ドラッグ＆ドロップで翻訳が完了。
初期費用は不要、月額料金のみでご利用いただけます。

[ ご利用イメージ ]

AI 翻訳プラットフォームサービス

Japanese
翻訳ツール
A

English

COTOHA® Translator

Default Profile JA-> EN

ビジネスに活用できる、高精度・高セキュリティAI 翻訳サービス

翻訳結果

原文ファイル

テキスト翻訳
ファイル翻訳

リソース管理
A日

翻訳するファイルを
ドラッグ＆ドロップしてください

ユーザー辞書
翻訳メモリー
プロファイル

STEP1 ドラッグ&ドロップ

[ ご利用料金 ]

ID 数

ベーシックプラン

10
15
30
100

ビジネスプラン

制限なし

エンタープライズプラン

制限なし

STEP2 翻訳完成！

月額料金

初期費用

80,000円（税込88,000円）
102,000円（税込112,200円）
192,000円（税込211,200円）
560,000円（税込616,000円）
1,150,000円（税込1,265,000円）〜

多言語オプション
法務・財務モデルオプション

VPN接続オプション

無料

お問い合わせください

40,000円（税込44,000円）〜
16,000円（税込17,600円）〜
300,000円（税込330,000円）

■ベーシックプラン
・ご利用人数
（ID数）
に応じてご契約いただけるプランです。
・最低10IDから、
上記組み合わせによりID数を選択可能です。
例）
「30ID」
と
「15ID」
をお申し込みください
45IDご要望の場合：
・ご契約期間は1年間となります。
■ビジネスプラン/エンタープライズプラン
・ご利用人数
（ID数）
に制限はありません。
・ビジネスプランはお客さま専有エンジン提供型、
エンタープラ
イズプランは全環境専有提供型のプランです。
・ご契約期間は1年間または3年間となります。

圧倒的
点超レベル 翻訳スピード！
の翻訳精度！ 7時間→約 分

TOEIC

960

■多言語オプション
・日本語⇔英語、
日本語⇔中国語
（簡体字、
繁体字）
、
英語⇔中国語
(簡体字、繁体字)に主要言語を加えた合計25言語ペアが利用
可能となるオプションです。
■法務・財務モデルオプション
・契約書や法令、
財務諸表などの高精度翻訳が可能となる
オプションです。

■VPN接続オプション
・VPNでの接続により安全な翻訳環境を提供するオプションです。
※導入後の設定変更/オプション追加は別途費用がかかります。
※サービス詳細・お見積りは、
弊社営業担当者までお問い合わせください。

COTOHA® Translator に関するお問 い 合わせ

法人のお客さまお問い合わせ窓口［法人コンタクトセンター］

●記載内容は2021年1 0月現在のものです。
●表記のサービス内容は予告なく変更することがありますので、お申し込み時にご確認ください。
●複数の商品・サービスを利用される場合にはお手元で計算された額と実際の請求書が異なる場合があります。
●フリーダイヤルのサービス名称とロゴマーク
はNTTコミュニケーションズの登録商標です。
●記載されている会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。

0120-106107 受付時間 9：30〜17：00

※携帯電話、
PHSからもご利用になれます。土・日・祝日・年末年始は休業とさせていただきます。

ホームページ

www.ntt.com/cotoha-translator
2021.10
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インターネット翻訳や翻訳ソフトでは満足できない。
そんな時は、AI活用の 使える 翻訳サービスを。

たとえば、こんなシーンで効果を発揮！
働き方改革にもつながります。

近年、さまざまな業界や業種でグローバル化が進み、外国語によるドキュメント作成の必要性が高まってい
ます。一方で、翻訳会社に委託するには時間と費 用が大幅にかかってしまう、インターネットの無料翻訳
サービスや翻訳ソフトでは精度やセキュリティに不安があるなど、企業における翻訳ニーズを十分に満た
せていません。NTTコミュニケーションズはこのような状況を解決するため、高精度な自動翻訳を実現す
るAI 翻訳プラットフォームサービス「COTOHA® Translator」を提供します。

1

Case

会議資料の英訳に活用 (製造業界A社)

海外の取引先との会議や、社内会議で英語の資料が必要な場合は、
英語の得意な社員が作成するというケースも多いようです。
ただ会議が重なると、本来の業務が進まず、残業が増えて…。そんな悪循環の解消に役立ちます。
翻訳へのニーズ

「社内外の多くの会議で英語版の資料が必要」

原文

チューニング
ビジネスプラン以上で
対応

訳文

最新の NMT 技術による
高精度翻訳

社員が会議のたびに数時間かけて
英訳するため本来の業務が進まず残業が増える

カスタマイズで
精度向上

暗号化

2

Case

精度が高く、簡単で、速い！
COTOHA® Translatorの3つの特長。

最新のニューラルマシントランスレーション
（NMT）
技術と、
NTT
グループの強みである日本語解析技術を活かした翻訳エンジ
ンを採用。日英翻訳ではTOEIC960点『超』レベルのビジネス
パーソンに匹敵する翻訳精度を実現し、
日本人独特の表現も
的確に翻訳。
辞書登録により、
専門用語にも対応します。

膨大な海外の情報から必要なものをピックアップする際にも重宝します。
とりあえずの翻訳を COTOHA® Translatorに任せ、それをななめ読みした上で、
必要なものは自分自身でしっかり翻訳してまとめる。そんな使い方もおすすめです。

山田太郎
令和元年 5 月1日

「海外の情報を収集し、
日本語のレポートを作成」
「必要な情報を絞り込むためにまずはななめ読みしたい」

効果

課題
NTT Communications Corporation

Taro- Yamada
May 1,2019

年号や人名なども
的確に翻訳します。

英語は得意だが、膨大な量なので
レポート作成より翻訳のほうが大変

※日本 語 ⇔英 語、日本 語 ⇔ 中国 語（簡 体 字、繁 体 字）など、合 計25 言 語ペアに対応

2. ファイルまるごと翻訳

3. 圧倒的なスピード

Microsof t Office や PDF 形式 ※のドキュメント
フ ァイル をド ラ ッ グ & ド ロップ す る だ け で 、

翻訳時間は、人間の数十〜数百分の一。あとは、
翻訳結果の確認と少しの修正で済むので、作業
時間が圧倒的に短縮されます。

ほ ぼそのままのレイアウトで翻 訳が 可能です。

○瞬時に翻訳でき、残業時間が大幅に短縮
○翻訳品質が高く、外国籍社員も満足

海外情報収集に活用 (金融業界B社)

翻訳へのニーズ

NTT コミュニケーションズ株式会社

1. TOEIC960点『超』レベルの翻訳精度

効果

課題

辞書登録

3

Case

○ななめ読みできるレベルの翻訳精度で十分にニーズを満たす
○翻訳時間を大幅に短縮でき、レポートの品質も向上

公的機関への報告、申請に活用 (外資系製薬業界C社)
製薬業界のような専門用語が多い資料でも、辞書登録機能などを活用すれば対応可能。
翻訳会社への外注費用が圧縮でき、大幅な効率化がはかれます。
翻訳へのニーズ

※ PDF 形式の原 文を読み込 んだ 場合、訳 文は Word 形式で出 力され、
その 後、編 集 が 可能です。

「医薬品に副作用反応が発現した場合、日本の公的機関へ
日本語で 24 時間以内に報告しなければいけない」

時間短縮

犬

牛
猫

cow
dog
cat

本業への集中
翻訳外注の削減

課題

本国（米国）からの資料を至急翻訳する必要があるが、
専門用語が多く、専門の翻訳会社に委託するため、
毎回、期限ギリギリの提出となり、かつコストが高い

効果

○専門翻訳会社への委託は確認と修正が中心となり、
作業時間とコストを同時に削減
○日本での報告を本国に提出する際の英訳にも活用

