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会社名 エピックベース株式会社

設立 2020年1月

代表者 代表取締役CEO　松田  崇義

所在地 東京都渋谷区広尾1-4-9

従業員数 11名（業務委託、インターン含む）

事業内容 音声自動文字起こし「スマート書記」の提供

主な株主 経営陣、CoralCapi ta l、メディアドゥ

会社概要



安心してご利用いただける当社のセキュリティ対策
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ご利用のお客様に安心してご利用いただけるように
厳格なセキュリティ管理を行っております

また当社のセキュリティ対策に関する情報を公開しております

　規格 ISO/IEC 27001:2013, JIS Q 27001:2014

番号 IS721524

取得日 2020年4月13日

範囲 クラウドサービスを利用した音声をテキスト化する
サービスのシステム開発及び企画、販売

経済産業省が公開している内容を元に作成したチェックシートのpdfはこちら

https://s3.amazonaws.com/helpscout.net/docs/assets/5e55e7302c7d3a7e9ae84d1c/attachments/5ec295d52c7d3a5ea54b4f29/Smart%E6%9B%B8%E8%A8%98-%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88_200518%E6%99%82%E7%82%B9.pdf


スマート書記が解決したい課題

議事録作成にとても時間がかかっている、また心理的負担がとても大きい

大量のメモ
抜け漏れが許されない
プレッシャー

まとまった作成時間が取れない
議事録に残すべき内容と
表現の工夫が大変

関係部署とのズレがないよう
社内調整しつつ確認に
時間がかかる



サービスのご紹介
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スマート書記はPCブラウザ（Google Chrome /  Edge）および

Appleの iOSアプリでご利用が可能なSaaS型のクラウドサービスです



基本機能
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文字起こし 編集 出力

スマート書記では「文字起こし」「編集」「出力」を行うことが可能です
それぞれが快適に行うことができるよう各種機能を提供しています

• ファイルインポート
• ゲスト参加
• 訂正学習
• 多言語翻訳

• リアルタイム編集
• 行単位の音声再生
• マーカー機能

• テキストダウンロード



スマート書記をうまく使いこなすために
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文字起こし精度は「集音環境・ネットワーク・話し方」に大きく影響を受けます
利用したいシーンの状況に応じた効率的な運用方法をご提案いたします

ピンマイク無し 
PCまたはICレコーダー音源
で収録

ピンマイク無し 
iPhoneで収録

ピンマイク有り 
しっかりと発話

50%以下
文字起こし精度

60～70%
文字起こし精度

70～90%
文字起こし精度

とりあえず使う しっかり準備する



収録：ICレコーダーではなく、スマート書記を使うことで音声をいつでも確認可能に
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ICレコーダーで収録 スマート書記で収録

いちからの文字起こし
ICレコーダーを何度も聞き直して修正

自動である程度文字起こし
気になる箇所だけすぐに聞き直しながら修正

誰が話したかわからない
聞き直しがとても大変

誰がいつ話したかを自動で登録
聞きたい場所をすぐに確認



文字起こし丨音声自動文字起こし＆モバイル利用
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アカウントごとにカンタン文字起こし

Aさん Bさん Cさん

メールアドレスごとでアカウントを管理しま
す。アカウントごとに音声の収録を行うと、
発話者の特定が可能です。

音声ファイルからいつでも文字起こし

音声ファイルや動画ファイルをアップロード
することで、収録を新たに作成し、文字に起
こすことが可能です。

アプリでカンタンに
文字起こし

ご利用シーンに合わせて
集音方法をカンタンに設定

モバイル活用で多彩なシーンに対応

スマートフォンやタブレットを使えば、いろ
いろなシーンで活用することができ、ご利用
の幅を広げることが可能です。



収録丨訂正学習＆多言語翻訳
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日本語 英語

誤認識された単語や専門用語は訂正学習に登録するだけで、次回か
ら自動置換し、編集作業をどんどん効率化することが可能です。

複数言語による会話もスマート書記なら、自分の言語に合わせて
リアルタイムで翻訳した内容を表示します。

訂正学習で貴社オリジナルの辞書に 多言語翻訳をリアルタイムで



編集丨リアルタイムに複数人で同時にカンタンに編集を実現
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行ごとの音声再生で、気になる箇所をすぐに確認

収録行をクリックするだけで音声が再生されます、ICレコーダー
で発言部分を探す必要がありません。

シンプルで直感的な操作により快適な編集を実現

テキスト編集の効率性をあげるため、Enterやフォーカスアウト
で次の行に移動・保存が可能です。また修正箇所は青字になるの
で複数人で編集時も遠隔で対応が可能です。

マーカー機能で重要な箇所をチェック

収録中や編集時に重要な箇所をマーカーでチェックし、あとで見
返しやすくすることができます。要旨にまとめる時に有効です。

セクション・テキストの追加

議題ごとにセクションを追加したり、補足文章を追加することが
可能です。



出力について
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文字起こし後、編集した作業のテキストをいつでも誰でもダウンロードできます
議事録のフォーマットに合わせてテキスト・エクセル・ワードファイルをご用意しています

• 発話時間
• 発言者
• 文字起こし原文 • マーカーをつけた行のみ出力

• 発話時間
• 発言者
• 文字起こし原文



基本機能の対応表
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収録 編集 出力

文字起こし
（話者識別）

ファイル
インポート

訂正学習 多言語翻訳 ゲスト登録 リアルタイム
編集

行単位の
音声再生

マーカー ダウンロード

PC
ブラウザ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

iOS
アプリ ◯ ✕

△
登録は不可

◯ ✕ ✕ ✕ ◯ ✕

※ 管理機能（フォルダ権限管理・アカウント登録）、サポート機能（マニュアル・お問い合わせ）はすべてPCブラウザのみとなります 
※ ダウンロード機能はテキストのみ提供しており、音声はダウンロードできません 

※ ブラウザはGoogle Chromeのみの対応となっております



料金
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スタンダードプラン セキュリティプラン

最初の導入時におすすめ 複数部署でのご利用などセキュリティ対策を
きちんと行いたい方におすすめ

契約内容

月額利用料
（税別） 100,000 円／月 120,000～ 円／月

初期費用 0 円 0 円～

契約期間 12ヶ月 12ヶ月

機能

基本機能 ◯ ◯

IPアドレス制限 ー ◯

ログ提供 ー 別途お見積り

オプション
文字起こし
代行

別途お見積り 別途お見積り

※ 契約翌月末支払いとして一括請求いたします 
※ その他、お申込みにあたっては申込書の別紙を必ずご確認ください 

※ Quick Summary（AI要約）についてはエーアイスクエア社の商品となり、別途利用料が発生します



お問い合わせ

ご不明点等お気軽にご相談ください

【メール】sales@epicbase.co. jp

【問合せ】https: / /smartshoki . jp/contact

mailto:sales@epicbase.co.jp
https://smartshoki.jp/contact
mailto:sales@epicbase.co.jp
https://smartshoki.jp/contact


参考資料



導入事例丨徳島県庁様
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10時間

書き起こしにかかる時間 一般公開までの日数

80%削減

2時間

即日公開

事例 業務改善の効果

徳島県知事の定例記者会見にて活用
(徳島発！AI要約サービスにて活用中)

https://tokushima.smartshoki.jp/
https://tokushima.smartshoki.jp/

