルドゥ語
フィリピン語
モンゴル語

英語
⽇本語
中国語
韓国語
インドネシア語
ベトナム語
ポルトガル語
トルコ語
ハンガリー語

音声入力できる言語

１７言語

翻訳できる言語

２７言語

音声出力できる言語

１４言語
ネパール語
シンハラ語
ゾンカ語
ドイツ語
オランダ語
デンマーク語
イタリア語
スペイン語
アラビア語

ポーランド語
タイ語
マレー語
ヒンディ語
モンゴル語

ポーランド語
タイ語
マレー語
ヒンディ語
フランス語
ロシア語
ドイツ語
オランダ語



Need some help to speak in foreign languages?
Here are two excellent apps for machine translation services.

Free Translation Services

“NariTra” and “VoiceTra4U” are free speech translation apps 
best suited for travel-related conversations. Try them !

NariTra VoiceTra4U
Provided by Narita Airport

・It can translate between  English, 
Chinese, Korean and Japanese

・It can be used inside and outside of 
Narita AirPort

・It can translate between  27 languages 
including English, Chinese, Korean 
and Japanese. 

・It can manage conversations between

Provided by U-STAR

Features Features

Narita AirPort. ・It can manage conversations between 
up to 5 persons at any one time.

駅はどこですか？

火车站在哪儿

Where is
the station?

・You need iPhone or Android phones with a 
connection to wifi, 3G, or LTE.

・For more information, visit the website

・You need iPhone or Android phones with a 
connection to wifi, 3G, or LTE.

・For more information, visit the website

Find “NariTra” at App Store or Google Play 
and install it on your smart phone.

Find “VoiceTra4U” at App Store and install 
it on your smart phone.

There are some tips for use on the reverse.

http://www.narita-airport.jp/jp/fun/app/naritra/ http://www.ustar-consortium.com/app_ja/app.html

・When using these apps, you are responsible for telecommunication fees. Be aware that international 

Attention

roaming costs may vary. Please be advised to use free wifi to avoid this.
・All data from speech and text input, as well as translation results, profile and location data will be 

recorded in the U-STAR server. U-STAR may use this data for future upgrades in the speech translation 
technology and development.

・You use these services at your own risk. Neither Narita Airport nor U-STAR have any obligations 
regarding any damage caused by these services.

The machine translation technology is developed by NICT.



VoiceTra4U has two modes for use.
’Si l M d ’ i d h ki t th

How to use VoiceTra4U

’Single Mode’ is used when speaking to one other person.
'Chat Mode' is used to chat with multiple devices (up to 5); face-to-face 
or remotely.

Single Mode

language
speech text

火车站在哪儿

Where is
the station?

The recognition result
and the translated text
will be displayed. Tap
the 'Language' icon at
the bottom right to
switch languages.

Input either by speech or
text. To input speech, tap
the 'Mic' icon at the bottom
of the screen. Tap 'Finish'
when you're done speaking.

Chat Mode

駅はどこですか？

火车站在哪儿

Where is
the station?

Add friend/friends you wish
to chat with from your
contact list and tap the
'Call' button. Chat will
begin as soon as your

Input speech or text and
it will automatically be
translated and delivered
to your friends.

Speech Input Translation Voice generation

Available Languages

All person joining the chat session should install “VoiceTra4U” on their own smart phone before starting to chat.

begin as soon as your
friend responds to your call.

Speech Input
17 Languages

Translation
27 Languages

Voice generation
13 Languages

Polish 
Thai 
Malay 
Hindi 
French 
Russian 
German 
Dutch 

English 
Japanese 
Mandarin 
Korean 
Indonesian 
Vietnamese 
Portuguese 
Turkish 
Hungarian 

Nepali 
Sinhala
Dzongkha 
German 
Dutch
Danish
Italian
Spanish
Arabic 

English 
Japanese 
Mandarin 
Korean 
Indonesian 
Vietnamese 
Portuguese 
Turkish 
Hungarian 

Polish 
Thai 
Malay 
Hindi 
French 
Russian 
Urdu 
Tagalog
Mongolian 

Polish 
Thai 
Malay 
Hindi 
Mongolian 

English 
Japanese 
Mandarin 
Korean 
Indonesian 
Vietnamese 
Portuguese 
Turkish 
Hungarian 


