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1 はじめに

弁護士トークとは

弁護士トークは弁護士の皆さまとまだ見ぬ依頼者を結ぶ新たな相談プラットフォームです。
相談者は３つの相談方法で弁護士に相談をすることができ、法律のプロフェッショナルで
ある弁護士の皆さまには、寄せられた相談にスマートフォン用アプリまたはPC版から回答
していただきます。

【相談者側：TOP画面】

【１】特定の弁護士を指名せずに相談

相談者が特定の弁護士を指名しないまま、相談カルテを掲示板に

投稿する相談方法です。

投稿された相談カルテは弁護士トークに掲載いただいている全て

の弁護士が閲覧できます。

なお、一度回答をすると、自動的に個別相談に切り替わります。

これにより送った回答やその後の相談者とのやりとりは他の弁護

士が閲覧することはできません。

※スマートフォン用アプリからの回答方法はP.11をご覧ください。

※PC版からの回答方法はP.12をご覧ください。

【相談者側：弁護士プロフィール画面】

【２】弁護士を指名して相談

各弁護士のプロフィール画面から弁護士を指名して相談カルテを

送信する個別相談です。

※スマートフォン用アプリからの回答方法はP.13をご覧ください。

※PC版からの回答方法はP.14をご覧ください。

【３】電話相談

各弁護士のプロフィール画面から、弁護士を指名しての電話相談も

可能です。

（※電話相談の受付けを希望される弁護士は、PCより電話番号の登

録が必要です）

（※電話相談の受付けを希望されない弁護士は、登録不要となりま

す）
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1 はじめに

アプリ・PC版の機能比較

弁護士トークはスマートフォン用アプリ、PCでのご利用が可能です。
それぞれ機能が異なりますのでご注意ください。

案件掲示板の閲覧／回答 〇 〇

指名相談の閲覧／回答 〇 〇

相談ステータスの変更 〇 〇

メモ機能 〇 〇

画像の送受信 〇 〇

定型文の送信 〇 〇

定型文の登録／編集／削除 ✕ 〇

メールアドレスの変更 〇 〇

パスワードの変更 〇 〇

Push通知機能（P.5参照） 〇 ✕

Push通知機能のON／OFF切り替え設定 〇 ✕

未読通知（P.5参照） 〇 〇

クレジットカード決済機能 〇 〇

プロフィール情報の登録／編集／削除 ✕ 〇

アプリ PC

＜主な機能の比較＞

プレミアムプランのみ

フリープラン
機能制限あり
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1 はじめに

動作環境

PC

OS Windows7以上、Mac10.x以上

Webブラウザ
GoogleChrome（推奨）
Safari（最新版）
InternetExplorer11以上

モバイル

iOS9.0以上
Android OS4.4以上

基本用語・基本動作の説明

指一本で、ポンと軽く画面に触れる操作です。

タップ

指一本で、画面をなぞるように動かす操作です。

スワイプ

画面を上から下へスワイプする操作です。

リロード

Push通知
新着メッセージを受信したことを自動的に（アプリを起動せずと
も）お知らせする機能です。

1

2

1

1

1

1

未読通知

未読のメッセージにつく のような表示のことです
（数字は未読のメッセージの合計数）。
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2 まず最初にすること

プランとプロフィールの設定

1

2

ＰＣから初回ログインをします

弁護士トーク社から発行された初回パスワード
でPCからログインしてください。

3

プレミアムプラン登録画面が開きます

「プレミアムプランに登録する」ボタンを
クリックしてください。
フリープランでお申込みされた方は、ステップ
⑦へお進みください

ログインは下記URLより行うことができます。
https://lawyer.bengoshi109.com/lawyers/sign_in

月額利用料の支払い方法を設定します

お支払い方法はクレジットカード・口座振替
がご利用いただけます。
クレジットカード払いをご利用される方はクレ
ジットカード決済にチェックを入れお手持ちの
カード情報を入力してください。
口座振替をご利用される方は口座振替にチェック
を入れます。

※口座振替では引落手数料をご負担いただきます。
※口座振替の手続き完了までは請求書を発行いたし

ますので、銀行振込にてお支払いください。
※お支払いには手数料不要でポイントも貯まるクレ

ジットカード払いが便利です。
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2 まず最初にすること

プロフィール設定

4

5

プレミアムプランの特典を選択します

プレミアムプラの特典を選択し、「次へ」
ボタンをクリックします。

クレジットカード決済利用のための
加盟店審査情報を入力します

クレジットカード決済機能をご利用するための
加盟店審査情報を入力していただきます。
入力項目は、生年月日/ご自宅住所/売上入金用口
座です。
入力が完了したら「入力内容の確認」ボタンを
クリックしてください。
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2 まず最初にすること

プロフィール設定

6

7

決済代行事業者の利用規約に同意し
「申込」ボタンをクリックします

入力内容を確認の上、決済代行事業者（ソニー
ペイメントサービス株式会社）の利用規約に
同意し、お申込みを完了してください。
この操作が完了するとプレミアムプランの
ご契約がスタートします。

基本的なプロフィール設定や、取り扱う相談
カテゴリー、地域などを設定してください。
プロフィール画像と緊急時の連絡先の登録は
必須です。

フリープランをご利用の方はこの画面で入力
が完了するとサービスご利用が開始できます。

プレミアムプランをご利用の方はこの後の画面
で引き続き入力を進めてください。

プロフィール設定を行います
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2 まず最初にすること

アプリのダウンロードとログイン

スマートフォンのホーム画面にならんでいる
「AppStore」または「Playストア」をタップし
て開きます。

1 App StoreかPayストアを開きます

検索窓でアプリを検索します2

開いた画面の上部にある検索窓に「弁護士トーク」
と入力して検索します。

3 検索結果に弁護士トークが表示されます

「入手」または「インストール」をタップします。

4 インストール完了

ホーム画面に弁護士トークのアイコンが表示
されます。タップするとアプリが起動します。

入手
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アプリを起動したら、画面下（フッター）に
ある「マイページ」をタップします。

5 マイページをタップします

設定アイコンをタップします6

メールアドレスとパスワードを入力して
「ログイン」をタップします。

7 ログインします

マイページの右上にある「 」をタップし設定
画面を開きます。
画面下にある「弁護士の方はこちら」をタップして
ください。
※一般利用者とはログイン画面が異なりますので

お間違えのないようご注意ください。

※ 従前のパスワードが4桁の方は、そのまま4桁の

パスワードでログイン可能です。

※ 一度ログインするとご自身でログアウトするまで

ログイン状態が維持されます。
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2 相談へ回答する

案件掲示板から回答する（アプリの場合）

アプリでログインし、フッターの「案件掲示板」
タブをタップすると、弁護士を指名せずに投稿
された相談が一覧で表示されます。
各相談をタップし相談カルテを開きます。

案件掲示板を開きます

相談カルテの内容を確認し回答する場合は「この案
件に回答する」ボタンをタップします。
トーク画面が開きますので、メッセージ入力バー
に回答内容を入力し「送信」ボタンをタップする
とメッセージが送信されます。

2 カルテの内容を確認し回答します

※メッセージを送信した時点で、個別相談に切り替わり
ますので、相談者とのやり取りを他の弁護士に見られ
ることはありません。

※一つの相談につき回答できるのは先着３名までです。

注意事項
✓ 弁護士を指名せずに投稿された相談カルテ（案件掲示板）には、新着通知が表示されません。

定期的に案件掲示板を閲覧してください。

✓回答を送信した時点で相談者との個別相談へと切り替わり、案件は「トーク」タブへと移ります。
✓送った回答に対し、相談者から追加で質問などがあった場合には、メッセージ内容は「トーク」

タブで受信が確認できるようになります。
「トーク」タブで受信したメッセージにはPush通知や、未読通知が表示されます。

1
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2 相談へ回答する

案件掲示板から回答する（PCの場合）

PCでログインし、「案件をさがす」タブをクリック
すると、弁護士を指名せずに投稿された相談が
一覧で表示されます。

案件掲示板を開きます

各相談をクリックすると右側の「案件の詳細」に
相談カルテの内容が表示されます。
詳細を確認し回答する場合には「この案件に回答する」
ボタンをクリックします。

2 カルテの内容を確認します

※メッセージを送信した時点で、個別相談に切り替わり
ますので、相談者とのやり取りを他の弁護士に見られ
ることはありません。

※一つの相談につき回答できるのは先着３名までです。

注意事項
✓ 弁護士を指名せずに投稿された相談カルテ（案件掲示板）には、新着通知が表示されません。

定期的に案件掲示板を閲覧してください。
✓ 回答を送信した時点で相談者との個別相談へと切り替わり、案件は「相談中のトーク」へと

移ります。
✓ 送った回答に対し、相談者から追加で質問などがあった場合には、メッセージ内容は「トーク」

タブで受信が確認できるようになります。
「トーク」タブで受信したメッセージには未読通知が表示されます（Push通知はありません）。

1

トーク画面が開きますので、メッセージ入力バー
に回答内容を入力し「送信」ボタンをクリックする
とメッセージが送信されます。

3 回答します
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2 相談へ回答する

個別相談へ回答する（アプリの場合）

相談中のトーク画面を開きます

トーク画面を<右にスワイプ>すると相談カルテが
表示されます。
カルテを確認後、メッセージ入力バーより回答を
記入して送信します

2 カルテの内容を確認し回答します

※2017年5月15日の投稿には相談カルテはありませ
ん。

1

個別相談※は【トーク】タブから確認できます。【トーク】タブで受信した相談には
すべてPush通知、未読通知が表示されます。

※個別相談とは・・・１．案件掲示板から弁護士が回答した相談
２．相談者が弁護士を指名して送信した相談

アプリでログインし、フッターの「トーク」タブ
をタップすると、個別相談が一覧で表示されま
す。
まだ読んでいない相談には「 」のような未読通
知が付きます。
各相談をタップすると、トーク画面が開きま
す。

注意事項
✓ 個別相談（トークタブで受信される相談）にはPush通知が表示されます。ただし、ログアウト

状態ではPush通知は表示されませんのでご注意ください。
✓通知機能はスマートフォン端末の通知設定が優先されます。各端末の通知設定がOFF状態

になっている場合は、スマートフォンの【設定】より「弁護士トーク」アプリの通知設定を
ONにしてご利用ください。
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2 相談へ回答する

個別相談に回答する（PCの場合）

ＰＣでログインし「相談中の案件」タブをクリック
します。
新着の相談には未読通知が表示されます。
相談一覧から各相談をクリックするとトーク画面
が開きます。

1 「相談中の案件」を開きます

「カルテの内容を確認する」をクリックするとカルテ
詳細が表示されます。

2 相談カルテを表示します

※2017年5月15日以前の投稿には相談カルテはありま
せん。

注意事項
✓ 新着の個別相談には未読通知が表示されますが、Push通知は表示されませんのでアプリの

通知機能で新着の相談をご確認いただくか、定期的に「相談中の案件」をご確認ください。

1

3 カルテの内容を確認し回答します

カルテを確認し回答内容を入力して「送信する」
ボタンをクリックしてください
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2 相談へ回答する

画像の送信（アプリの場合）

トーク画面の左下にある「+」ボタンをタップし
ます。

+ボタンをタップします1

2 画像を送るボタンをタップします

3 画像を撮影または選択し送信します

画面下に表示される「画像を送る」ボタンをタップ
します。

[カメラ]を選択するとスマートフォン端末のカメラ
機能が起動し、撮影モードになります。
送りたい画像を撮影してそのまま送信できます。

[カメラロール]または[ファイル]を選択するとスマート
フォンに保存してある画像を選択し送信すること
ができます。
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2 相談へ回答する

画像の送信（PCの場合）

カメラアイコンをクリックします1

2 ファイルを選択します

添付したい画像が保存されている場所を選んで
開きます。
添付画像をクリックしたら「開く」をクリック
すると画像が送信されます。

※送信できる画像のファイル形式は.png、.jpeg
です。

トーク画面の左下部にあるカメラアイコン（ ）
をクリックします。
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2 相談へ回答する

定型文の送信（アプリの場合）

トーク画面の左下にある「+」ボタンをタップし
ます。

+ボタンをタップします1

2 「定型文から入力」をタップします

3 登録した定型文から選んで送信し
ます

画面下に表示される「定型文から入力」ボタンを
タップします。

あらかじめ登録してある定型文が下部に表示されます。
送信したい定型文をタップして送信してください。
定型文の登録方法はP.30ご確認ください。
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2 相談へ回答する

定型文の送信（PCの場合）

定型文アイコンをクリックします1

2 定型文を送るボタンをタップします

あらかじめ登録してある定型文が表示されます
ので、送信したい定型文をクリックして送信し
てください。
定型文の登録方法はP.30ご確認ください。

トーク画面の左下部にある定型文アイコン（ ）
をクリックします。
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2 相談へ回答する

相談ステータスの変更（アプリの場合）

トーク画面の上部にある「▼」をタップします。

▼マークをタップします

2 ステータス選択画面が表示され
ます

現在の相談の進捗状況に応じて、任意の相談ステー
タスを選択します。

1

3 「ステータスを変更する」をタップ
します

「ステータスを変更する」ボタンをタップすると、
ステータスの変更が保存されます。
ここで「リタイア」を選択した場合、相談者側には
下記のようなリタイアを伝えるメッセージが自動的
に送信されます。

これ以上、相談を続けることが困難と判断した場合
などにお使いください。

申し訳ありません。
現在多忙のため回答することができません。
お急ぎの場合は「相談カルテを作成する」より
再度ご相談を投稿してください。
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2 相談へ回答する

相談ステータスの変更（PCの場合）

トーク画面の右上部にある「チャットのステータス」
をクリックします。

ステータスをクリックします1

2 ステータスを選んで変更します

ステータス一覧が表示されますので任意の相談ステー
タスをクリックしてください。
※ステータスの反映にはページ再読み込みが必要です。

ここで「リタイア」を選択した場合、相談者側には
下記のようなリタイアを伝えるメッセージが自動的
に送信されます。

これ以上、相談を続けることが困難と判断した場合
などにお使いください。

申し訳ありません。
現在多忙のため回答することができません。
お急ぎの場合は「相談カルテを作成する」より
再度ご相談を投稿してください。
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2 相談へ回答する

その他の機能

トーク一覧画面で、ピン留したい相談案件を左方向
にスワイプします。
ピン留ボタンが表示されますので、タップすると
ピン留されたトークはトーク一覧の上部に固定さ
れます（複数の相談案件が固定可能です）。

ピン留機能（アプリのみの機能です）

2 フィルター機能（アプリのみの機能です）

トーク一覧画面の上部にある「▼」をタップすると
絞り込み検索画面が表示されます。
表示させたいトークのステータスなどを選択して
「絞り込んで検索する」ボタンをタップしてください。

1

※ピン留機能を解除するには、同様の方法で再度ピン留ボタンを
表示させ、タップしてください。

※絞り込み表示を解除する場合には、必ず検索フィルターをクリアして
ください。
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2 クレジットカード決済機能

相談者・依頼者へ費用を請求する（アプリの場合）1/2

＋ボタンをタップします

「請求する」をタップします

1

2

トーク画面の左下にある「+」ボタンをタップし
ます。

画面下に表示される「請求する」ボタンをタップ
します。

3 請求項目と金額を入力します

請求項目（費目）と請求金額を入力し「上記の金額
を請求する」ボタンをタップします。
請求金額は必ず税込み価格を入力してください。
請求は最小１円から１円単位で可能です。
上限はありませんが、相談者・依頼者のカード
ご利用限度額にご注意ください。
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2 クレジットカード決済機能

相談者・依頼者へ費用を請求する（アプリの場合）2/2

4 請求項目と金額を確認する
請求項目（費目）と請求金額を確認し「内容を
確認して請求する」ボタンをタップします。

5 請求カードが表示されます
トーク画面上にご請求カードが表示されます。
相談者側の画面ではこの請求カードからお支払い
処理ができるようになっています。
請求をキャンセルする場合には、請求カードの
下部にある「請求をキャンセルする」をタップ
してください。

5 相談者の支払い完了カードが表示
されます

相談者側でクレジットカード情報の入力が完了する
と、トーク画面上に支払い完了カードが表示されます。
支払いが完了したあとは請求をキャンセルすることは
できません。
お支払いされた請求金額は、所定の期日に、登録いた
だいた指定口座へ振り込まれますのでご確認ください。
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2 クレジットカード決済機能

相談者・依頼者へ費用を請求する（ＰＣの場合）1/2

1 請求アイコンをクリックします

2 請求項目と金額を入力します

請求項目（費目）と請求金額を確認し「つぎへ」
ボタンをクリックします。
請求金額は必ず税込み価格を入力してください。
請求は最小１円から１円単位で可能です。
上限はありませんが、相談者・依頼者のカード
ご利用限度額にご注意ください。

3

確認画面で請求項目（費目）と請求金額を確認して、
「請求する」ボタンをクリックします。

請求項目と金額を確認する

トーク画面の左下部にある請求アイコン（ ）を
クリックします。
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2 クレジットカード決済機能

相談者・依頼者へ費用を請求する（ＰＣの場合）2/2

4 請求カードが表示されます

トーク画面上にご請求カードが表示されます。
相談者側の画面ではこの請求カードからお支払い
処理ができるようになっています。
請求をキャンセルする場合には、請求カードの
下部にある「請求をキャンセルする」をクリック
してください。

相談者の支払い完了カードが表示さ
れます

5

相談者側でクレジットカード情報の入力が完了する
と、トーク画面上に支払い完了カードが表示され
ます。
支払いが完了したあとは請求をキャンセルすること
はできません。
お支払いされた請求金額は、所定の期日に、登録
いただいた指定口座へ振り込まれますのでご確認
ください。
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2 クレジットカード決済機能

決済履歴を見る（ＰＣのみの機能となります）

1 ＰＣからマイページを開きます

PCでログインし画面右上にある顔写真をクリック
します。

マイページメニューを開く2

マイページのメニュー画面が表示されますので、
「プレミアムサービス」を選択しクリックします。

3 プレミアムサービスを開く

プレミアムサービス画面の下部に決済履歴が表示
されます。
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2 マイページ

メールアドレス・パスワードの変更（アプリの場合）1/2

1 マイページタブをタップします

2

3

アプリを起動したら、画面下（フッター）に
ある「マイページ」をタップします。

マイページの右上にある「 」をタップし設定
画面を開きます。

設定アイコンをタップします

設定したい項目をタップします
メールアドレスを変更したい場合は「メールアド
レス変更」を、パスワードを変更したい場合は
「パスワード変更」をタップします。
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2 マイページ

メールアドレス・パスワードの変更（アプリの場合）2/2

4 変更したいメールアドレスを入力
ます

5

変更したいメールアドレスと、現在のパスワード
を入力して「変更」ボタンをタップします。

変更前のパスワードと、新しく設定したいパス
ワードを入力し（確認のため２カ所）「変更」ボタン
をタップします。

変更したいパスワードを入力します

新しいメールアドレスを入力

パスワードを入力

変更前のパスワード

新しいパスワード
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2 マイページ

メールアドレス・パスワードの変更（ＰCの場合）

1

2

3

変更したいメールアドレスを入力し
ます

変更したいパスワードを入力します

パスワードの変更欄に変更前のパスワードと
新しく設定したいパスワード（確認のため2カ所）を
入力し「変更を保存する」ボタンをクリックしま
す。

ＰＣからマイページを開きます

ＰＣでログインし、画面右上にある顔写真を
クリックします。
マイページのメニューが表示されますので、
「アカウント設定」を選択しクリックします。

メールアドレスの変更欄に変更したいメール
アドレスと、現在のパスワードを入力して

「変更」ボタンをクリックします。
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2 マイページ

定型文を登録する（ＰCのみの機能となります）

1

2

3

テンプレート設定を選択します

定型文を入力します

テンプレート設定に登録したい定型文を入力
して「保存」ボタンをクリックします。

ＰＣからマイページを開きます

ＰＣでログインし、画面右上にある顔写真をク
リックします。
マイページのメニューが表示されますので、
「プロフィール設定」を選択しクリックします。

画面の左にプロフィール設定のメニューが表示
されますので「テンプレート設定」を選択し
クリックします。
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2 マイページ

月額利用料の支払い方法変更（ＰＣのみの機能となります）

1

2

3

「変更する」をクリックします

「クレジットカード決済」に変更
する場合

クレジットカード決済にチェックを入れ、お支払い
に使用するクレジットカード情報（カード番号、
セキュリティコード、有効期限）を入力し「変更」
をクリックします。

ＰＣからマイページを開きます

現在の支払方法が表示されていますので、
「変更する」をクリックします。

ＰＣでログインし、画面右上にある顔写真をク
リックします。
マイページのメニュー画面が表示されますので、
「プレミアムサービス」を選択しクリックします。
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6 困った時は

お問い合わせ（ＰＣのみの機能となります）

1

問い合わせ内容を入力し送信します

ＰＣからマイページを開きます

ＰＣでログインし、画面右上にある顔写真をク
リックします。
マイページのメニュー画面が表示されますので、
「お問い合わせ」をクリックします。

2

本文欄の中に問い合わせ内容（なるべく具体的に
詳しくご記入ください）を入力し「送信」ボタン
をクリックします。


