
on 2021/06/24  smart talki 修正確認 β―版 by Apple iOS 14.5 
～

iOs 14.6 最新アップデートの状
況で確認

Smart talki β―版確認ス
タート

クリップボードをオフ状態

Clipboard off

ここで音声入力しても上

記”Lineにsmart talkieか
らペースト”と表示される

が 原語、翻訳が表示さ

れません。

クリップボードをオン状態

Clipboard on

右側にスライド

左側にスライド

slide to lift side

slide to Right side

ここで音声入力すると上

記”Lineにsmart talkieか
らペースト”と表示され、

原語、翻訳が表示されま

す。

wechatでの音声入
力

WhatsAppでの音声入力

すべてのSNS、email,word 等で クリップボードに音声入力で 問題なく 原語、翻訳語が 表示される
All SNS, email, word, etc. can display the original and translated words on the clipboard by voice input without 
any problem.

instgarmでの音声入力 Twitterでの音声入力

”中画を表示する” → ”クリップボードを有効にする” に

変更

When the video clip is turned off (X), the following message is displayed. However, this content is a different expression. instgarmWhen the video clip is turned off (X), the following message is displayed. However, this content is a different expression.

???
Wrong 

sentence

ピクチャーインピクチャー機能を

オフにすると、アプリはバックグラ

ウンドでクリップボードにアクセス

してテキストを入力できなくなりま

す。

??? 
Wrong 

sentence

after the clipboard
function is turned off, 
the app cannot access 

the clipboard in the 
background and input  

text.
クリップボード機能をオフにす

ると、アプリはバックグラウンド

でクリップボードにアクセスし

てテキストを入力できなくなり

ます。

after  the clipboard function   keeping The result after direct voice input is displayed on the input board.  The original language and translated text are 
displayed without any problem.

評価結果： "クリップボードを有効にする” この機能で 基本問題はないですが、 やはり ビデオクリップは 不要です。 早急に対応してください
Evaluation result: "Enable clipboard" There is no basic problem with this function, but video clips are still unnecessary. Please respond as soon as 
possible



ビデオクリップの不要の一つに 非常に困惑する 内容のビデオクリップである 中国語のビデオクリップが現れる！！ 海外の人は奇妙に思うので 即 削除してください！！
One of the unnecessary video clips is a Chinese video clip that is a very confusing video clip! !! Overseas people think it strange, so please delete it immediately! !!

？？？？？ 一体 なんの 真似ですか？？ 中国語で 日本

人が理解しますか？？？ 中国で販売するには

問題ないでしょうが！！！

世界の人が これをみて 奇妙に思いますよ！！
What on earth are you imitating? ?? Do Japanese 
people understand in Chinese? ?? ?? There should 
be no problem selling it in China! !! !!People all 
over the world find it strange to see her! !!

会話機能についての 検証について 確認 iOs  / Android     common matter 
Confirmation of verification of conversation functionI don't need this 

video clip, please 
do something 

about it!

DL ver. 1.0.20    on 
2021/06/27

Check for updatesA new version has 
been found. download now? ??

Canceled / Downloading

I haven't received any 
information about this 
update, but why do 
you update it without 
permission? ??

Has the video clip 
been deleted yet?

会話機能 修正 変更内容 確認結果、こちらからの要望修正依頼については修正されてた。
Conversation function corrections Change details As a result of confirmation, the  correction request from 
client , it has been corrected.



iOs については確認OKですが、Andoridについては未確認！！ Android では確認した
か？？

Confirmation is OK for iOs, but unconfirmed for Andorid! !! Did you confirm it 
on Android? ??

confirmed.  but   this is Japanese language  only   by 
iOS  !!


