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Desktop Publishing for Localization

ローカリゼーション DTP

ローカリゼーション分野の総合 DTP

サービスをご提供します

ローカリゼーション分野における DTP では、自社のシス

テムで DTP データの管理をしたいというご要望が増えて

います。弊社では、そのようなご要望にお応えする総合的

な DTP サービスをご提供しています。

Windows、Macintosh 

プラットフォームの 

各種アプリケーションに 

対応しています

お客様の環境に応じ、Windows、Macintosh の各プラッ

トフォームでの作業をいたします。各プラットフォーム・

各アプリケーション固有のノウハウをもとに、さまざまな

ケースの DTP に適切に対応します。

翻訳から DTP までトータルな作業が 

可能です

英語版から日本語版を作成する場合、翻訳と DTP を一括

して請け負うことで、スムーズかつ効率的に作業を行い、

納期を短縮することができます。弊社ではさまざまなツー

ルを駆使し、各案件のデータに最適なプロセスでサービス

をご提供できます。

ドキュメントのライフサイクルを考慮

した高品質のデータを提供します

ドキュメント管理においては、制作したデータの品質が、

その後の改訂やマルチユースへの対応に大きく影響しま

す。弊社では、ドキュメントのライフサイクル * を考慮し

た高品質のデータを作成することで、お客様のドキュメン

ト管理におけるトータルコスト削減をお手伝いします。

* ドキュメントを新規作成してから不用になるまでを指す。この間に改訂・ 

管理など多くの作業が発生します。

Application Software

InDesign

FrameMaker

Word

PowerPoint

Illustrator
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ローカリゼーション分野における豊富な経験と高い DTP 技術により、仕上がりの品質・コスト・納期のすべてにおいてお客様に満足していただける

DTP サービスをご提供いたします。Windows、Macintosh プラットフォームの各種の DTP ソフトウェアに対応していますので、さまざまなご要

望にお応えすることが可能です。
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弊社では、InDesign/FrameMaker の次のような機能を

フルに活用して、高品質のドキュメントを短期間で作成

します。

変数　繰り返し現れる語句や文章を変数とすることで表

現を統一でき、後々の改訂作業を効率化します。

相互参照　見出しや表に対して相互参照を行うと、その

タイトルやページ番号を自動的に入力でき、ドキュメント

変更時にも自動で更新されます。

自動番号　文中のリストや章・段落・表・図などに自動

的に通し番号を振ることができます。

ブック機能　大きなドキュメントでも、ブック機能を使

えば小さなファイルに分割して効率よく管理できます。

目次・索引の自動生成　ドキュメント内の見出しから

自動的に目次を生成したり、文章中に埋め込まれた索引

情報から索引一覧を生成したりできます。

グラフィックの参照・取り込み　外部にあるさまざま

な形式のグラフィックを参照することができるので、ド

キュメントとグラフィックの編集を並行して行うことがで

きます。

複雑な表組　表組みの罫線・塗りなど多くの設定をスタ

イルとして登録することができ、複雑な表組みでも簡単に

作成できます。

コンディショナルテキスト *　１つのドキュメントファ

イルから複数バージョンのドキュメントを生成することが

でき、バージョンアップに伴うドキュメント更新の負担を

大幅に軽減することができます。

改訂バー *　ドキュメント改訂時の変更箇所がひと目でわ

かるため、改訂作業をスムーズに行うことができます。

プラグインによる機能拡張 *　FDK（Frame Developer's 

Kit）を使えば FrameMaker にプラグインを作成して機能

を大きく拡張することができます。たとえば、単純な編集

作業の自動化やデータベースとの連携、外部ファイルのイ

ンポートなどに威力を発揮します。

* FrameMaker 固有の機能です。

Application Software

InDesign W 　 M

FrameMaker W

Desktop Publishing with InDesign/FrameMaker

InDesign/FrameMaker DTP
大きなドキュメントを編集する際に、“同じことを何度も繰り返すのが大変だ”“もう少し自動化できないものか”と感じたご経験はありませんか？　 

InDesign/FrameMaker は大量で複雑なドキュメントの作成・編集・管理のための機能が満載されたパワフルな出版システムです。取扱説明書、技術ドキュ

メントカタログ、書籍などの制作に威力を発揮します。

InDesign/FrameMaker のトータルなサービスをご提供します

W indows M acintosh



Hiroaki.Kawamata@virtems.net

お問い合わせは弊社営業部

までお気軽におよせください

www.virtems.net 
tel 03-5847-1173 fax 03-5847-1174 
〒103-0026　東京都中央区日本橋兜町 17-1 

　　　　   日本橋ロイヤルプラザ905号

株式会社バーテムズネットワークス

■ InDesign/FrameMaker DTP のワークフロー

Desktop Publishing with InDesign/FrameMaker

翻訳者

DTP
オペレータ

DTP
オペレータ

 翻訳テキスト 
（別途支給の場合）

レイアウト

データを修正

データ完成

お客様

翻訳

翻訳メモリ

英語版
InDesign

FrameMaker
データ

画像
データ

納　
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取込み用に加工

レビュー

必要に応じ
PDF, HTMLに変換

DTP
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英語版ドキュメントの日本語版を作成します

さまざまな DTP サービスの中でも、英語版 InDesign/FrameMaker データの

日本語版を作成するローカリゼーション DTP は、弊社が最も得意とする分野

です。また、弊社では DTP とともに高い品質の翻訳もご提供しております。

翻訳と DTP を統合した効率的なワークフローにより、納期の短縮、お客様の

トータルコストの削減を図ることが可能です。

ご発注の際には以下の点についてお知らせください

・新規作成か、改訂か

・プラットフォーム（Windows /Macintosh）

・使用するフォント

・ページサイズ（日本の規格サイズへの変更が必要か）

・  英語版のドキュメントデータ、グラフィックデータ等、必要ファイルの有無

・英語版ドキュメントの翻訳が必要か

・校正の回数と納期（ワークフローについては右の図をご参照ください）

・納品物の形態・形式

・その他、注意事項など
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Desktop Publishing with Designing

デザイン系 DTP

パンフレットやカタログのローカリ

ゼーションもおまかせください

パンフレット、カタログ、パッケージ類などの販売促進

ツールや、ガイドブック、PC 関連書籍など多様なニーズ

にお応えします。文字主体の取扱説明書とともに、オール

カラーのパンフレットやカタログなども安心しておまかせ

ください。

美しい日本語組版を心がけています

オリジナルのデザインを生かしながら、日本語として美し

く読みやすいレイアウトに差し替えます。欧文フォントに

合う日本語フォントを選択し、日本語特有の組版ルールに

準拠。日本語としての全体のバランスや読みやすさを十分

に考慮します。

画像編集を自由自在に行います

スクリーンショットはもちろん、デザイン処理がなされて

いるグラフ類、表組などについても、様々な画像編集ソフ

トを使って日本語化いたします。また、精細なテクニカル

イラストの書き起こしやロゴなどのトレースも可能です。

テンプレートの新規デザインが可能です

オリジナルデータがそのまま生かせない場合や、新たに制

作をお考えの場合にも、弊社で最適なレイアウトソフトを

選択・ご提案し、新規に紙面を設計いたします。これまで

に各種カタログ（オールカラー／ 2 色）や書籍のカバー

（オールカラー）、スクリプト言語のマニュアル（モノクロ）

などの実績があります。

Web デザインもいたします

HTML デザインの新規作成はもちろん、各種 HTML エディ

タを使用したローカリゼーションにも対応します。ボタ

ンなどのグラフィック要素の新規デザインやローカリゼー

ションもいたします。

Application Software

InDesign

Illustrator

FreeHand

Photoshop

PaintShop Pro

Fireworks

Dreamweaver

GoLive

Flash

W M
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W

取扱説明書のローカリゼーションだけでなく、パッケージ類やパンフレット、カタログなどのデザイン処理が必要な DTP にも対応いたします。

テクニカルイラストやロゴのトレースも承ります。また、新規制作をお考えの際にもぜひご相談ください。

W indows M acintosh
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Translation

翻訳

TRADOS WorkBench  TRADOS WorkBench の翻

訳メモリ（原文と訳文を一組にして保存するデータベース）

を使用すると、ドキュメント中に複数回現れる語句や文

章の訳文が自動的に生成されます。この機能により、大量

のドキュメントでも容易に訳文の統一性を保つことができ

ると同時に、大幅な時間短縮とコストの削減が可能です。

また、翻訳対象となるワード数や翻訳メモリとの一致率

をすぐに算出することができるため、プロジェクトのスケ

ジュール管理に役立ちます。

TRADOS S-Tagger  TRADOS S-Tagger は、

FrameMaker や Interleaf による DTP との効率的な連携

を可能にするツールです。FrameMaker/Interleaf のファ

イルを Word 形式に変換することで、WorkBench での

翻訳メモリ構築ができます。Word ファイルに表示され

る FrameMaker/Interleaf の設定項目を誤って削除してし

まっても、検証して容易に発見・修正できるため、正確な

データが仕上がります。

TRADOS TagEditor  TagEditor を使うと、HTML、

SGML、XML などのファイルの翻訳をエディタ上で行う

ことができます。TagEditor では、誤操作による各種のタ

グの削除を防止したり、プレビュー表示機能によってレイ

アウトを確認しながら翻訳することが可能です。

TRADOS WinAlign  WinAlign は、WorkBench を使

用せずに翻訳されたデータとその原文データを整合して翻

訳メモリを作成するツールです。これにより、過去の翻訳

資産を活用することができます。まずWinAlignで古いバー

ジョンの翻訳メモリを作成し、その翻訳メモリを使って新

しいバージョンの翻訳を行うことで、ドキュメントのバー

ジョンアップが効率的になります。

Application Software

TRADOS

Foreign Desk

CATALYST

W

W

W

“新しいバージョンのドキュメントの翻訳を効率化したい”“もっと統一感のある高品質の翻訳を提供したい”“限られたスケジュールの中で迅速に翻訳したい”

弊社ではこのようなご要望にお応えするため、翻訳と DTP との一括請負を含めた、お客様の満足度の高い翻訳サービスをご提供しています。

W indows M acintosh

TRADOS 社の各種翻訳管理ツールを駆使し、高品質の翻訳を短時間で 

お客様にご提供いたします

 - 日本語 ↔ 英語・日本語 ↔ 中国語（簡体字・繁体字）・英語 ↔ 中国語（簡体字・繁体字）
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■ TRADOS ツールを使った翻訳プロジェクトのワークフロー

Translation

DTP とのスムーズな連携で、納期の短縮と  

コスト削減が可能です

弊社には、ローカリゼーションに必要な翻訳と DTP の両方のノウハウがあり

ます。この 2 つを弊社に一括しておまかせいただくと、翻訳と DTP がより効

率的に作業を進めることができ、納期の短縮とお客様のコスト削減が可能にな

ります。

Trados を利用することにより、ソース言語の 「レイアウト情報」を維持した

まま、翻訳作業が可能になります。翻訳後の DTP 編集作業は、基本的スタイ

ルの適用、ページレイアウトの確認、イラストの差し替え等のレイアウト調整

作業だけになります。 

大量ドキュメントや多言語版の制作に際して、非常に有効な機能です。

エディットとテクニカルチェックによって、  

信頼性の高い翻訳をご提供いたします

単にターゲットに置き換えるだけでは、質の高い翻訳とはいえません。弊社で

は、各言語のスペシャリストによるエディットと、豊富な専門知識をもつエン

ジニアによるテクニカルチェックを行っています。これらの作業によって、読み

やすく、かつ技術的内容を正確に把握できる翻訳を実現しています。

高度な専門知識を要するソフトウェア翻訳も  

おまかせください

弊社では、ソフトウェアのユーザーインターフェイスの翻訳も行っています。

この種の翻訳では特有の規則やプログラミングなどの専門知識が必要となりま

すが、優秀なエンジニアがテクニカルチェックを行うことによって品質の高さ

を維持しています。また、翻訳後のソフトウェアの実機チェックにも幅広く対

応いたします。

● A案件 Ver.1.0 の翻訳プロジェクト

● A案件 Ver.1.5 の翻訳プロジェクト（●の改訂）

翻訳（WorkBench）

変換

翻訳メモリ

Ver.1.0の
翻訳メモリ

Ver.1.0の
翻訳済みデータ

翻訳完了

原文と訳文の
ペアを検索

DTPの作業へ

次回翻訳時に
活用

次回に活用…

原文と訳文の
ペアを登録・修正

翻訳（WorkBench）

Ver.1.0の翻訳メモリを更新

Ver.4.0の翻訳メモリ生成

Ver.5.0の
翻訳開始

（●と同様の作業）

原文と訳文の
ペアを検索した結果

80％
自動翻訳

残り20％分だけ翻訳
原文と訳文の
ペアを
登録・修正

English 日本語

◆ Z案件 Ver.5.0 の翻訳プロジェクト（Ver.5.0以前の翻訳メモリなし）

原文と訳文を整合
（WinAlign）

Ver.1.5の
翻訳メモリ

Ver.1.5の
翻訳済みデータ

翻訳完了

翻訳者

翻訳者

EnglishInDesign
FrameMaker
English

InDesign
FrameMaker
English

1

1

2

2

日本語

Ver.4.0 English Ver.4.0 日本語

1.0

1.5

1.0→1.5

4.0

DTPの作業へ

1

変換
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