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チャンネル開設の流れ



チャンネル開設の流れ
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アプリをダウンロード

新規登録

配信コードを入力

チャンネルプロフィールの設定

収録・放送開始



アプリをダウンロードする
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iOSの方はこちら Androidの方はこちら



新規登録する

新規登録をする方法は4種類あります。

再生アプリでログインしたことがある場合は、同じ方法でログインをしてください。
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1. VoicyIDで新規登録

2. Twitterアカウントで新規登録

3. facebookアカウントで新規登録

4. Googleアカウントで新規登録

5. Apple IDアカウントで新規作成

VoicyIDで新規登録をする場合は [Voicy IDを新規登録 ]を押し

てください。

SNSアカウントで登録する場合はそれぞれの画面の内容にし

たがって連携を完了させてください。

※新規登録が完了し、ログインをする場合は同じ方法でログインをしてく

ださい。



配信コードを入力する

配信コードはVoicyから連絡します
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配信コードを入力し、 [認証する]を押してください。



チャンネル・プロフィールを設定する①

メニューから[チャンネル・プロフィール設定]を選択します。
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画面左上のチャンネルアイコンを押してください。 [チャンネル・プロフィール設定 ]を選択します。



チャンネル・プロフィールを設定する②

メニューから[チャンネル・プロフィール設定]を選択します。

9

ページ下部の

チャンネルカテゴリ設定も

お忘れなく！

画面右上の編集ボタンを押します。 各項目を編集し、

完了したら画面右上の保存ボタンを押します。
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収録をはじめる



収録の手順① 放送を作成する

ホーム画面を開き、画面右下のマイクボタンを押してください。
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収録の手順② 収録する

収録するチャプターのマイクアイコンを選択し、収録ボタンを押して収録を開始します。
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チャプターを選択します。 収録ボタンを押すと、収録が始まります。



収録の手順③ 収録を停止する

停止ボタンを押して、収録を停止することができます。
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収録中に停止ボタンを押します。 停止中は収録した音声の確認をすることができます。

倍速で再生します

収録した音声を

再生して確認します

収録を再開します



収録の手順④ 収録再開位置や再生開始位置を指定する

14

波形をスライドして、収録を再開する位置や再生を開始する位置を

指定することができます。



収録の手順⑤ 収録を完了する

[収録完了]ボタンを押して、チャプターの収録を完了します。
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停止画面で [収録完了]ボタンを押します。 確認のダイアログが表示されます。 OKを押して完了するとチャ

プターの音声の編集ができなくなります。



収録の手順⑥ 放送タイトルとチャプター名を編集する
（iOSの場合）
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放送作成画面で変更したい箇所をタップすると、テキストを編集できます。

チャプター名はキーボードの [テンプレート] から選択することも可能です。（通常入力も可能です）

チャプター名は  [テンプレート ] から

選択することもできます

編集したい箇所を

選択し編集します

一覧のタイトルを

タップ（選択）すると

編集中のチャプター名に

反映されます
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放送作成画面で[タイトル編集]ボタンを押します。

タイトルを変更したい箇所をタップするとテキスト編集をすることができます。

放送作成画面で [タイトル編集 ]ボタンを押します。

編集したい箇所を

選択し編集します

編集が完了したら

[保存する]ボタンを押

します。

収録の手順⑥ 放送タイトルとチャプター名を編集する
（Androidの場合）



● 放送タイトルやチャプター名に

間違いはありませんか？

● チャプターには画像や URL記事を　追

加するオプションがあります。

添付内容に間違いはないですか？

(使い方はP20～の「機能を使いこな

す」をご覧ください )

収録の手順⑦ 放送を開始する

[放送を開始/予約]ボタンを押し、「今すぐ放送開始」か「日時を予約して放送する」か

どちらかを選んで放送することができます。

18

すべての収録が完了したら、

[放送を開始 /予約]ボタンを押します。

 放送を開始する前に

予約して放送をする場合、

日時を選択する画面へ遷移します。
日時を選択して予約する画面



収録の手順⑧ 放送を停止する

放送作成画面で[放送を停止]ボタンを押します。
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停止したい放送を選び

[放送を停止 ]ボタンを押します。

ダイアログが表示されます。

OKを押して放送を停止します。
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機能を使いこなす



記事を追加する①

Voicyでは、放送で引用が可能な記事を用意しています。

記事を追加すると、記事をみながら収録することができます。

21

[編集メニュー ]ボタンを押し、

編集を開始します。

[記事を追加 ]ボタンを押します。



記事を追加する②

22

記事を選んで、選択します。

[この記事を追加 ]ボタンを押して、

記事を追加します。

ここから記事を検索す

ることができます



記事を追加する③
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記事の追加が完了すると、

記事をみながら収録をすることができます。

記事を一度閉じてしまった場合も、 [編集メニュー ]から

[記事を表示 ]ボタンから表示することができます。



URLを追加する①

URLを追加して、チャプターにリンクを表示させることができます。
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[編集メニュー ]ボタンを押し、

編集を開始します。

[URLを追加]ボタンを押します。

(外部記事の引用についての

注意事項はP43を参照してく

ださい。)



URLを追加する②
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URLを入力します

URLを入力し、右上の保存アイコンを押します。



URLを追加する③
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URLの追加が完了すると、

Webページをみながら収録をすることができます。

(外部記事の引用についての

注意事項はP43を参照してく

ださい。)



画像を追加する①

チャプターに画像を表示させることができます。
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[編集メニュー ]ボタンを押し、

編集を開始します。

[画像を追加 ]ボタンを押します。



画像を追加する②
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どちらかを選んで写真を追加します。

切り取り範囲を選択して、

[完了]ボタンを押します。



画像を追加する③
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画像の追加が完了すると、

画像をみながら収録をすることができます。



コメントを表示し、見ながら収録する①

リスナーからのコメントを表示しながら収録できます。
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[編集メニュー ]ボタンを押し、

編集を開始します。

[コメント一覧を表示 ]ボタンを押します。



コメントを表示し、見ながら収録する②
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コメントをみながら収録をすることができます。

コメントに対して文字で返信し

たい場合はP44をご覧くださ

い



音声の削除・チャプターの削除

チャプターに収録した音声の削除とチャプターの削除は、

ゴミ箱アイコンから削除することができます。

32

音声を削除したいチャプターの画面を開き、

ゴミ箱ボタンをタップします。

チャプターは音声を削除してからでないと

削除することができません。



放送の削除

放送を削除するには、まずチャプターの音声を全て削除する必要があります。

(P32 音声の削除・チャプターの削除を参照してください)
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チャプターの音声を全て削除したら、

ゴミ箱アイコンを押してメニューを開きます。

[放送を削除 ]を選びます。



アカウント切り替え

アカウントを複数お持ちの方は、

アカウントの切り替えが発生します。
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どのアカウントで放送するのかをきちんと

確認してから放送しましょう！

一番右にある少し大きめのものが

現在のチャンネルのアイコンを

表しています。

ここのアイコンを押すことで、

アカウントを切り替える

ことができます。
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収録以外の機能について



お知らせ

「お知らせ」タブでは、Voicyからのお知らせだけでなく、

様々なお知らせが表示されます。
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メニュータブのお知らせアイコンを押します。

Voicyからのお知らせはまとめて表示されます。



プッシュ通知とは、

運用中のアプリから自動的にユー

ザーに向けて有益な情報を、スマー

トフォンで表示や音で通知する機能

活動の通知

あなたの活動やリスナーさんからの反応がタイムラインで見ることができます。
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ここには活動の通知設定が表示されます。

プッシュ通知とは？

カスタマイズして、必要な通知だけを

受け取ることができます。

活動の通知では、

・フォロー

・コメント

・あなたの放送が聴かれている時間

・あなたの放送を聴いた人数

を知ることができます。



選択した期間中に

よく聴かれた放送のランキングが

ここで見ることができます

ダッシュボード

再生回数や再生時間など、詳しいデータをアプリ内で確認できます！

38

よく聴かれている放送や期間を選んで詳しいデータを確認することができます。

ここから期間を選んで

より詳しいデータを確認

することができます
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よくある質問
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トップ画面から [ログイン]ボタンを押します。

アカウント作成時に入力したメールアドレスと

パスワードを入力して [ログイン]ボタンを押します。

(再生アプリのログインアカウントと共通になります )

Q. ログイン方法がわかりません

それでもわからない方はお手

数ですが、P49のお問い合わ

せフォームまでご連絡くださ

い。

ソーシャルログインの場合は該

当のサービスアイコンを押してく

ださい。
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画面左上のチャンネルアイコンを押してください。

アカウント設定などがメニューから確認できます。

Q. メニューはどこから開けますか？



再アップロード  (音声アップロード未済 )
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Q. チャプターのマークの意味を教えてください

未収録

収録完了 (音声アップロード中 )

収録完了 (音声アップロード済 )

マークでチャプターの収録状況を知ることができます。

※ アップロード未済、アップロード中のチャプターある場

合は放送を開始することができません
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Q. 記事の引用と読み上げについて教えてください

記事の内容などを引用する引用は、放送内で引用元を明確に述べ

てください。

[編集メニュー ]の[記事の選択 ]から選択した記事は読み上げて放送

することが可能です。



44

Q. コメントに文字で返信をしたいです

コメントに文字で返信をする際には

再生アプリから操作を行う必要があります。

1.  再生アプリにログインします。

(再生アプリには、収録アプリと同じログイン方法でログインします )

2. 返信したいコメントの [返信]を押してください。

3. メッセージを打ち込んだあと、 [送信]を押してください。
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Q. 放送中または放送予約中の放送回を編集したいです

放送を停止することなく、以下の編集が可能です。

修正内容はすぐに放送中の放送に反映されます。

● 放送名の変更

● チャプター名の変更

● チャプターの並び替え

● 既存チャプーの削除

● 新規チャプターの追加 /録音

● チャプター画像の追加 /変更/削除

● チャプターURLの追加/変更/削除

以下を変更する場合には、「タイトル編集」ボタンをタップします。

● 放送名の変更

● チャプター名の変更

● チャプターの並び替え
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Q. 放送中の放送を削除したいです

放送中の放送を削除したい場合は、まず放送の停止をする必要があります。

(P19の放送を停止するを参照してください)

次に全てのチャプターの音声を削除します。

(P32の音声の削除・チャプターの削除を参照してください)

全てのチャプターの音声を削除したら、放送を削除します。

(P33の放送を削除するを参照してください)
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[記事を追加 ]を押します。

スポンサータブから記事を追加してください

※該当のチャンネルにのみ自動的に表示されます

Q. スポンサー記事の選び方がわかりません
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放送一覧画面から「放送をシェアする」ボタンを押します。

Q. 放送をSNSでシェアしたいです

シェアしたいSNSを選択してください。

「埋め込みコードをコピー」ボタンを押すと、

iframeの埋め込みコードをコピーすることができます。



アプリに関するお問い合わせ
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お困りのことがありましたら、以下のフォームからお問い合わせください。

https://form.run/@personality-recorder

https://form.run/@info-recorder
https://form.run/@personality-recorder

