
●お問い合わせ・ご用命は・・・
東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

このカタログの記載内容は、2022年7月現在のものです。

https://www.ricoh.co.jp/service/toruno

サポートセンター対応窓口及び時間
●対応窓口：torunoお問い合わせ窓口
●受付時間：月曜日～金曜日　9:00～12:00、13:00～17:00（祝祭日および当社夏期・年末年始休暇期間を除く）
●お問い合わせフォーム：https://bit.ly/3pKePYg

このカタログはRICOH Pro Cシリーズで印刷しています。 2204PH-2207<34121105＞2/P

1クリックで、会議を文字起こし！
同時に、録音＆パソコン画面も記録。
共有や議事録作成に便利！ 

torunoの主な仕様

CPU

メモリー

OS

ブラウザー

記録アプリ

会議ログや管理画面などのWebサイト

Intel® Core™ i5（最大2.4GHz以上）

4G以上

Windows®10 Pro 日本語版 64bit ※最新か２世代前のバージョンまで

Google Chrome™ 最新版

■動作環境

■弊社は、お客様に生じた直接または間接的損害および第三者からお客様に対してなされる不法行為、債務不履行、契約責任、不当利得を請求原因とする損害に対して責任を負いかねますのでご了承ください。
この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。

※Intel Core i5はアメリカ合衆国およびまたはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。 ※Windows、Microsoft Teamsは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ※Zoomは、Zoom 
Video Communications, Inc.の商標または登録商標です。 ※Google ChromeおよびYouTubeはGoogle LLC.の商標です。 ※その他の会社名および製品名は、それぞれ各社の商号、商標または登録商標です。

https://www.youtube.com/watch?v=eXP5oJByPys

詳しくは動画で!

データダウンロード
テキスト/CSVファイル/音声データ

TXT CSV MP3
♪

URLで会議ログを共有

メニュー名 登録ユーザー数 データ保存容量 月額基本料金 従量料金単価

toruno ビジネス 月20時間プラン

toruno ビジネス 月100時間プラン

toruno ビジネス 月500時間プラン

6,000円

28,500円

135,000円

無制限

無制限

無制限

50GB

250GB

1500GB

300円/時間

285円/時間

270円/時間

■価格表 （消費税別）

※従量料金はメニュー名に記載の記録時間を超えた時に発生します。
※１人のユーザーを複数のビジネス契約のチームに招待することはできません。今後、複数のチームに招待できるよう機能拡張を検討しております。
※サービスの詳細・動作環境の確認、お申し込み方法の詳細は、販売担当者へお問い合わせください。

■サービス概要図

音声・発言テキスト・画面キャプチャを記録 記録した会議を閲覧

toruno

オンライン会議まるごと記録サービス

記録アプリ
（デスクトップアプリ）

会議ログ画面（Webサイト）
https://app.toruno.biz/



画面キャプチャにより
理解度アップ

手軽なのにまるごと記録。 振り返りや共有が劇的変化！
1クリックで、会議やセミナーをまるごと記録！
「toruno」がオンライン会議を変えてゆく。

リコーのオンライン会議まるごと記録サービス「toruno」は、

あなたのオンライン会議をまるごと“とる”サービスです。

様々なWeb会議ソフトに対応、

AIが会議の発言・会話をすぐにテキスト化して表示します。

またそのテキストに加え、音声、会議で使われた画面をまるごと記録。

会議中は理解の補助や聞き逃しのサポートとして、

会議後は振り返りや共有、議事録作成の下地として役立ちます。

ノートやメモどりは「toruno」に任せて、あなたは会議に集中してください。

とるの

オンライン会議で
こんなお困りごとありませんか?

文字だけだと
意識に齟齬が
生じやすい…

簡単な打合せでも
議事録の共有が必要…

議事録の作成に
多くの時間が必要…

と解決！
なら

と る の

音声を聞きながらの
確認が可能

URLで簡単に共有できる

会議ログ画面（Webサイト）
https://app.toruno.biz/

●「toruno」は会議の音声を自動でテキスト化しているので、議事録を作成する場合に、
一から文字起こしをせずに、気になる箇所の音声を聞きながら修正するだけ。議事録作成の時間を大幅に短縮。

音声テキスト化で議事録作成時間を短縮！

Microsoft Teams®やZoomなど、様々なオンライン会議を記録。
しかも面倒な連携が不要で、簡単操作で会議音声を即時にテキス
ト化します。YouTube™などの動画も「toruno」を起動し、動画
を再生すればテキスト化できます。

「toruno」は会議中の発言のテキストや会議の音声、画面キャプ
チャなどを“まるごと”記録します。会議の記憶を、いつでも鮮明に
呼び覚ますことができます。

「toruno」のブックマーク機能で重要発言をチェックしておけば、
すぐに見つけ出すことができます。頭出し再生により、気になる箇所
も簡単に振り返りできます。

「toruno ビジネス」はチームの管理者がメンバーを招待する形で
利用できます。

記録した会議は、他の人にかんた
んに共有できます。チーム内のメン
バーへは、URLだけで可能。
チーム外の人には、パスコードと
URLのセットで、共有することができ
ます。共有された人はテキスト、音
声、画面キャプチャにより、情報
キャッチアップがとても楽になります。

音声認識エンジンは、日々新たな用語を学習していますが、世の中で
日常的に使われない用語にはなかなか対応できません。
「toruno」には、会社用語や業界用語を所定のフォーマットで登録
いただくと、それらも認識できるようになるユーザー機能があります。

●会議に参加できなかった人や緊急で会議を抜けてしまった人には、
「toruno」で記録した会議ログをURLで共有。音声データ・画面キャプチャもあるので会議内容が明確に。

会議不参加者へもすばやく共有！

Microsoft Teams®　
Zoom など

記録開始画面（ボタン）
ご支給お願いします

画面
キャプチャ

会議音声

チームメンバー利用の招待

管理者

簡単操作 “まるごと”記録

ブックマーク URLでかんたん共有

チーム利用 会社用語・業界用語も登録可能

テキスト

※チーム外へはパスコード付きで共有できます。

「toruno」はこんなシーンで活躍します。
と る の

フォーマット フォーマット

❶フォーマット
ダウンロード

❷辞書登録
（表示文字と”かな”） ❸アップロード

OCR
CSV
RPA

オーシーアール
シーエスブイ
アールピーエー

※各メンバーは、torunoアカウントを取得いただきます。

会議中のメモやノート代わりに！
●重要な会議に参加する際は、メモを「toruno」に任せて、あなたは会議に集中。
打合せで発生した課題やタスクは、記録を振り返り、背景も含めてしっかりと理解。

全ての発言を自動でテキスト化
議事録作成の下地に

記録アプリ
（デスクトップアプリ）

メモに抜け漏れが
ないか不安…
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