
翻訳翻訳翻訳翻訳＋＋＋＋クロスチェッククロスチェッククロスチェッククロスチェック料金表料金表料金表料金表（（（（税別税別税別税別）（）（）（）（2012201220122012年年年年11111111月現在月現在月現在月現在））））

手紙手紙手紙手紙などなどなどなど簡易簡易簡易簡易なななな文書文書文書文書 ビジネスビジネスビジネスビジネス文書文書文書文書 専門性専門性専門性専門性がががが高高高高いいいい文書文書文書文書

日本語 ⇒ 英語 ¥11.0 ¥12.0 ¥13.5

英語 ⇒ 日本語 ¥19.5 ¥22.0 ¥24.5

日本語 ⇒ フランス語 ¥11.0 ¥12.0 ¥16.0

フランス語 ⇒ 日本語 ¥22.0 ¥24.5 ¥32.0

日本語 ⇒ イタリア語 ¥11.0 ¥12.0 ¥16.0

イタリア語 ⇒ 日本語 ¥22.0 ¥24.5 ¥32.0

日本語 ⇒ ドイツ語 ¥11.0 ¥12.0 ¥16.0

ドイツ語 ⇒ 日本語 ¥22.0 ¥24.5 ¥32.0

日本語 ⇒ スペイン語 ¥11.0 ¥12.0 ¥16.0

スペイン語 ⇒ 日本語 ¥22.0 ¥24.5 ¥32.0

日本語 ⇒ ポルトガル語 ¥11.0 ¥12.0 ¥16.0

ポルトガル語 ⇒ 日本語 ¥22.0 ¥24.5 ¥32.0

日本語 ⇒ ロシア語 ¥12.0 ¥14.5 ¥18.5

ロシア語 ⇒ 日本語 ¥22.0 ¥24.5 ¥32.0

日本語 ⇒ オランダ語 ¥12.5 ¥16.0 ¥17.0

オランダ語 ⇒ 日本語 ¥29.5 ¥32.0 ¥37.0

日本語 ⇒ ノルウェー語 ¥14.5 ¥17.0 ¥18.0

ノルウェー語180 ⇒ 日本語 ¥29.5 ¥32.0 ¥37.0

日本語 ⇒ ポーランド語 ¥14.5 ¥17.0 ¥18.0

ポーランド語 ⇒ 日本語 ¥29.5 ¥32.0 ¥37.0

日本語 ⇒ ウクライナ語 ¥14.5 ¥17.0 ¥18.0

ウクライナ語 ⇒ 日本語 ¥29.5 ¥32.0 ¥37.0
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イタリアイタリアイタリアイタリア語語語語

ドイツドイツドイツドイツ語語語語

ポーランドポーランドポーランドポーランド語語語語

ノルウェーノルウェーノルウェーノルウェー語語語語

英語英語英語英語

フランスフランスフランスフランス語語語語

スペインスペインスペインスペイン語語語語

ポルトガルポルトガルポルトガルポルトガル語語語語

ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ言語言語言語言語
1111次翻訳次翻訳次翻訳次翻訳＋＋＋＋クロスチェッククロスチェッククロスチェッククロスチェック　　　　セットセットセットセット料金料金料金料金

日本語日本語日本語日本語１１１１字字字字／／／／英字英字英字英字１１１１ワードあたりワードあたりワードあたりワードあたり

ロシアロシアロシアロシア語語語語

オランダオランダオランダオランダ語語語語

ウクライナウクライナウクライナウクライナ語語語語
ウクライナ語 ⇒ 日本語

手紙手紙手紙手紙などなどなどなど簡易簡易簡易簡易なななな文書文書文書文書 ビジネスビジネスビジネスビジネス文書文書文書文書 専門性専門性専門性専門性がががが高高高高いいいい文書文書文書文書

日本語 ⇒ アラビア語 ¥14.5 ¥17.0 ¥18.0

アラビア語 ⇒ 日本語 ¥17.0 ¥18.5 ¥21.0

日本語 ⇒ トルコ語 ¥14.5 ¥17.0 ¥18.0

トルコ語 ⇒ 日本語 ¥29.5 ¥32.0 ¥37.0

日本語 ⇒ ヘブライ語 ¥15.5 ¥17.0 ¥21.5

ヘブライ語 ⇒ 日本語 ¥30.5 ¥33.0 ¥41.5

日本語 ⇒ タイ語 ¥12.0 ¥15.5 ¥17.0

タイ語 ⇒ 日本語 ¥14.0 ¥15.5 ¥18.0

日本語 ⇒ タガログ語 ¥12.0 ¥15.5 ¥17.0

タガログ語 ⇒ 日本語 ¥28.5 ¥31.0 ¥36.0

日本語 ⇒ ベトナム語 ¥12.0 ¥15.5 ¥17.0

ベトナム語 ⇒ 日本語 ¥28.5 ¥31.0 ¥34.5

日本語 ⇒ インドネシア語 ¥12.0 ¥15.5 ¥17.0

インドネシア語 ⇒ 日本語 ¥28.5 ¥31.0 ¥36.0

日本語 ⇒ マレー語 ¥12.0 ¥16.0 ¥17.0

マレー語 ⇒ 日本語 ¥29.5 ¥32.0 ¥37.0

日本語 ⇒ モンゴル語 ¥12.5 ¥16.0 ¥17.0

モンゴル語 ⇒ 日本語 ¥18.5 ¥19.5 ¥22.0

日本語 ⇒ クメール語 ¥12.5 ¥16.0 ¥17.0

クメール語 ⇒ 日本語 ¥17.0 ¥18.5 ¥21.0

日本語 ⇒ ミャンマー語 ¥12.5 ¥16.0 ¥17.0

ミャンマー語 ⇒ 日本語 ¥17.0 ¥18.5 ¥21.0

日本語 ⇒ ヒンディー語 ¥15.0 ¥16.5 ¥19.0

ヒンディー語 ⇒ 日本語 ¥19.5 ¥21.0 ¥24.5

クメールクメールクメールクメール語 語 語 語 ****

ミャンマーミャンマーミャンマーミャンマー語 語 語 語 ****

ヘブライヘブライヘブライヘブライ語語語語

1111次翻訳次翻訳次翻訳次翻訳＋＋＋＋クロスチェッククロスチェッククロスチェッククロスチェック　　　　セットセットセットセット料金料金料金料金
日本語日本語日本語日本語１１１１字字字字／／／／英字英字英字英字１１１１ワードあたりワードあたりワードあたりワードあたり

アラビアアラビアアラビアアラビア語 語 語 語 ****

トルコトルコトルコトルコ語語語語

アフリカ・アフリカ・アフリカ・アフリカ・中東中東中東中東・アジア・アジア・アジア・アジア言語言語言語言語

ヒンディーヒンディーヒンディーヒンディー語 語 語 語 ****

タイタイタイタイ語 語 語 語 ****

タガログタガログタガログタガログ語語語語

ベトナムベトナムベトナムベトナム語語語語

インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア語語語語

マレーマレーマレーマレー語語語語

モンゴルモンゴルモンゴルモンゴル語 語 語 語 ****

お問い合わせは…

MAIL：　info@2yak.jp
URL：　 http://www.2yak.jp

土・日・祝のお問い合わせには返信が遅くなる場合がございます。

MAIL：　info@2yak.jp



翻訳翻訳翻訳翻訳＋＋＋＋チェックチェックチェックチェック料金表料金表料金表料金表（（（（税別税別税別税別）（）（）（）（2012201220122012年年年年11111111月現在月現在月現在月現在））））

手紙手紙手紙手紙などなどなどなど簡易簡易簡易簡易なななな文書文書文書文書 ビジネスビジネスビジネスビジネス文書文書文書文書 専門性専門性専門性専門性がががが高高高高いいいい文書文書文書文書

日本語 ⇒ ヒンディー語 ¥15.0 ¥16.5 ¥19.0

ヒンディー語 ⇒ 日本語 ¥19.5 ¥21.0 ¥24.5

日本語 ⇒ ラオ語 ¥17.0 ¥19.0 ¥21.0

ラオ語 ⇒ 日本語 ¥21.0 ¥22.0 ¥26.0

日本語 ⇒ 韓国語 ¥8.5 ¥9.0 ¥12.5

韓国語 ⇒ 日本語 ¥10.5 ¥11.5 ¥13.0

日本語 ⇒ 中国語 ¥7.5 ¥8.5 ¥12.0

中国語 ⇒ 日本語 ¥11.0 ¥12.0 ¥15.0

* は文字カウントが難しい場合が多いので、出来上がり日本語ベースの料金となります。
・記載以外の言語についてはご相談ください。

<<<<注意事項注意事項注意事項注意事項>>>>
・1次翻訳＋クロスチェック＋コーディネーターチェックでの標準納期は以下の通りとなります。（英語の場合）

※日本語から英語への翻訳；日本語原稿文字数ベース
800文字以下  1営業日

1,600文字以下  2営業日
2,400文字以下  3営業日
3,200文字以下  4営業日
4,000文字以下  5営業日

※英語から日本語への翻訳；英語原稿ワード数ベース
320ワード以下  1営業日
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韓国語韓国語韓国語韓国語

中国語中国語中国語中国語

アジアアジアアジアアジア言語言語言語言語

ラオラオラオラオ語 語 語 語 ****

ヒンディーヒンディーヒンディーヒンディー語 語 語 語 ****

1111次翻訳次翻訳次翻訳次翻訳＋＋＋＋クロスチェッククロスチェッククロスチェッククロスチェック　　　　セットセットセットセット料金料金料金料金
日本語日本語日本語日本語１１１１字字字字／／／／英字英字英字英字１１１１ワードあたりワードあたりワードあたりワードあたり

320ワード以下 1営業日
640ワード以下  2営業日

　960ワード以下  3営業日
1,280ワード以下  4営業日
1,600ワード以下  5営業日

・特急料金として以下の通り割増料金を申し受ける場合があります。
当日納品  125％増

1営業日以内  100％増
　2営業日以内  175％増
　3営業日以内  150％増
　4営業日以内  125％増

・レイアウトを伴う作業の場合、別途￥1,000～￥3,000（税別）前後追加料金を申し受ける場合があります。
・ミニマム料金は5,000円（税別）となります。
・内容の難易度、言語により、別途料金が発生する場合がございます。
・翻訳作業開始後、キャンセルが発生した場合はキャンセル料を申し受けます。
・翻訳証明書発行は、2種類（弊社：￥2,000（税別）、翻訳者：￥5,000（税別））で和文・英文とも可能です。

<<<<翻訳以外翻訳以外翻訳以外翻訳以外のののの対応対応対応対応についてについてについてについて>>>>
以下のサービス他、各種サービスに対応しております。料金等はお問い合わせください。

・通訳、オンサイトでの翻訳、音声録音等各種作業
・文字入力、ルビ振り
・テープ起こし、テープ起こし翻訳
・外国人アンケートなどへの人的リソース提供

<<<<対応分野対応分野対応分野対応分野についてについてについてについて>>>>
幅広い分野に対応しておりますが、特許、医療等特殊分野につきましては言語により対応致しかねる場合が
ございます。また、希少言語では必ずしも専門性に特化した対応者を用意出来かねる場合もございます。
詳しくはお問い合わせください。

おおおお問問問問いいいい合合合合わせはわせはわせはわせは………… URL：　 http://www.2yak.jp
MAIL：　info@2yak.jp
土・日・祝のお問い合わせには返信が遅くなる場合がございます。


