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でも、ネットや iPodで話題の「オーディオＢＯＯＫ」も、いま一つ盛り上がりませんね！
着実にユーザーは広がっているのですが、、、
そこで、今回の提案です。

本に「プラスα」的な発想！！

出版業界のニュースタンダードを目指して

携帯デジタル音楽プレーヤーの国内延べ販売台数が1000万台超！



iPod ユーザーに緊急アンケート！！

どちらを買いますか？

or

なんと！80%以上の人が、右側を選びました
※このアンケートは、当社WEB 事業関連の会員1万2 千人に対して行っ
た定例調査のうち、iPod を所有すると回答した人の中から世代分布調
整を行い抽出した100 名に対して2007年 3月に実施しました。実
施方法は当社ホームページのフォーム画面から２者選択形式で、「購入
することを決めていた書籍が２種類あった場合どちらを選ぶか」という
設問としました。有効回答者数 89 中 72 名が「オーディオBOOK」
付を選択（80.9%）し、ユーザーの期待感を高めると判断します。
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活字離れした世代を書籍に呼込む！
i n t e n t i o n

オーディオブックの具体化に向けて

出版社様へのメリット

●新たな購読者層を開拓するための切欠として、、、

活字を読む習慣はないが、知識欲は旺盛である人たちにとって、オーディオブックへ
の期待は大きいと考えています。日本国憲法の朗読がオーディオブック界のベストセ
ラーになっていることなどがこれを顕著に示しています。
これまで、ターゲットとなりえなかった活字を嫌う層へのアプローチ手段としてオー
ディオブックを捉えてみてはいかがでしょうか。

●制作コストの低減が鍵となる

これまでのナレーション収録コストは、１冊平均200万円以上していたのに比べ、
当社の収録システムを用いることで、ナレーターのクオリティを維持したまま、1/4
程度にコスト抑えることができるようになりました。
このことで「おまけ販売」や「NET販売」「書籍とのセット販売」などの手法を容易
に取り入れることができます。
また、書籍に直接CDを貼り付けるのではなく、WEB上からダウンロードできる仕
組みをとることで大幅なコスト削減になります。
なお、これらのコストを書籍本体に上乗せする手法のほかにも、ＨＰ上で課金する手
法も可能であるため、自社サイトでの販売のほかにデジタルブックポータルサイトや
書籍販売サイト (Amazon 等）でのセット販売も可能です。



書籍を媒体にした

ダウンロード販売の

IMAGE  SAMPLE

この部分を実際に捲れるようにす
るにはＵＶニス圧着などの方法を
検討できると思います。（ＤＬ用
ＵＲＬとシリアルナンバーを記載）
帯の不正抜き取りなどが懸念され
る場合には単なる印刷として、シ
リアルナンバーを本文中の語句か
ら抽出する暗号化（例：P133-1
行目の数字＋P91-6 行目の数
字、、、、）などのしかけをするのも
面白いと思います。

PLAN  1

価格は上乗せになります。



書籍を媒体にした

ダウンロード販売の

IMAGE  SAMPLE
PLAN  2

このサンプルは、書籍と音声データを別
売りにした考え方です。帯の部分をチラ
シ（広告）と捉え、ホームページに誘導
し、データ販売を行います。
この方法では、今販売中の書籍であって
も、帯を替えるだけですので端的です。
また、Amazon 等のWEB書店でのセッ
ト販売も可能になります。
ネット販売システムをお持ちの場合には
流通費用及び広告費が０円である点を考
えると利益率の高いダウンロード販売は
魅力的です。
加えてオーディオブックでは、同じ本を
２冊（書籍とオーディオデータ）買って
いただけることも期待できます。
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プレスリリース

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

　ＮＥＷＳ●PRESS RELEASE [ 出版 ] [ 新サービス ]:
　配信日時　：2007-06-04

■━タイトル━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

　音声プロダクション「Voice-pro」、出版社向け低価格オーディオ
　ブック制作サービス開始

■━要約━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

　チェスネットワーク株式会社（大阪市中央区、代表取締役社長 : 安
陵知佳子）は、ナレーション収録サービス事業「Voice-pro」の新商
品として、出版社に特化したパッケージ「Audio-book Solution」
の営業を開始しました。

　このパッケージは、今注目のオーディオブックを出版社が自社で制
作するためのシステムを提供します。
　従来の収録方法では、１冊平均200万円程度のコストが必要であっ
たのに比べ、ナレーターのクオリティを維持したまま、1/4程度に
コスト抑えることができるようになりました。コスト面での優位性は、
ネット系ポータル事業者に版権を委託することなく、出版社本来の責
任をＷＥＢ上でも果たすことができるようになります。

■━内容━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

＜出版社向けソリューションの特徴と内容＞

（１）コンセプト＿活字を読む習慣はないが、知識欲は旺盛である人
たちにとって、オーディオブックへの関心は高くなっています。オー
ディオブック界のベストセラーに「日本国憲法」の朗読が入っている
ことなどがこれを顕著に示しています。
これまで、ターゲット化しにくかった『活字を嫌う層』へのアプロー
チ手段としてオーディオブックを活用することは、出版市場の拡大に
繋がると考えます。

（２）パッケージ内容＿出版物を朗読音声として収録及び編集、ＭＰ３
形式データへのオーサリング。（オプション：ストリーミングサーバー
の構築、オンラインショップの構築、ＣＤプレス）

（３）コストの問題を解消＿当社パッケージ「Audio-book 
Solution」をご利用いただくことで、朗読音声の収録費用を抑える
ことができるようになります。加えて、ネットでの販売が可能になり、
流通コストも大幅に削減可能です。

（４）朗読音声データの利用方法＿ネットでのデータ販売、書籍との
セット販売、在庫本の再販（データとのセット販売）等が可能です。

　書籍のオーディオ化は収録時間とメディア（ＣＤ等）容量の関係で
一般化しない状態が続きましたが、iPod 等のＭＰ３プレーヤーの普
及で長時間音声を簡単に提供できるようになりました。加えて当社の
Audio-book Solution を利用することでコスト面での優位もでき、
本格普及への準備が整った状態です。ユーザーがオーディオブックを
受け入れる可能性は高く、後は出版社の１歩が待たれます。
　書籍の既存ユーザーだけでなく、活字を嫌う層を取り込むチャンス
として、オーディオブックの制作をご検討ください。

■━付加情報━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

● 関連商品
（１）２７時間納品！ショートボイスサービス
（２）音声ブログ（情報番組）制作サービス
（３）資格試験向け３倍速リスニング学習法
（４）教育機関（教諭）向け声のトレーニング講習会



朗読・編集・CDプレス・レーベル印刷・カバーフィルム
全込制作費が１枚71円 (ノーマルCD ２万枚プレス時）

ナレーター (声優 ) による朗読音声収録：250Pまでの一般図書を基準にしています。基本セットは１名での収録です。
編　　　集　： 16bit CD音質で収録、タイトル音声の挿入、２倍速編集、ステレオバランス等の調整後、音声データ化（.mp3)
ＣＤプレス　： 世界水準の最高品質台湾プレスメーカ－品使用（品質には自信があります）
レーベル印刷： ＣＤ盤面に題字ロゴを用いた印刷を行います。（レーベルデザインは別途）
ソフトケース： タイプＡ＿裏面／不織布・シール付、表面／透明フィルム
  タイプＢ＿両面／透明フィルム・シール・折付
その他の事項： 書籍への貼り込み費用別途、帯・カバーの印刷別途、コピーガード化機能別途
  効果音や楽曲の挿入別途、ラジオドラマ的演出別途（声優３名までのドラマ的収録にも対応します）
  国内１箇所への配送費込、最低ロット5000枚、納期１８営業日（収録完了日から発送日までの日数）
  ナレーターは作品内容を検討させていただき、２～３名の候補（サンプル音声）を提案いたします。
  アダルトシーンの多い収録はお断りする、または、別途費用が発生する場合があります。
  このサービスは一般図書を基準にしていますので、専門書の収録の場合には別途お見積りいたします。
  スタジオの副調整室にいるつもりで収録中にバーチャル立会いができます。（Internet 使用・音声のみ）
  音楽ＣＤ（CDラジカセ等で再生可能なフォーマット）の作成は同条件で可能ですが、収録時間がノーマルCD
  で 79分以内、8cmＣＤで22分以内という制限を受けます。
  当社の月間制作能力：１0０冊／月

5000枚
8000枚
10000枚
15000枚
20000枚

150
123
111
100
93

5000枚
8000枚
10000枚
15000枚
20000枚

125
99
88
77
71

８cm CDノーマルCD

＜ 「Audio-Book Solution パッケージ」に含まれるもの ＞

＜ 「Audio-Book Solution パッケージ」の１枚あたり単価表（全て消費税別価格） ＞

※単位は円、20000枚以上のご注文は別途お見積りさせていただきます。

1)ＣＤ製造は、日本国外の ISO9001又は ISO9002
認定企業となりますのでレーベル面への「Made in 
Japan」等の表示はできません。 また、CDプレス
品の原産地証明のため製造国表示 (PRESSED IN 
TAIWAN 等 ) をデータ面（裏側）に記載致します。

２)日本国内またはアジア地域において、自然災害、交
通事故、テロ行為等が発生した場合、納期が変更と
なることがございます。 

注意事項



ナレーター (声優 ) による朗読音声収録サービス費用

ナレーター (声優 ) による朗読音声収録：基本セットは１名での収録です。
編　　　集　： 16bit CD音質で収録、タイトル音声の挿入、ステレオバランス調整等の後、音声データ化（.mp3）
納　　　品　： 収録済CD-R ２枚を国内１箇所への配送費用込
その他の事項： このサービスは一般図書を基準にしていますので、専門書の収録の場合には別途お見積りいたします。
  ＣＤプレス別途、コピーガード化機能別途、効果音や楽曲の挿入別途、
  ラジオドラマ的演出別途（声優３名までのドラマ的収録にも対応します）
  ナレーターは作品内容を検討させていただき、２～３名の候補（サンプル音声）を提案いたします。
  アダルトシーンの多い収録はお断りする、または、別途費用が発生する場合があります。
  スタジオの副調整室にいるつもりで収録中にバーチャル立会いができます。（Internet 使用・音声のみ）
  当社の月間制作能力：１0０冊／月

～40,000字
～60,000字
～80,000字
～100,000字
～120,000字
～140,000字
～160,000字

約100P
約 150P
約 200P
約 250P
約 300P
約 350P
約 400P

約 3.0 時間
約4.5 時間
約6.0 時間
約7.5 時間
約9.0 時間
約10.5 時間
約12.0 時間

263,000 
378,000 
484,000 
579,000 
663,000 
737,000 
800,000 

５営業日
６営業日
８営業日
９営業日
１０営業日
１１営業日
１３営業日

標準朗読

＜ 「ナレーター (声優 ) による朗読音声収録サービス」に含まれるもの ＞

＜ 「ナレーター (声優 ) による朗読音声収録サービス」の費用（全て消費税別価格） ＞

文字数 ページ数換算 朗読時間 料　金 収録日数 ※出張料・オーディション費用など
が別途必要な場合があります。
文字数はフリガナや括弧・句読点
を含む計算になります。
また、「ページ数換算」は１ページ
あたり400文字で計算していま
す。書籍の１ページあたりの文字
数は、250文字から700文字と
巾がありますのでご注意ください。



お問合せ先

ホームページから　 ：　　　　　　　　　　　　　　（トップメニューから [CONTACT] をクリックしてください。）

メールでのお問合せ ：　info@voice-pro.jp

お電話でのお問合せ　 ：　０６－7222－7516　(担当者：平中 )

ご高覧いただき有難うございました。

ご意見、ご質問等をいただけると幸いです。

http://www.voice-pro.jp

http://www.voice-pro.jp



