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社名 

 
代表者 

 
本社 

 
 

東京支店 
 
 

グランフロント 
大阪オフィス 

 
創業 

 
資本金 
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従業員数 

 

代表取締役 岩城 陽子 

大阪市阿倍野区昭和町3-7-1 
TEL 06-6628-8880 FAX 06-6628-2351 

東京都港区赤坂5-4-15 ARA赤坂ビル5階 
TEL 03-3584-3723 FAX 03-3584-3726 

1979年 7月 1日 

5,000万円 

三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、商工組合中央金庫 

45名 

大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪8階 K820 
TEL 06-6136-3556 FAX 06-6359-1186 
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日本の観光情報発信の現状 

3 

出展元：Naverまとめ https://matome.naver.jp/odai/2150794544994705501?&page=1 

押しボタン式信号機の使い方がわからない 
 

日本の観光情報発信の現状 
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英語が通じないのでコミュニケーションがとれない 

出展元：Naverまとめ https://matome.naver.jp/odai/2150794544994705501?&page=1 
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日本の観光情報発信の現状 
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日本の観光情報についても、多言語 
対応が十分にされていないのが現状。                                                                   

解決策 
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翻訳支援ツールや自動翻訳を活用する
ことで解決できます。                                                                   

                                                            
多言語対応する場合の懸念点 
１．手間がかかる 
２．コストがかかる 
３．情報更新ができない 
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1979年の創業以来、一貫して文字入力や翻訳ソフトウェアの開発に携わってきた弊社は、
業界トップクラスの信頼性で、多数の法人・官公庁・地方自治体・教育機関様に製品を 
ご愛用頂いております。 

（掲載許可を頂いた導入先一覧・敬称略） 

お取引実績 
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政令指
定都市 

都道府
県 

政令指
定都市 

政令指
定都市 

政令指
定都市 

政令指
定都市 

政令指
定都市 

政令指
定都市 

政令指
定都市 

政令指
定都市 

■コンテンツに合わせた最適な選択肢（品質、価格、納期）の提供 
■機械翻訳と人力翻訳のハイブリッドによる納期短縮、コスト低減 
■ユーザーデータの蓄積・辞書化による機械と人力の翻訳品質の向上 

人力翻訳 

オンライン翻訳 

高品質（カスタム）翻訳 

（テキスト・WEB・印刷） 

ユーザー辞書作成 

ユーザー定型文作成 

翻訳チェック 

流暢さ・編集 

機械翻訳 

翻訳クラウド 

翻訳エンジン 

Webサイト翻訳 

スマホ向けモジュール 

ソフトウェア・アプリ 

効率アップ・コスト削減 

オンプレ翻訳 

（情報漏洩対策） 
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高電社のワンストップ翻訳ソリューション 

入出力 

音声認識 

音声合成 

コスト削減 

文字認識 

http://www.odakyu-dept.co.jp/index.html
http://www.city.niigata.lg.jp/index.html
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製品とプラットフォーム 

媒体・プラットフォーム 

・冊子、メニューの作成 
・Webサイト 
・PC スマホ・タブレット 
・デジタルサイネージ 
・放送システム etc… 
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てがき認識 音声認識 

入力 

翻訳 音声合成 

出力 

観光 
コンテンツ 

通訳電話 

オプション 

人力翻訳・通訳サービス 

サービス名：人力翻訳・通訳 
      (人の手による翻訳・通訳)                                                                                         
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人力翻訳・通訳サービス 
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『世界遺産「富岡製糸場と絹産業遺産群」公式ブックレット』 
〈英語/中国語(繁・簡)/韓国語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語〉 
 <http://worldheritage.pref.gunma.jp/ja/download> 

地球の歩き方「名品淘」 

〈英語/中国語(簡体字)〉翻訳&組版 

銀座オフィシャル外国語サイト 

(英語/中国語) 

地球の歩き方「GOOD LUCK TRIP」 

〈英語/中国語(繁体字)/韓国語〉翻訳&組版 

Webサイト自動翻訳サービス 

サービス名：Myサイト翻訳                                                                                       
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全国自治体導入実績 

（敬称略） 

全国総数：250件以上 

東京都23区：20件 

＊上記以外に2区が採用。 
(掲載許諾をいただいている箇所のみ着色しております。） 
 

千代田区 
http://www.city.chiyoda.lg.jp/ 

今お使いの日本語サイトに翻訳ボタンひとつを貼付
するだけで、Webサイトの自動翻訳(機械翻訳)を 
即実現できるクラウド型サービスです。 
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Myサイト翻訳 導入事例 １  

スマホ向けアプリ・モジュール 

製品名：①My通訳アシスト 
     (マイツウヤクアシスト) 
    ②J-Mobile Trans 
     (ジェイモバイルトランス) 
    ③多言語指差し会話アプリ                                                                                         

14 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://pictogram2.com/p/p0968/i/m.png&imgrefurl=http://pictogram2.com/?p%3D2253&docid=GmG_GXhSXrCCmM&tbnid=w3NM328eo0BC8M:&w=300&h=300&client=firefox-b-ab&bih=1162&biw=1343&ved=0ahUKEwjNgI2cjvLMAhUm3KYKHfinAEAQMwgdKAEwAQ&iact=mrc&uact=8


2017/10/19 

8 

スマホ向けアプリ・モジュール①・② 
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無通信自動翻訳モジュール 
「J-Mobile Trans」 

インバウンド向けサービス 

リアルタイム通訳アプリ「My通訳アシスト」 

✔外国人のお客様が 
 母国語のボタンを 
 タップすれば、 
 リアルタイム通訳を開始！ 
 
✔見やすい対訳エディタ 
 

✔Androidタブレット対応 
 
✔万全なクラウド環境で自動翻訳 
 
✔「オンラインユーザー辞書」で翻訳精度ＵＰ 

日本語⇔英語 
日本語⇔中国語 
日本語⇔韓国語 

※「Ｍｙ通訳アシスト」をご利用いただくには、タブレット端末にてWi-Fi等を経由して、常時、インターネット接続されている必要があります。 

導入実績 

ソフトバンク「かざして翻訳」で採用 

日本語⇔英語 
日本語⇔中国語 
日本語⇔韓国語 

Android  

Android/iOS 

Android/iOS 

スマホ向けアプリ・モジュール③ 
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不特定多数のお客様に対応する防災・館内放送ソリューション 

製品名：J-SERVER Guidance 構内用 
    (ジェイサーバーガイダンス)                                                                                         
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紹介ムービー 
https://www.youtube.com/embed/PQhDJ3rxEZE 
 

不特定多数のお客様に対応する防災・館内放送ソリューション 

18 

あらゆる非常事態に、より多くの言語で対応することが 
求められています。インターネットに接続せずに利用でき、 
“もしもの時”の備えに必須の製品です。 
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不特定多数のお客様に対応する防災・館内放送ソリューション 

導入実績 今後の導入見込み 

自治体 

商業施設 

交通機関(船舶) 

宿泊施設 

観光施設 

複合商業施設 

交通機関(飛行場、駅) 
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不特定多数のお客様に対応する防災・館内放送ソリューション 

画面： J-Server Guidance 
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J-Server Guidance 構内用：TOP画面 

②施設案内などの小項目から 
 定型文を呼び出します。 

①大項目を選択 
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不特定多数のお客様に対応する防災・館内放送ソリューション 

画面： J-Server Guidance 

21 

J-Server Guidane 構内用：放送定型文選択画面  

③定型文を選択して簡単多言語放送 

不特定多数のお客様に対応する防災・館内放送ソリューション 
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J-SERVER Guidance 構内用  

選べる2種 

スタンダード版 
 (音声合成+自動翻訳) 

ライト版 
(音声合成のみ) 
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対面での接客やテレビ会議に役立つ多言語翻訳チャット 

サービス名：チャチャっと翻訳 
      （発売前の試作アプリ）                                                                                       
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対面での接客やテレビ会議に役立つ多言語翻訳チャット 

利用シーン 今後の導入見込み 

受付窓口やフロントでの会話 
テレビ会議 
病院・医療施設 

自治体の外国人対応窓口 

公共交通機関の案内所 

商業施設での接客 

観光案内窓口は左側のカウンターです。 

A tourist information desk is ～ 
旅游向导窗口是左侧的柜台。 

24 

관광 안내 창구는 왼쪽의 ～ 

是吗，明白了。 

そうですか、わかりました。 

データベース化 

翻訳精度UP！ 

受付担当 

海外からのお客様 
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高電社自動翻訳サービス 他社製品での活用事例 

製品名：MC Catalog+ 
    (株式会社モリサワ様)                                                                                    
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高電社自動翻訳サービス 他社製品での活用事例 

株式会社高電社 
経営企画部 部長 
高 京徹 
 
kohk@kodensha.jp 
 
TEL: 090-7760-9567 
    06-6628-8880 
    03-3584-3723                                                                                   
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株式会社高電社 
営業部 
三井 英明 
 
mitsui@kodensha.jp 
 
TEL: 03-3584-3723                                                                                 

どうぞよろしくお願い致します。         

防災・館内放送ソリューション「J Server Guidance」の翻訳デモ 
ならびに音声を視聴されたい場合も、お気軽にご用命くださいませ。        
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高電社自動翻訳サービス 他社製品での活用事例 

株式会社高電社 
経営企画部 部長 
高 京徹 
 
kohk@kodensha.jp 
 
TEL: 090-7760-9567 
    06-6628-8880 
    03-3584-3723                                                                                   

27 

株式会社高電社 
営業部 
三井 英明 
 
mitsui@kodensha.jp 
 
TEL: 03-3584-3723                                                                                 

どうぞよろしくお願い致します。         

防災・館内放送ソリューション「J Server Guidance」の翻訳デモ 
ならびに音声を視聴されたい場合も、お気軽にご用命くださいませ。        

ご連絡先 

株式会社高電社 
東京支店営業部 部長 
菊地 茂 
 
skikuchi@kodensha.jp 
 
TEL: 03-3584-3723                                                                                   
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ご清聴ありがとうございました。         

試作アプリ「チャチャっと翻訳」をテスト利用いただけるお客様を 
募集しています（Android / iOS端末が合計2台あればご利用いただけます）。  
 
防災・館内放送ソリューション「J Server Guidance」の翻訳デモ、 
ならびに音声を視聴されたい場合も、お気軽にご連絡下さい。        
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