
工業翻訳サービスのご案内

工業用ドキュメントの
ソリューションプロバイダーとして「存在」

工業用ドキュメントの
ソリューションプロバイダーとして「追求」

工業用ドキュメントの
ソリューションプロバイダーとして「気概」

工業用ドキュメントの
ソリューションプロバイダーとして「解決」

工業用ドキュメントのソリューションプロバイダーとして

「 解 決 」

「編集・レイアウト作業が煩雑」 
「紙の原稿しか手元にない」 
「図面の外国語化が必要になった」 
「海外から送られてきたデータが開かない ...」 
「ひょっとして、文字化けしてるんだろうか？ ...」

このように編集・レイアウト作業や外国語データでお困りになったこ
とはございませんか？

弊社では、編集・レイアウト作業や外国語データ処理 ･ 加工をインプッ
トからアウトプットまでサポート致しております。完成品のドキュメ
ントをお届けする事が可能な弊社の「ワンストップドキュメントサー
ビス」は、皆様の社内工数・経費の軽減に力強く貢献致します。

データ処理 ･ 加工サービス
主要対応ソフト 

適用例

Word

Excel

PowerPoint

JustsystemAutodesk

Microsoft Adobe

AutoCAD 2006, DXF

Quark

Illustrator

Photoshop

Acrobat

Quark Xpress (Passport Edition含む)

一太郎

Publisher

Visio 

Dreamweaver

InDesign

FrameMaker

マニュアル
仕様書
工業規格
報告書
契約書

プレゼンテーション資料

製品カタログ

図面

ホームページ
画像ファイル

Word
InDesign
FrameMaker
Quark Xpress

AutoCAD
PDF, DXF, TIFFのWordデータ化

Dreamweaver
Photoshop
Acrobat

PowerPoint

Illustrator
InDesign
FrameMaker
Quark Xpress
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● JR 元町駅西口・阪神元町駅西口から、南へ徒歩 5 分
● 阪神高速京橋ランプより、車で 1 分 
● 阪急花隈駅から、南へ徒歩 10 分 

《交通のご案内》



工業用ドキュメントのソリューションプロバイダーとして

「 存 在 」
工業用ドキュメントのソリューションプロバイダーとして

「 追 求 」
工業用ドキュメントのソリューションプロバイダーとして

「 気 概 」

グローバルに業務を展開されるお客様の動きに合わせて、製品開発段
階では、海外工業規格 ･ 指令、また、見積仕様書や図面、連絡文書な
どの案件の初動段階の文書から、製品の生産段階におけるアラーム
メッセージ、銘版、製品納入時に必要なマニュアル、仕様書まで、翻
訳業務をサポートしてまいります。 弊社では、「翻訳はデータベース構築の一面を持つ」と考えておりま

す。特に「工業翻訳」のフィールドでは顕著です。各種業界、会社単
位、ご担当者様のお好み等、実に様々な特定表現・用語がございます。
数多くの案件で培った工業・技術・産業分野におけるノウハウを十二
分に活用し、高品質な翻訳サービスを皆様にご提供致しております。

また、弊社の翻訳スタッフは各言語および専門分野のトライアルに合
格した国内外の熟練翻訳者によって構成されております。コーディ
ネーターが案件の工程管理を行い、エディターによる徹底した品質管
理の下、安定した生産体制を保持しております。

工業・技術・産業分野の翻訳をサポート
主要対応分野 

徹底した品質管理と安定した生産体制

- プラント・エンジニアリング
- 環境機器・原子力 / 風力 / 火力発電
- プラント用各種バルブ
- 船舶・舶用機器
- 産業用機械
- 精密機器
- 精密工具

日本語→英語
英語→日本語
日本語⇔中国語（簡体字、繁体字）
日本語⇔韓国語
英語⇔ヨーロッパ言語  

（ドイツ語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語等）

1. 翻訳作業 

2. 検品 ･ 校正作業 

3. データ加工 ･ 処理

 
4. 商品のお届け

各分野に精通した翻訳作業者が対応致し
ます。

社内基準に準拠し、チェッカーが校正 ･
編集を行います。

ご要望の納品形態によって、個別のデー
タ制作を行います。

- マニュアル 
操作マニュアル・ユーザーマニュ
アル、設置マニュアル、サービス
マニュアル、メンテナンスマニュ
アル、品質管理マニュアル

- 仕様書 ･ 図面 
製作仕様書、設計仕様書、機械 ･
電気回路図図面、検査要領書・成
績書

- ソフトウェア・リソースファイル 
タッチパネル、操作ボタン、メッ
セージ、警告メッセージ、銘版 

- 鉄鋼・金属・非鉄金属
- 電子・電気
- 土木・建築
- バイオ・遺伝子組み換え
- CSR･ コンプライアンス
- ビジネス・一般文書 

- 海外工業規格 
ACI, ANSI, API, AS, ASME, 
ASTM, AWS, AWWA, BS, 
CEN, CENELEC, CSA, DIN, 
DS, EIA, ETSI, FS, GB, IEC, 
IEEE, IS, ISO, KS, MIL, 
NEMA, NEN, NF, FPA, NS, 
NZS, PS, SABS, SAE, SFS, 
SIS, SNV, UL, UNE, UNI, 
VDE, VDI

- ビジネス・一般 
アニュアルレポ－ト、各種
報告書、製品カタログ、ホー
ムページ、プレゼンテーショ
ン資料、契約書・同意書・
定款、各種申請書

工業英語翻訳をはじめとして、様々な言語に対応
主要対応言語 

レターからマニュアル・図面まで 
工業用ドキュメントを広範にサポート
主要対応文書 

ご挨拶

皆様に置かれましては益々ご健勝のこととお
慶び申し上げます。

さて、弊社トランスプロは 2008 年 7月 22
日に設立 10年目を迎えました。これもひと
えに皆様の温かいご支援の賜物と心より厚く
御礼申し上げます。

あらゆる分野で激化する生存競争の中で皆様
方がお客様にご提供する製品・サービスは、
それらを取り巻くもの、二次的なものにおい
ても「本物」であることは「生き残る」一つ
の選択肢ではないでしょうか。甚だ微力では
ございますが、弊社工業翻訳サービスが御社
製品・サービスの一片として御社益々の御発
展に多少なりとも寄与できましたらこれに勝
る慶びはございません。

2010 年の今日、御社製品・サービスの一部で
あることを常に念頭に置き、社員一同新たな
決意のもと更なる精進を重ね、皆様のご要望
にお応え致す所存です。

弊社工業翻訳サービスをご愛顧賜りますよう
何卒宜しく御願い申し上げます。

株式会社トランスプロは「今」を見つめ、皆
様の「未来構築」をサポートいたします。

株式会社トランスプロ 
代表取締役　萬　大輔


