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※この情報は2016年11月現在の内容です。 

ヤラクゼンでは、継続的に様々な機能改善を行っているため、実際の画面やボタンの名称などが異なる場合があります。 
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ヤラクゼン スタートガイド 

1.  テキスト情報を入力する 
 

1-a. テキストを直接入力する 
ログイン後すぐに表れるトップ画面の中央にあるグ
レーのボックスをクリックすると、テキストを入力す
ることができるようになります。 
翻訳したい文章を入力してください。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1-b. ファイルをアップロードする 
テキストを直接入力する代わりに、ファイルをそのま
まアップロードすることも可能です。 
「ファイルをアップロード」をクリックして翻訳した
いファイルを選択することもできますし、ドラッグ＆
ドロップでアップロードすることも可能です。 
2016年6月現在で対応しているファイルは以下の通り
です。 
.docx/.xlsx/.pptx/.html/.pdf/.csv 

 
 
 
 
 
 

1-c. 文字数制限について 
ヤラクゼンには入力、アップロードが可能な上限文字
数があります。無料プランでは5,000文字、有料プラ
ンでは50,000文字です。 
上限文字数を超える場合は、ファイルを分割してアッ
プロードしてください。 
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ヤラクゼン スタートガイド 

2.  自動翻訳を開始する  
 

2-a. 言語を選択する 
原文の言語と、翻訳先の言語を選択します。中央に位
置する言語選択バーをクリックすることで、最大21言
語から選ぶことができます。  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2-b. 「翻訳スタート」ボタンをクリックする 
翻訳したいテキストを入力あるいはファイルをアップ
ロードし、言語の選択が完了した状態で「翻訳スター
ト」ボタンを押すと自動翻訳が始まります。  
ヤラクゼンの自動翻訳は、 
①八楽が独自に収集したデータベース 
②カンパニーごとのデータベース 
③ユーザーごとのデータベース 

を元に行われます。  
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ヤラクゼン スタートガイド 

3.  ビューモード 
 

3-a. 並列ビュー 
基本的にこちらのビューモードで原文、翻訳文の修正
を行います。  
入力した原文テキストと自動翻訳された翻訳文が、文
単位の一対一で表示されます。  
サイドパネルに表示される情報を参考にしながら、こ
の画面で原文、翻訳文の修正を行うこともできます。  
上部のタブをクリックすることでビューモードの変更
を行います。  
 
 
 
 
 

3-b. プレビュー 
翻訳された文を、アップロードされた元のフォーマッ
トに近い形で確認することができるビューモードで
す。  
翻訳を修正したい文をクリックし、このビューモード
で原文、翻訳文を編集することも可能です。  
上部のタブをクリックすることでビューモードの変更
を行います。  
 

 
 
 
 
 

3-c. 原文ビュー 
入力、アップロードした原文を見ることができます。 
上部のタブをクリックすることでビューモードの変更
を行います。  
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ヤラクゼン スタートガイド 

4.  翻訳したい文の解析結果 
 

4-a. 緑色（マイフレーズとの完全一致） 
ヤラクゼンでは、入力されたテキストをデータベース
との一致率に応じて色分けして表示しています。 
 
原文が、マイフレーズと完全に一致する場合、緑色で
表現されます。 
この色は並列ビューの真ん中にあるバー、上部にある
プログレスバーで確認することができます。 
翻訳結果には、マイフレーズに保存された文がそのま
ま表示されます。 

 
 

 
4-b. 青色（カンパニー / ヤラクフレーズとの完全一致） 

原文が、カンパニーフレーズあるいはヤラクフレーズ
と完全に一致する場合、青色で表現されます。 
翻訳結果には、カンパニーフレーズあるいはヤラクフ
レーズに保存された文がそのまま表示されます。 

 
 
 
 

 
 

 
4-c. 黄色（部分一致） 

入力したテキストが、完全ではないものの50%以上
データベースと一致する場合、バーは黄色になりま
す。 
翻訳結果には、自動翻訳文かデータベースから合成さ
れた文が表示されます。 
 
 
 

 
 
 
 
 

4-d. 赤色（一致なし） 
入力したテキストの、データベースとの一致率が50%
未満の場合、赤色が表示されます。 
翻訳結果には、自動翻訳文が表示されます。 
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ヤラクゼン スタートガイド 

5.  翻訳文を自分で修正する 
 

5-a. サイドパネルを参照して修正する 
修正したい文をクリックするとその文に合わせて、
データベースにある文や、文中に登場する単語の意味
が画面右側のサイドパネルに表示されます。 
修正が完了したらEnterキーを押すか、「保存する」
をクリックすることで、文をフレーズとして保存する
ことができます。この時、一致率を表す中央バーの色
は、緑色になります。 

 
 
 
 
 

5-b. 単語、言い回しなどを検索する 
サイドパネルの検索窓に調べたい単語、文を入力し、辞
書、データベースを検索することができます。 
テキスト内の文字を左クリック長押しで選択することで、
簡単に検索することもできます。 
カンパニープランでは、大修館書店のジーニアス英和/和英
辞典のデータを使うことができます。 

 
 
 
 
 
 
 

5-c. 原文を変更する 
原文の内容を変更したいときは、まず修正したい原文
をクリックします。修正完了後、Enterキーを押すか、
「保存する」をクリックしてください。変更した文の
み、もう一度自動翻訳が行われます。 
１文を２文に分割する、２文を１文に統合することも
可能です。 
 

 
 
 
 
 
 

5-d. ダウンロードする 
編集画面の上部にある「ダウンロード」ボタンをク
リックすると、翻訳後のファイルをダウンロードする
ことができます。 
「ダウンロード」の隣にある「▼（ = 逆三角形）」ボ  
タンをクリックし、原文ダウンロード、CSV(.csv)で
の対訳ダウンロードを選択することも可能です。 
PDF(.pdf)をアップロードした場合、ダウンロードされ
るファイルはテキスト(.txt)となります。 
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ヤラクゼン スタートガイド 

6.  翻訳文の修正を依頼する 
 

6-a. 翻訳レベルを選択する 
自分で修正するのではなく、翻訳修正を依頼したい場
合には、まず編集画面上部にある「翻訳を依頼」ボタ
ンを押します。 
翻訳依頼は、プロ、ビジネス、スタンダードの３つの
レベルから１つを選択します。 
法人のお客様には、ダブルチェックがあり、納期が確
定されているプロレベルの使用をお勧めしています。 

 
 
 
 
 

6-b. 翻訳したい文を選択する 
次に、翻訳を依頼する文を選びます。 
文の右側に現れるチェックマークをクリックすること
で１文ごとに翻訳依頼をする、しないを選ぶことがで
きます。また、サイドパネル内、マイフレーズ・カン
パニー / ヤラクフレーズ・部分一致・一致なしの左側  
のチェックマークを利用し、マッチレベルごとに翻訳
対象を選別することもできます。 
選択完了後、「詳細を追加→」をクリックします。 
 
 
 
 
 
 

6-c. 詳細情報を入力する 
続いてのページでは、該当する目的、カテゴリーを選
択し、コメントを入力します。 
ここに入力した情報を参考にし、翻訳者が翻訳を行い
ますので、成果物を使用する媒体や、プロジェクトの
前提などを記入してください。 
記入完了後、「注文内容確認→」をクリックします。 
 

 
 
 
 
 
 

6-d. 注文を確定、支払を行う 
入力した内容、金額を確認し、支払方法を選択しま
す。 
請求書払いを選択いただいている場合は、毎月一定額
のクレジットを補填し、そのクレジットを使って決済
をする形となります。原則、月末締め翌月末払いで請
求書を発行しています（別紙「ヤラクゼン 請求につい 
て」参照）。内容確認後、「注文する」をクリックす
ることで、依頼は完了です。  
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ヤラクゼン スタートガイド 

7.  ドキュメントを確認する 
 

7-a. マイドキュメント 
自動翻訳を行ったテキストあるいはファイルは、ド
キュメントと呼ばれる文書単位で自動的に保存されま
す。  
左上のメニューボタンをクリックし「ドキュメント」
を選択すると、保存されたドキュメントの一覧が表示
されます。  
各エントリーをクリックすることで各ドキュメントを
開くことができます。また、左側のチェックボックス
をクリックすることで、ドキュメントのコピー、削
除、ダウンロードもできます。  
上部のタブをクリックすることで、他の種類のドキュ
メント一覧が表示されます。  

 
7-b. カンパニードキュメント 

カンパニープランの場合、自分が作成したドキュメン
トは自動的に同一カンパニー内の他ユーザーに共有さ
れます。  
自分のアカウントではマイドキュメントとして見えて
いる文書が、他ユーザーのアカウントではカンパニー
ドキュメントとして見える形になります。  
 

 
 
 
 
 
 

7-c. ヤラクドキュメント 
上記２つのドキュメントと異なり、ユーザーが独自に
保存する文書ではなく、八楽が用意したテンプレート
用のドキュメントです。  
2016年９月現在、英文メール用のヤラクドキュメント
が280種類、その他議事録や履歴書も用意されていま
す。 
テンプレートとして使用したいものを選択し「テンプ
レートを使用します」をクリックすることで、自動的
にマイドキュメントへコピーされます。並列ビューで
適宜原文を修正してお使いください。  
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ヤラクゼン スタートガイド 

8.  フレーズ、単語を確認する 
 

8-a. フレーズ 
並列ビュー、プレビューにおいて保存した文は、フ
レーズとして登録されていきます。カンパニープラン 
の場合、登録されたフレーズはカンパニーフレーズと
してカンパニー内の他のユーザーにも共有されます。  
自分が登録したフレーズに関しては、左上のメニュー
ボタンをクリックし表示されたメニューより、「マイ
フレーズ」を選択することで確認することができま
す。  
他のユーザーが登録したフレーズを確認することはで
きません。  
フレーズは、自動翻訳の際に利用され、100%一致し
たものについては完全一致としてそのまま利用され、
50%以上一致したものについては部分一致として部分
的に利用されます。  

 
8-b. マイ単語集 

メニュー内のマイフレーズより、右上の「単語」タブ
をクリックしてください。  
任意の言語ペアで単語の登録が可能です。左上の「言
語」をクリックし、言語を追加することができます。  
単語はフレーズと違い、文脈等は一切考慮せず強制的
に原文を置換します。マイ単語集は、自分のアカウン
トで行う自動翻訳のみに影響を与えます。  
固有名詞の表記揺れ防止には便利ですが、自動翻訳結
果に悪影響を与えることもあります。 
 
例）”メモ” → “Memo” と登録した場合 
"私は先週の日曜日にメモリアルパークに行った。”  
→"I went to Memo realistic Park last Sunday." 
 

8-c. カンパニー単語集 
マイ単語集と同様、強制的に原文を置換します。  
同一カンパニー内のすべてのユーザーに適用されま
す。 
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9.  その他 
 

9-a. 価格表 
 
・アカウント費用 

プラン名 月額費用（年額一括払い） 月額費用（月払い） 
カンパニープラン 3,980円 4,800円 

 
・翻訳費用 

レベル 単価（原文：日・中・韓・ミャンマー） 単価（原文：英語等 左記以外） 
プロ 15円/文字 20円/単語 

ビジネス 10円/文字 18円/単語 
スタンダード 6円/文字 10円/単語 

 
 

9-b. 困ったら 
 
・ヘルプ 

ヤラクゼン（https://app.yarakuzen.com/）内編集画面右上のクエスチョンマークをクリック 
 
・サポートセンター 

https://yaraku.zendesk.com/hc/ 
 
・法人向けFAQ 

https://www.yarakuzen.com/faq/business 
 
・ヤラクゼン カスタマーサービス連絡先 

cs@yaraku.com 
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