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この度はInternarrationのウェブサイトへご訪問頂き

誠にありがとうございます。弊社では英語ナレーション、

英文テープ起こし及び英文校正サービスを個人・法人

のお客様へご提供させて頂いております。 

弊社では各種サービスにおいて 高のスタッフを抱え

ております。クオリティの高いサービスを皆様へご提供

することは勿論のこと、弊社サービスを介し、少しでも

多くのお客様の方が英語に対する不安や悩みを取り

除くことができればこの上ない喜びです。 

ご挨拶	

代表取締役社長　　守井 文英 

プロフィール 	

�  幼少期よりエジプト、トルコ、米国にて約10年以上を
海外にて過ごす 

�  米国（サンフランシスコ近郊）の現地校にて中学・高
校卒業後、青山学院大学国際政治経済学部に入学  

�  大学卒業後、SMBC日興証券（旧日興コーディアル
証券）に入社。入社後約7年間（内１年間はSMBC日
興香港セキュリティーズへ出向）に渡り、一貫して国
内外のM&A（合併・買収）アドバイザリー業務に従事 

�  SMBC日興証券退社後、アプリ開発会社に転職し、
モバイルマーケティング及びアプリコンテンツ制作に
従事。『本気で英会話 ! ペラペラ英語』、『最後の英
単語学習 ! マジタン』等を開発 

�  アプリ開発会社退社後、英語ナレーションサービスを
スタートさせ株式会社J&Lを設立 

�  受注及びニーズ増加に伴い、新規事業（英語テープ
起こし及び英文校正サービス）をスタート 

１	

『本気で英会話! ペラペラ英語』	
AppStore： 有料総合1位獲得	
　　　　　 　 有料教育1位獲得	

『 後の英単語学習! マジタン』	
AppStore： 有料総合1位獲得	
　　　　　 　 有料教育1位獲得	

株式会社 J&L 

皆様からのお問い合わせをスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。 
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　	About Us	

Internarration について　 

英語ナレーション・英語テープ起こし・英文校正専門会社のInternarration　 

プロフェッショナル集団	

業界 安値基準	

品質保証	

情報管理の徹底	

▶︎ ナレーター（現在もプロナレーター
やブロードキャスターとして活躍中）、
英語テープ起こし及び英文校正者の
担当者の多くは経験年数10年以上で
あり、圧倒的な実績を有しております	

▶︎ 弊社がご提供する各サービスにお
ける料金プランは業界 安値でご提
供しております。価格のみならず、高
品質なサービス提供をお約束いたし
ます	

▶︎ 業界 安値基準及び高品質の
サービス実現に向け細心の注意を
払ってご提供しておりますが、万が一
納品ファイルにご不満がある場合は
何なりとお申し出下さい。担当者より

迅速にご対応させて頂きます	

▶︎ 弊社では受領しました個人情報並
びに受領しましたスクリプト（原稿）に
関しては法令により開示を求められた
場合を除き、いかなる場合でも第三者
への開示は致しません	
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英語ナレーションサービス	

Internarration	
Supported by J&L Inc.	

http://www.internarration.com	



　	Narration	

英語ナレーション　 

3	

Internarrationの英語ナレーションサービスではお客様がご準備して頂きま
したスクリプト（原稿）を弊社がご紹介するプロナレーターが読み上げ、録音し
たファイルをお客様へお届けするサービスとなります 

ナレーターのご紹介 （一部）	

名前：ジョナサン 
アクセント：米国 
	

名前：リニアス 
アクセント：米国、英国 

	

名前：マシュー 
アクセント：英国 

	

名前：スージー 
アクセント：米国 
	

名前：モーリス 
アクセント：米国、英国 

	

名前：シャロン 
アクセント：英国 

	

名前：ジョン 
アクセント：米国 
	

名前：カーラ 
アクセント：カナダ 

	

名前：ジョエル 
アクセント：米国 

	

弊社に在籍しているプロナレーターは国内外のCMナレーションや現役のブ
ロードキャスターとして活躍しております。 
※ 音声サンプルはホームページにてご用意しておりますので是非ご試聴下さい 
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料金プラン・お見積り	

Internarrationでは業界 安値（1 word 20円〜）でご提供しております。安
価でのご提供のみならず、納得の音質・音声をお客様へご提供しております 

Internarration	 A社	 B社	 C社	

価格（1ワード）	 20円〜30円	 45円〜２００円	 35円〜150円	 １５円〜30円	

低発注額	 10,000円	 25,000円	 15,000円	 3,000円	

ナレーター	
プロナレーター、 

プロ声優	
プロナレータ、

プロ声優	
ネイティブ、 
プロ声優	

ネイティブ、 
英語講師	

収録場所	 専用スタジオ	 専用スタジオ	 自宅スタジオ	 在宅	

ワード数	
ベーシックプラン	 アドバンストプラン	

料金（20円）	 納期	 料金（30円）	 納期	

1〜500	 10,000円	 3〜7営業日	 15,000円	 3〜7営業日	

501〜1,000	 20,000円	 3〜7営業日	 30,000円	 3〜7営業日	

1,001〜1,500	 30,000円	 5〜10営業日	 45,000円	 5〜10営業日	

1,501〜2,000	 40,000円	 5〜10営業日	 60,000円	 5〜10営業日	

※弊社では録音スタジオ使用料や編集作業料金といった別途追加料金は一切発生致しませ
んのでご安心下さい。	

※ ベーシックプラン（510ワード）: 510 × 20円 = 10,200円となります	
※ アドバンストプラン（510ワード）:510 × 30円 = 15,300円となります	
※ なお、各種プランには 低受注料金を設定させていただいておりますので予めご了承下さい	

弊社ではベーシックプラン及びアドバンストプランの2つのプランをご用意して
おり、プランの詳細はホームページにてご確認頂くか、お気軽にご連絡下さい 
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お客様ご利用実績	

Internarrationではこれまで以下のような、ナレーションサービスをご提供し
てまいりました。個人利用から法人向けのサービスまで多岐に渡っており確
かな実績を有しております。音声収録をご検討の際はInternarrationまでご

連絡下さい 

http://www.internarration.com	 5	

学習教材・学校法人	 コーポレート向け	 商用利用	

英語学習アプリ	

ü  リスニング教材 
ü  中学・高校・大学用リス

ニングテスト 
ü  英単語＆語彙・熟語 
ü  英語スピーキング対策 
ü  発音練習対策　等	

ü  企業プロモーション 
ü  商品紹介 
ü  社内ビデオ音声 
ü  音声マニュアル 
ü  電話保留メッセージ 
ü  機内アナウンス　等 

ü  英会話アプリ 
ü  単語アプリ 
ü  幼児向け英語学習アプ

リ 

ü  e – ラーニングソフト 
ü  オーディオブック 
ü  アニメ・ゲーム用吹替え 
ü  テレビコマーシャル 
ü  映画・トレイラー 

ミュージック	 プレゼンテーション	

ü  学会研究発表 
ü  スピーチコンテスト 
ü  ビジネスプレゼンテー

ション 

ü  音楽プロモーション用
VTR 

ü  発音練習対策 
ü  イベント会場向け音声 



英語テープ起こしサービス	
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　	Transcription	

英語テープ起こし 

6	

Internarrationの英語テープ起こしサービスではお客様がご準備して頂きま
した音声ファイル弊社在籍のプロの英語テープ起こし専門スタッフがお客様
のご要望に応じて作業を行うサービスとなります 

※ご希望に応じて、Speaker1, Speaker2,Female 1, Man1等にもご変更できます 
※原稿内に作業者からの注釈が記載されます	
	

英語テープ起こし原稿納品サンプル　（1/2）	



※ タイムレコードをご希望の間隔 （１分、５分、１０分、等）での記載が可能です 

英語テープ起こし原稿納品サンプル　（2/2）	
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注釈の種類について　（1/2）	

上記注釈の他に、納品させて頂きます原稿には必要に応じて以下の注釈
を記載させて頂く場合がございます 
 
【聞きづらい箇所がございます】 
納品していただきました音声ファイルの録音状態が悪い（ノイズ、話し手が

マイクから離れている等）場合などにより聞き起こすことが困難な場合は
こちらの注釈を表記させていただきます。 
 
【会話が重なり聞きづらい箇所がございます】 
可能な限り会話内容につき聞き起こすことを心がけておりますが、話し手

が複数（２人以上）同時に会話され、正確に聞き起こすことが困難な場合
はこちらの注釈を表記させていただきます。 



注釈の種類について　（2/2）	
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【単語の特定・確証が持てない個所がございます】 
会話内容及びインターネットでの文字検索で単語の特定ができるように対
応しておりますが、万が一それでも確証が持てない場合はこちらの注釈を

表記させていただきます。 
 
【収録音声が途切れている箇所がございます】 
録音していただいた音声に一部音声の途切れなどがあり、聞き起こし困
難の際はこちらの表記を記載させていただきます。 
 
【不適切な表現または好ましくない音声箇所がございます】 
音声に不適切な表現（暴力的な表現、性差別的な表現等）がございました
ら、こちらの表記を記載させていただきます。 



英語テープ起こしプランのご紹介	

Internarrationの英語テープ起こしサービスではお客様のご希望に応じて以
下の３つのプランをご用意しております 

•  文法・語彙チェック（校正）、カスタマイズ、タイムコードをご希望されるお　
客様はベーシックプランをご選択下さい 

•  素起こしを前提とした文法・語彙チェック（校正）、カスタマイズ、タイムレ
コードをご希望されるお客様はスタンダードプランをご選択下さい 

•  テープ起こしされた内容を出版用途等にリライト・カスタマイズされたいお
客様はアドバンストプランをご選択下さい 

ベーシック	 スタンダード	 アドバンスト	

文法チェック	

素起こし	

要約	

リライト	

カスタマイズ	

タイムコード	

発言者の識別	

校正：文法・語彙・スペルチェックを行います。また ”you know”, “uh, um, huh, etc.” といった 
文章校正上に不必要とされる間投詞は削除されます 
 
素起こし：録音された音声（内容）をそのまま起こします 
 
カスタマイズ：ご希望された文章フォーマットにて起こします 
 
タイムコード： 音声や動画再生時間を5分刻みで出力します。５分以内をご希望される場合は 
別途ご連絡下さい　（例：00:30:12) 
 
発言者の識別：会議やグループディスカッション等、複数人が発言される場合に 
「Speaker 1」、「Speaker 2」、「Male 1」、「Female 1」 または発言者様の指名をご教授頂いた 
場合は、その氏名を記載いたします 

http://www.internarration.com	 9	



料金プラン・お見積り	

Internarrationの英語テープ起こしサービスでは業界 安値（1 word 108 
円〜）ご提供しております。他社比較しても割安かつ納得のサービス内容で
納品させていただきます 

録音 
時間
（分） 

ベーシック	 スタンダード	 アドバンスト	

納期	 料金	 納期	 料金	 納期	 料金	

0 〜  
30	

3 〜 5  
営業日	

 
 
 
 

一律108
円/分 

通常： 108 
〜 160円	

1 〜3 
営業日	

 
 
 
 

一律205
円/分 

通常： 205 
〜 295円	

2 〜 3 
営業日	

 
 
 
 

一律270
円/分 

通常： 270 
〜 385円	

31 〜 
60	

4 〜 6  
営業日	

2 〜3 
営業日	

3 営業日	

61 〜
180	

5 〜7  
営業日	

3 〜5 
営業日	

5 営業日	

181 〜 
270	

6 〜 8  
営業日	

5 〜6 
営業日	

7 営業日	

271 〜
360	

7 〜 9  
営業日	

6 〜7 
営業日	

9 営業日	

361 〜 
450	

9 〜 11 
営業日	

7 〜8 
営業日	

11 営業
日	

451 〜
600	

10 〜 
12 営業

日	

8 〜 9 
営業日	

14 営業
日	

600 
以上	

ご相談 
下さい	

ご相談 
下さい	

ご相談 
下さい	

キャンペーン中!!	 キャンペーン中!!	 キャンペーン中!!	

※ 繁忙度合いに応じて、上記の納期日数から変更される場合がございます	
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英文校正サービス	
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　	Proofreading	

英文校正 

Internarrationの英文校正サービスではお客様がご準備していただきました
英文原稿を弊社在籍の英文校正メンバーがお客様のご要望に応じて作業を
行うサービスとなります 

英語校正原稿納品サンプル	
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料金プラン・お見積り	

Internarrationの英文校正サービスでは業界 安値（1 word ４円〜）ご提
供しております。他社比較しても割安かつ納得のサービス内容で納品させて
いただきます 

単語数 

スタンダードプラン （1単語あたりの料金）	

1 
営業日	

2 
営業日	

3 
営業日	

4 
営業日	

5 
営業日	

6 
営業日	

７ 
営業日	

1 〜 1,000	 11 円 5 円 -	 -	 -	 -	 -	

1,001 〜 
3,000	

11 円 7 円 6 円	 5 円 -	 -	 -	

3,001 〜 
5,000	

11 円 8 円 7 円	 6 円 5 円 -	 -	

5,001 〜 
7,000	

-	 9 円 8 円	 6 円 5 円 5 円 4円 

7,000以上	 ご相談下さい	

単語数 

アドバンストプラン （1単語あたりの料金）	

1 
営業日	

2 
営業日	

3 
営業日	

4 
営業日	

5 
営業日	

6 
営業日	

７ 
営業日	

1 〜 1,000	 15 円 11 円 -	 -	 -	 -	 -	

1,001 〜 
3,000	

15 円 12円 11 円	 10 円 -	 -	 -	

3,001 〜 
5,000	

- 15 円 12 円	 11.5 円 11 円 10 円 -	

5,001 〜 
7,000	

-	 -	 15 円	 14 円 12 円 11 円 10円 

7,000以上	 ご相談下さい	

•  文法・語彙チェック（校正）のみをご希望されるお客様はベーシックプランを
ご選択ください 

•  文法・語彙チェック（校正）のみならず、単語の変換や文章変換についての

アドバイスやコメントをご希望のお客様はアドバンストプランをご選択くださ
い 
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