
楽器関連翻訳業務のご案内

「弦高」

「激しい歪み」

「ウォームなトーン」

・・この言葉、正確に英語に訳せますか？（答えは最後に）

今や、ネットでの販売は国境を問いません。現物を触ることのでき

ないネット販売では、商品説明に使われる説明文が、売れ行きを大

きく左右するのは言うまでもありません。しかし、残念ながら、翻訳

エンジンに放り込んで出てきたものをコピペしただけの乱暴な商品

説明のものもあります。それでも、英語ネイティブであれば、何とか

理解できますが、英語が第二言語である国の人々にとっては、「さ

っぱり理解のできない」説明文です。当社では、その商品説明文を、

よりわかりやすく翻訳するサービスを開始いたします。

●当社の強み

当社は、楽器・機材の専門用語をきちんと理解して

いる、楽器・機材を取り扱う専門業者です。また翻訳

者はToeicL&Rテストで700点越えをマークした、高い

英語運用能力も備えています。(予定）

通常の翻訳業者にはない、楽器の専門知識を理解

した上での翻訳を提供いたします。その豊富な経験、

とりわけ楽器・機材の輸出入の実地業務の経験から、

ネイティブはもちろん、英語が第二言語である人たち

にも伝わる、簡潔・的確な語彙・表現を選択します。

（例）日本の最高のエレキギター （直訳）The best electric guitar of Japan

（当社の翻訳例）

The best "Japan made" electric guitar which you have never met before.
※できるだけ簡単な言葉で、どれだけ最高かを前面に押し出した翻訳です。

下線部の表現にご注目ください！



●明朗な会計システム

当方の翻訳サービスは、Reverb.comなどの通販サイトへの商品出展をさ

れるお客様向けを想定したサービスです。基本料金はわかりやすい初乗

り 500 語まで定額、以降１語 15 円～（サービス内容により異なります）、ま

た、翻訳エンジンに放り込んで導き出した英文の添削ならさらにお得です。

※業者様には、卸売価格設定あり！掛け売りも可能です、ぜひ、ご相談く

ださい！

●ご依頼から納品までの流れ

●お得な割引もありますよ！

複数案件同時注文割引、交渉通訳サービスとのバーター

割引など、あなたのご要望にお応えできるきめ細やかな料

金体系をご用意しております！また、業者様には卸価格・

掛売も対応いたします。お気軽にご相談ください。

料金の一例、詳細は別途価格表をご参照下さい。

※日本語からの完全な「翻訳」料金

1案件 500 語まで（初乗り料金）・・・ 6250 円 500 語以上 1 語につき 12 円

※お客様が翻訳エンジンに放り込んで導き出した英文の「添削」料金

1 案件 500 語まで（初乗り料金）・・ 3125 円 500 語以上 1 語につき 6 円

価格は税別です！小数点以下切り捨て。

Step１．最初に、翻訳したい商品の商品説明原稿と、できれば写真を数枚お送りください。ま

た、製品のデモビデオなどがあればぜひご紹介ください。なお理解が深まり、精度の高い翻訳

が可能です。お預かりした商品説明原稿をざっとお読みさせていただき、不明な点があればこ

ちらからお尋ねいたします。

※商品説明原稿は、Word 形式、もしくは Txt 形式でお願いします。

※原稿を送りの際はメールタイトルに、「翻訳希望」もしくは「添削希望」かをお知らせください。

Step 2．３営業日以内に（日祝定休、当方出張日を除く）、お見積りを送りします。

Step 3．こちらが提示した金額がよろしければ、翻訳に取り掛かります。

Step 4．翻訳が完了したら、ご請求書をお送りします。お代金のお支払い確認ができた時点

で、翻訳した原稿をお送りいたします。※業者様は掛売も対応しますのでご相談ください。

Step 5．出品してください！

※当方は翻訳、並びに添削した文章の権利を、ご依頼いただいたお客様との共同の権利と考

えます。盗作、盗用などを見つけられましたら至急お知らせください。法的措置をとります。



●参考までに・・・・ 500 語ってどれぐらい？

when the great Doug Aldrich or any player plugs into these top-of-the line, Baroni-Lab Mini-Amp
series they love it. The Mini-Amp 100 is 100w of real power, not peak, not music... 100w rms at
4ohms. It is capable of huge, warm tube like glassy cleans and blistering overdrives. More than
enough for any setting and loaded with features and portability. This 100w amp will begin a
US/Canadian tour with Perfecto de Castro, lead guitarist for the Arnel Pineda (Journey) band in
November 2017. It was also used by Doug Aldrich on all of the Dead Daisies recordings on their
latest album recorded in Nashville.
Speaker Out: Speaker Out may only be used with a guitar speaker.
Send: Send has built in V30 cabinet simulator, is low impedance (600ohm) so it is to be used when
sending signal directly to a mixing board.
Pre-Eq: This pot is dedicated to contouring the tone of the distortion channel only, and only
functions when the distortion channel is engaged.
Tone Controls: Treble, Bass and Middle frequencies are controlled by perspective pots. The 3 tone
controls function to contour the frequencies of the clean AND distortion channel.
Master Volume: The master volume controls the clean channel volume and overall volume.
Drive Volume: This pot controls the volume of the drive channel.
Drive Pot: This pot controls the amount of distortion on the drive channel.
Send and Return: The Send and Return allows one to run FX with the Mini-Amp. Use of the Send
will send the guitar signal to the FX through the Send jack then back to the Mini-Amp through the
Return jack. By opening the cabinet simulator and using the send output, you may use modulations
and go directly to a mixing board.
when the great Doug Aldrich or any player plugs into these top-of-the line, Baroni-Lab Mini-Amp
series they love it. The Mini-Amp 100 is 100w of real power, not peak, not music... 100w rms at
4ohms. It is capable of huge, warm tube like glassy cleans and blistering overdrives. More than
enough for any setting and loaded with features and portability. This 100w amp will begin a
US/Canadian tour with Perfecto de Castro, lead guitarist for the Arnel Pineda (Journey) band in
November 2017. It was also used by Doug Aldrich on all of the Dead Daisies recordings on their
latest album recorded in Nashville.
Speaker Out: Speaker Out may only be used with a guitar speaker.
Send: Send has built in V30 cabinet simulator, is low impedance (600ohm) so it is to be used when
sending signal directly to a mixing board.
Pre-Eq: This pot is dedicated to contouring the tone of the distortion channel only, and only
functions when the distortion channel is engaged.
Tone Controls: Treble, Bass and Middle frequencies are controlled by perspective pots. The 3 tone
controls function to contour the frequencies of the clean AND distortion channel.
Master Volume: The master volume controls the clean channel volume and overall volume.
Drive．．．

大体 A4 で 1 枚ですね！Word をお使いになると、下のほうに「文字カウント」という形で、語数が出ます。



当社（翻訳者）古谷周治のプロファイル

私は、ギターリペアのプロであると同時に、卓越した英語運用能力を持つスペシャリストです。

Roberto-Venn School of Luthiery Toeic L&R test

Luthiers Certificate Over 700 Score Holder

1994 年 京都精華大学人文学部人文学科卒業、8 年間の仏具製作卸売会社勤務の後･･･

2002 年 ESP ギタークラフトアカデミー大阪校本科修了。

2003 年 アメリカ・アリゾナ州 Roberto-Venn School of Luthiery 秋クラス修了。

在学中は、ほかの日本人生徒に向けての、レクチャー翻訳、実習時の通訳などを行い、学校から表彰される。

2004 年 サンフランシスコでエレキギター工房、Center Line Guitars の立ち上げに参加。（現在は廃業）

2008 年 GWNN開業、当初は主に、リペア業務を行う。語学力を買われ、副業で近隣の民泊の通訳業務を行う。

2014 年 SG ストリングス取り扱いを皮切りに、本格的な楽器・機材関連製品のディーラー業務を開始。

初のての、非英語圏の人との英語でのコミュニケーション。

2017 年 当方の経験、語学力を評価してくれた Reverb.com のクレイグ・キャンベル氏の紹介により、

Baroni-Lab 日本代理店業務をスタート

2018 年 全米楽器ショー NAMM2018 に出展の Baroni-Lab 社のブースに、日本語対応要員として常駐。

中国広州の楽器商社、Lefeng 社さまと MusicChina2018 展示会に、日本製ハンドメイドペダルの展示を行う。

コミュニケーションは両社の共通言語である英語で行う。ドメイドペダルの展示を行う。

楽器フェア 2018 において、Reverb.com 社のブースに常駐

2019 年 念願の TOEIC L&R テスト 700 点越えを記録、楽器の専門家であるとともに、高い英語運用能力があることを証明、

前年の楽器フェアに続き、5月に開催されたSoundmesse大阪にてReverb.com 社よりブーススタッフとしての業務を受託。

有名楽器店、商社より、通販サイトへの出品、取説の翻訳、ビデオ字幕などの業務を受託。

●誰が翻訳をやるの？

●ネットショップへ出品する商品の説明以外にも・・・・

取扱説明書、契約書、楽器関連専門書籍などの翻訳、通訳、クラフト学校での英語の授業、海外

での展示会での通訳業務など・・・、楽器関連業務の翻訳・通訳が必要であれば、何なりとご相談

ください。（委細要面談、要見積）

冒頭の答え 弦高・・ Action 激しい歪み・・ Saturated Overdrive (Distortion) sound ウォームなトーン・・ Dark tone

楽器関連翻訳・通訳業務 グウィン・ミュージカル・イントゥルメンツ・トランスレーション・サービス
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