
下記QRコード読取りから実際の音声ガイドが体感できます。

熊本県和水町

なごみツーリズム

日本語 英語 韓国語 中国語

1 言語あたり
18 ガイド

1 ガイド
約 300文字

熊本県天草市

世界平和大使人形の館スマートガイド

日本語 英語 韓国語

1 言語あたり
58 ガイド

1 ガイド
約 250文字

環境省 新宿御苑管理事務所

新宿御苑オーディオガイド

1 言語あたり
８ガイド

1 ガイド
約 200文字

全国麺類生活衛生同業組合連合会

日本の麺文化

1 言語あたり
14 ガイド

1 ガイド
約 200 文字

鹿児島県南さつま市

南さつまスマートガイド
日本語 英語 韓国語

中国語（簡体） 中国語（繁体）
1 言語あたり
15 ガイド

1 ガイド
約 200 文字

徳島県美馬市

多言語音声ガイドシステム

音声ガイド
動画
３DCG

VR

日本語 英語 中国語（簡体）
中国語（繁体） フランス語

1 言語あたり
20 ガイド

1 ガイド
約 200 文字

導入事例

●担当者・お問い合わせ先

東京都港区芝3-8-2 芝公園ファーストビル
お問い合わせ先︓ricoh_scrumpackage@ricoh-japan.co.jp

※記載の効果はあくまでも一例であり、すべてのお客様について同様の効果があることを保証するものではありません。
※記載の内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
※記載の会社名および製品名は、各社の商号、商標または登録商標です。

このチラシの記載内容は、2019年9月現在のものです。－Ver.3.0－

確認事項 原稿制作費
見積りは、原稿・言語数・ガイド数・利用用途を確認して見積りを行います。

 日本語原稿、翻訳原稿がある場合 : 翻訳費は見積りません。

 日本語原稿があって翻訳原稿が無い場合 : 翻訳する言語を確認して
下さい。（英語・中国語・韓国語など）

 日本語原稿も翻訳原稿も無いが、ある程度の費用を把握したい場
合 : 仮に想定した文字数（200～300文字）で見積りします。

※パンフレットなどの素材があれば、有料で日本語原稿を制作できます。

注意点
 クラウド使用料は、毎年発生致します。

 利用途中でも、ガイド内容の追加・更新など可能です。

 特別展、企画展などの短期利用もできます。（最低3ヶ月）

 ガイド内容が追加され、データ量が増えると、クラウド使用料も増額される場合があります。

 途中解約された場合でも、すでに支払われた利用料金については返却致しません。

音声データ制作費
 日本語原稿、翻訳原稿がある場合 : 原稿量に応じた文字数で見積ります。

 ナレーションファイル分割費 : ナレーターが録音したデータを指定番号数に分割する作業費です。

 録音・編集経費 : データ制作のための編集経費です。

 フリーBGMミックス編集費 : 音声データにBGMを設定します。

利用できる交付金・補助金など
地方創生推進交付金

「地方版総合戦略」に位置付けられ、地域再生法に基づく地域再生計
画に認定される地方公共団体の自主的・主体的な取組で、先導的なも
のを支援する。交付金年間1000億円、事業費ベース2000億円

地方創生拠点整備交付金

地方版総合戦略に位置付けられた施設整備等・ソフト事業と連携し、地
方創生への波及効果を高めることを支援する。交付金年間900億円、
事業費ベース1800億円

日本遺産

有形や無形の様々な文化財群を、地域が主体となって総合的に整備・
活用し、国内だけでなく海外へも戦略的に発信していくことにより、地域の
活性化を図ることを目的としています。 2020年までに100ヶ所目標、令
和元年5月20日時点で認定地は83ヶ所

音声ガイド音声ガイド

音声ガイド
動画

音声ガイド
展示

音声ガイド
動画

ご確認ください︕

展示品紹介

地域回遊

施設案内

商品紹介

史跡めぐり

利用案内

美術館
博物館
記念館

大学・短大
病院

宿泊施設

展示会
工場見学
使用説明

観光地
文化財
史跡・遺産

レジャー施設
商店街
公園

商業施設
店舗
飲食店

利用者はQRコードで読むだけ︕
お手軽なのにネイティブ翻訳・ナレーションの多言語音声ガイド

農山漁村交付金

増大するインバウンド需要の呼び込みや都市と農山漁村との交流を促進
するため、地域資源を活用した観光コンテンツを創出し、農山漁村滞在
型旅行（「農泊」）をビジネスとして実施できる体制を有した地域の創
出、福祉農園等の整備による障害者の受入等の取組を支援します

インバウンド補助金・助成金

インバウンド旅行者の集客数や滞在環境向上のために、新事業を始める
施設や団体に対して国から支払われるのがインバウンド補助金・助成金で
す。インバウンド対策をしたいと考えていても、お金の問題で始めることがで
きない人に対して、強い味方となるのがこの支援金です

●担当者・お問い合わせ先

東京都港区芝3-8-2 芝公園ファーストビル
お問い合わせ先︓CSG@jp.ricoh.com

※スマートガイドは金剛株式会社の登録商標です。※QRコードは、㈱デンソーウェーブの登録商標です。※iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。※iPadは、
Apple Inc.の商標です。 ※「docomo」は日本電信電話株式会社の登録商標です。※SoftBankは、日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。※Googleは
Google LLC.の商標です。※Yahoo!は、米国Yahoo!Inc.の登録商標または商標です。※Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの商標です。※記載の効果はあくまでも一例であり、すべてのお客様について同様の効
果があることを保証するものではありません。※記載の内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。※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。

このチラシの記載内容は、2020年３月現在のものです。－Ver.５.0－

※導入事例はいずれも金剛(株)の販売事例です

利用者のスマートフォンで
QRコードを読むだけ
ローコストで本格多言語音声ガイド

RICOH 
アプリレス
多言語音声ガイド

日本語 英語 韓国語
中国語（簡体）中国語（繁体）

日本語 英語 韓国語
中国語（簡体）中国語（繁体）



iPhone
iPad
SoftBank
au
docomo
Google
Yahoo …等

QRコード読取

デジタルサイネージ表示・ポスター・
パンフレットなどもオプションでご用意

スマートフォンでQRを読むだけ︕
RICOH アプリレス多言語音声ガイド

スマートガイドとは

ネイティブ
多言語
プロの翻訳・
ナレーター

約90か国語対応

アプリレス
アプリの

ダウンロード不要

QRコード読取だけ
レスポンシブ
デザイン
閲覧環境を
選ばない

スマホでもPCでも

地図
ナビゲーション

「ここ行こナビ」ボタンで
地図アプリ連携

所在地マップ表示

ローコスト
運用はクラウドで

低コスト

月額１万円～

アクセス件数やどの国からアクセス
されているか、年代・性別・など。
リピート顧客獲得の分析に役立ちます

▶面倒な専用機器の準備や
アプリのダウンロードは不要‼

▶スマートフォンでQRコードを
読み取るだけで、ダイレクトに
多言語音声ガイドを表示

スマートフォンやタブレットでQRコードを読み取る
だけでご利用いただける、インバウンド対応音声
ガイドシステムです。スマートフォン通話エリア、
Wi-Fi™ 環境エリアであれば、日本中どこでも
お使いいただけます。
施設・店舗・観光景勝地にある、パンフレットな
どの印刷物や案内看板に設置したQRコードを
読み取るだけで、面倒な専用アプリのダウンロー
ドもなく、ダイレクトにお客様のスマートフォンに音
声ガイドが表示されます。

自動翻訳利用のサービスが数多くある
中、翻訳の間違いや意味の取り違えな
どの問題が多く発生しています。

スマートガイドは正確な翻訳をご提供す
るために、プロの翻訳とネイティブナレー
ターがガイドをご提供します。

クラウド
サービス

多言語
自動認識
言語を自動的に
選定表示

閲覧者のスマホに合わせ

スマートガイドは、閲覧者が利用する
スマートフォン・タブレットの言語設定
から使用言語を推測して、閲覧者
がわざわざ言語を選ばなくても適正
な言語（設定言語）による音声ガ
イドを行います。

QRコード
掲示物の制作
ポスター・パンフレット
デジタルサイネージ制作

デザイン・制作サービス

QRコードを掲示するポスターやパンフレットの製作、デジタルサイネージの設置
などもご相談ください。QRコードをパンフレットや観光ガイドブックなどに印刷する
と、音声多言語パンフレットになり、 国内・海外どこからでも、お客様の魅力を
閲覧・視聴することができます。

オプション

※開発元︓金剛株式会社、販売者︓リコージャパン

音声ガイドと共に文化・景勝地・
施設・店舗などの所在地をマップ
表示することができます。さらに「こ
こ行こナビ」ボタンを押すことにより
地図アプリと連携。現在位置から
音声ガイド位置までナビゲーション
します。

聴覚障害者
対応

音声情報可視化で
バリアフリー

テキスト＆音声で

スマートガイドは、聴覚障害者に
向け、「音声情報の可視化」を
目的とした音声文字情報を表
示します。バリアフリーガイドとして
お客様が発信する情報を少しで
も多くの人にお届けします。

RICOH デジタルサイネージ
制作したガイドを視聴者にアクセスしていただくためには、QRコードの掲示が必要です。設置環
境にあわせて、機種やネットワーク、設置工事まで包括した、最適なご提案が可能です。

STB（セットトップボックス）をあわせてご挿入頂きますと、天気やニュースなど多彩な情報発信
をすることができます。

アクセス解析

音声
ガイド

テキスト
ガイド

MAP 動画

旅を楽しむ︕

スタンプラリー
観光コンシェルジュ
近隣の事業者と連携して
活性化︕行きたいところに
ボタン一つでナビゲーション

行ってみたい︕を促進

360°VRツアー
情報ボックス

360°VRツアーや関連情
報で訪問前の情報発信も
旅への期待を高めます
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