
  
  

毎日、連絡帳を
確認してください。

Check the co
noteboo every day.

翻訳技術を採

（NICT）の研究成果に基づく
採用。音声翻訳 言語、テキス
言語に対応。

用が可能。

音声翻訳によるスマホ・タブレット向け多言語コミュニケーションアプリ　

ボイスビズ 

使える、頼れる !!
市役所で
学校や

外国籍の保護者やその子どもたちとのコミュニケーションでお困りではありませんか？
各種行政手続きや生活支援、家庭訪問などのさまざまなシーンで多言語コミュニケーションを支援します。

Vo i c e B i zの特徴

Check the communicationmmunication 
notebook every day.k

国産の高精度
用 学校・市役所向けの固有名詞と

定型文を標準搭載

少数からの
利用が可能

国立研究開発法人情報通信研究機構
翻訳技術を
ト翻訳 学校でよく使う慣用句や固有名詞（ 語）

のほか、よく使うフレーズを定型文（ 文）、
行政用語：固有名詞（ , 語）、定型文（ 文）
を標準搭載。

ID/PASS認証と台数課金機能によ
り、台数に応じてのご利

総務省所管の国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)の委託研究「自治体向け音声翻訳システムに関する研究開発」の応用展開先として、文部科学省と連携し、複数の学校で実験利用中。

https://www.toppan.co.jp/solution/
https://www.toppan.co.jp/solution/service/VoiceBiz.html


 

 

   

 
 

 

  

 

Vo i  c  e  B  i  zの特徴
国産の高精度翻訳技術を採用
国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）の研究成果に基づく翻訳技術を採用。
日本語⇔英語の翻訳はニューラル翻訳を採用し、従来の統計翻訳より高精度な翻訳を実現。
音声翻訳 言語、テキスト翻訳 言語に対応。
※外国語同士の翻訳はできません。

学校・市役所向けの固有名詞と定型文を標準搭載
学校でよく使う慣用句や固有名詞（300語）のほか、よく使うフレーズを定型文（200文）、
行政用語：固有名詞（3,000語）、定型文（200文）を標準搭載。
定型文一覧から選ぶだけで、音声入力が不要。 
※学級活動、日常生活、給食、清掃、交通などの分野もカバー
※固有名詞、定型文は、国立大学法人宇都宮大学国際学部　若林秀樹 客員准教授　監修

　　　　　　　 
● 固有名詞 〈例〉日本語 ： 上履き
　　　　　　　 英語 ： indoor shoes
　　　　　　　 中国語（簡体字）：室内鞋

● 定型文　 〈例〉日本語 ： お子さんは食物アレルギーがありますか?
　　　　　　　 英語 ： Does your child have any food allergies?
　　　　　　　 中国語(簡体字) ： 孩子有食物 敏症 ？

少数からの利用が可能
ID/PASS認証と台数課金機能により、台数に応じてのご利用が可能。
※凸版印刷との契約後に発行されるID/パスワードが必要です。

■音声翻訳： 11言語が翻訳可能 ※日本語⇔外国語の翻訳が可能、外国語同士の翻訳はできません。

日本語 ⇔ 英語/中国語(普通話) /韓国語/インドネシア語/タイ語/ベトナム語/ミャンマー語/ポルトガル語(ブラジル) /
フランス語/スペイン語  ※フランス語・スペイン語は音声での出力には対応していません。

■テキスト翻訳： 30言語が翻訳可能 ※日本語⇔外国語の翻訳が可能、外国語同士の翻訳はできません。

日本語 ⇔ 英語/中国語（簡体字）/韓国語/台湾華語（繁体字）/アラビア語/イタリア語/インドネシア語/オランダ語/スペイン語/タイ語/
デンマーク語/ドイツ語/ヒンディ語/フィリピン語/フランス語/ベトナム語/ポルトガル語/ポルトガル語（ブラジル）/マレー語/
ロシア語/ミャンマー語/ウルドゥ語/クメール語/シンハラ語/トルコ語/ネパール語/ハンガリー語/モンゴル語/ラーオ語

■導入費用： ● 初期費： 100,000円（税抜）　● 1台当たり利用料： 5,000円/月（税抜）
〈有料オプション〉
・固有名詞翻訳： 語 円（税抜）※日本語から、英・中（簡体）・韓への翻訳、読み記号の付与を実施。

・定型文翻訳： 文（ 文字まで） 円（税抜）※日本語から、英・中（簡体）・韓への翻訳を実施。

・固有名詞登録作業・定型文登録作業：それぞれ 回 円（税抜）
※登録の量に関係なく 回の作業費になります。

本サービスをご利用いただくには、通信可能な iOS/Androidの
スマートフォン、タブレットに専用アプリをインストールする必要があります。
※アプリはiOS/Androidのアプリストアからダウンロードできます。
※凸版印刷と契約後発行されるID/パスワードが必要です。

https://www.toppan.co.jp/solution/service/VoiceBiz.html
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