
遠隔同時・逐次通訳ウェビ
ナー・商談サービスのご案内

ジャパン・ビジネス・ポータル有限責任事業組合



サービスメニュー

１．同時通訳ウェビナー

通訳ブース付き：28万円～

(*3時間、40名まで)

２．逐次通訳ウェビナー

45,000円～

(*3時間まで)

3．逐次通訳会議

25,000円～

(*3時間まで)

いずれのサービスもデモが可能です



サービス特長

◦ Zoomの会議システムのプラットフォームを利用

◦ 弊社でウェビナーや会議のホストを代行

◦ ウェビナー/セミナーのオンライン通訳経験が豊富な通訳者を手配

◦ エイジェントを介さず通訳者と直接契約するため、クライアントのニーズに柔軟且つ迅速に対応可能

◦ 全国の経済/業界団体、金融機関等を通じた集客支援が可能（オプション：連携先の頁参照）

◦ Web告知、オンライン申し込み、参加者リストの作成までワンストップで対応（オプション）



同時通訳ウェビナー
(通訳ブース付き)

• Zoomの同時通訳機能を使ったウェビナー、
もしくはPCで画像を見ながらスマホ等の別端末
で日本語音声を聞くウェビナー双方に対応

• ウェビナー/セミナーに精通した通訳者が遠隔
通訳ブースで通訳

• エンジニアが遠隔通訳ブースで音声サポート



逐次通訳ウェビナー

逐次通訳会議

• 在宅対応トレーニングを受けた通訳者が
自宅、もしくは通訳ブースから通訳



逐次通訳サービスの流れ

STEP 1 事前

主催者側でスケジュールや

資料を事前提出

STEP 2 事前

配信者がプラットフォームで

URLを作成、招待者へ案内

STEP 3 当日

通訳者と招待者はPCやスマホ

からログインする



フォトニクス産業
ミッション 2020(独）

• ドイツ大使館による日本のビジネス環境、商習慣についての
ブリーフィング

• 日本のフォトニクス関連企業や研究機関との情報交換と
バーチャルツアー（ホスト側がスマホを使用）

• 日本のパートナー・代理店候補向けのウェビナーと商談会

• 先行して日本に進出しているドイツ企業とのラウンドテーブル

使用プラットフォーム：Cisco Webex、Skype for Business 

通訳サービス：逐次訳付きウェビナー＆会議



東南アジア
ビジネス
ウェビナー

使用プラットフォーム：Zoom

通訳サービス：逐次訳付き
ウェビナー

インド
ビジネス
ウェビナー



洋上風力発電投資
ウェビナー

（アイルランド）

使用プラットフォーム：Zoom

通訳サービス：逐次訳付きウェビナー



使用プラットフォーム：Zoom

通訳サービス：同時通訳付きウェビナー

ICT、セキュリティー、自動車、洋上風力・原子
力発電、蓄電、カーボンキャプチャー、気候変
動、デジダルテクノロジー、ハイドロゲン＆アンモ
ニア、オープンサイエンス等

日英産業ウェビナーシリーズ
（英国）



セミナー申込からリスト作成まで
ワンストップのサービス

オンライン申込フォーム例
・URLやQRコードをウェブサイトに掲載可能

・ 事前に登録したメールアドレスにリアルタイム通知

オンライン申込フォームから参加者リストを作成（例）



委託元機関 サービス内容
カナダオンタリオ州政府 同国からの企業ミッションの受け入れ、セミナー及び商談会の開催。州知事来日時のミッ

ションのサポート

米国ペンシルバニア州政府 同州企業の日本における販売先探し、同州からの企業ミッションの受け入れ、B2Bのアレ
ンジ

ドイツ連邦経済エネルギー省 同国からの企業ミッションの受け入れ、セミナー及び商談会の開催

カナダ連邦政府 同国州政府、自治体の投資誘致業務の支援。セミナー、日本企業との個別面談会の開
催

米国ワシントン州政府商務局 同州企業の日本における取引先探し、同州への日本企業の誘致、同州からの企業ミッ
ションの受け入れ、B2Bのアレンジ、州知事来日時の大臣面談のアレンジ・アテンド

英国北アイルランド開発庁 当地への日本企業の誘致、日本の進出企業のアフターケア、当地企業の日本における取
引先探し、投資セミナーの開催、首席大臣・副首席大臣来日時の首相面談のアレンジ・
アテンド。同地域企業の本邦における市場開拓支援、物産展の開催（大阪、福岡）

ジェトロ 北米セールスレップの招へい、日本の中小メーカーとのビジネスマッチング（東京、神奈川、
大阪）

岐阜県産業経済振興センター 県内企業のタイでの展示会への出展支援及びビジネスマッチング（自動車部品）

公的機関委託業務例



主な企業ミッション実績

2020 German Photonics Mission (Virtual)

Canadian Medical Mission (Osaka, Tokyo)

Pennsylvania Trade Mission (Tokyo, Osaka)

Canadian IoT Mission (Tokyo)

2019 Invest in Canada mission (Osaka, Nagoya, Tokyo)

Canadian Agriculture mission (Tokyo)

Canadian Construction mission (Tokyo)

Canadian Life Sciences mission (Tokyo, Osaka)

2018 Washington Aerospace mission (Tokyo)

Canadian Fintech mission (Tokyo)

German Aerospace mission (Tokyo, Nagoya)

German IoT mission (Tokyo, Nagoya, Kyoto, Osaka)

Canadian Japan Home Show mission (Tokyo)

Biannual US Housing Materials Trade missions (annually, across Japan)

2017 Canadian Smart Energy mission (Tokyo)

2016 Canadian ICT mission (Tokyo area)

2015 German Railway Industry mission (Tokyo, Osaka, Hyogo)



連携先

• 経済団体（経団連、経済連合会、商工会議所等）

• 業界団体

• 経済産業局

• 都道府県および外郭団体

• 金融機関（メガバンク、地方金融機関）

• 連携先コンサル会社（名古屋、大阪）

具体的には：

• メルマガ等を通じたイベントの告知

• 個別会員企業/顧客への声がけ

• 経営トップへの働きかけ



組合概要

【主要メンバー】

伴 宜子
ガバメント業務担当

本間 聡
海外進出支援担当

鈴木 一秀
M&A担当

竹内 慎司
代 表

証券アナリスト
中小企業診断士

ジェネラル・リFP
ﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ証券会社
ﾄﾞﾚｽﾅｰｸﾗｲﾝｵｰﾄ証券会社

経営コンサルタント

リンク・コンサルティング
英国北ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ工業開発庁

米国公認会計士
(イリノイ州登録)

ソニー株式会社
UBS証券会社

貿易ビジネスコンサルタント

トップスタッフ株式会社
BC WOOD
米国ワシントン州政府商務局
アメリカ州政府協会

【設立】
2006年 8月

【業務内容】

M&A仲介・アドバイザリー
◼ 案件発掘、情報提供
◼ FA業務

海外ビジネス支援
◼ 販路開拓
◼ 事業立上げのフルサポート
◼ パートナー紹介

公的機関の委託業務
◼ セミナー・商談会の開催
◼ 企業誘致業務

【対象国・地域】

東南アジア、インド、中国、北米、欧州

* サービスにより異なる



ジャパン・ビジネス・ポータル有限責任事業組合
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館5F
TEL:  03-5643-3465
Email:  info@japanbusinessportal.com
URL:  www.japanbusinessportal.com


