
日本語テープ起こし料金・納期

ご注意

平日 18 時以降、また土日祝祭日の音声到着は、翌営業日からの納期カウントになります。
ご請求金額は、録音時間を 1分単位で計算します。秒数は繰り上げとさせて頂きます。
お見積金額とご請求金額が相違する場合がありますので、一致させたい場合は予めその旨をお知らせ下さい。
納期日数は目安です。内容や音質により納期が変わる場合もございます。
医療医学分野テープ起こしで、内容が高度な場合や音質の悪い場合はゆとり納期ではお受け出来ません。
超特急納期、特急納期は受注が混雑している時や音質が悪い場合はお受け出来ないことがあります。
極端に音質が悪い場合、お断りするか、または料金が上がることがあります。
起こし方による追加料金は東京反訳の起こし方をご参照下さい。
料金が 8,000 円を下回る場合、8,000 円（税抜）をミニマムチャージとしてご請求させて頂きます。
600 分 (10 時間 ) 以上の音声も承ります。料金表に無い時間数はご相談下さい。
60,000 分 (1,000 時間 ) 以上の大量案件も、業界最大級のリライターを擁しておりますのでお任せ下さい。

※　議事録用テープ起こし料金は日本語テープ起こし料金に準じます。
※　医療医学分野テープ起こし料金は日本語テープ起こし料金に準じますが、難易度 ( 専門性 ) の高いものは 3割増しの料金になり
      ます。また納期に関してはご注意点をご確認下さい。 

※料金が 8,000 円を下回る場合、8,000 円（税抜）をミニマムチャージとしてご請求させて頂きます。

※　こちらはケバ取りの場合の料金表です。ケバ付きの場合は基本単価+19 円 ( 税抜 ) となります。
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超特急当日納品
1分単価(税抜) ¥571～
※上限時間は2時間前後です。

午前中に音声を頂いた場合当日の夕方納品が可能で
す。

超特急翌日納品
1分単価(税抜) ¥429～
※上限時間は4時間前後です。

営業日の18時迄に音声を頂いてから
概ね15～24時間後の営業日に納品となります。

録音時間 納期 料金 納期 料金

30 30分 当日 1分単価(税抜)￥571円
¥17,130～

(税込 ¥18,500～)

翌日 1分単価(税抜)￥429円
¥12,870～

(税込 ¥13,899～)

60 1時間 当日 1分単価(税抜)￥619円
¥37,140～

(税込 ¥40,111～)

翌日 1分単価(税抜)￥476円
¥28,560～

(税込 ¥30,844～)

90 1時間30分 当日 1分単価(税抜)￥667円
¥60,030～

(税込 ¥64,832～)

翌日 1分単価(税抜)￥524円
¥47,160～

(税込 ¥50,932～)

120 2時間 当日 1分単価(税抜)￥762円
¥91,440～

(税込 ¥98,755～)

翌日 1分単価(税抜)￥571円
¥68,520～

(税込 ¥74,001～)

〒171-0022　東京都豊島区南池袋3-13-15 東伸ビル4F
Tel.03-5960-1772 ／ Fax.03-5960-1775

Web : https://8089.co.jp



※　こちらはケバ取りの場合の料金表です。ケバ付きの場合は基本単価+19 円 ( 税抜 ) となります。
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30 30分 中1～2日 ¥8,580
(税込 ¥9,266)

翌日 ¥11,130
(税込 ¥12,020)

中3日 ¥8,000
(税込 ¥8,640)

　※ミニマム料金

通常納品
1分単価(税抜) ¥286

特急納品
1分単価(税抜) ¥371

ゆとり納品
1分単価(税抜) ¥230

録音時間 納期 料金 納期 料金 納期 料金

60 1時間 中2～3日 ¥17,160
(税込 ¥18,532)

中1日 ¥22,260
(税込 ¥24,040)

中6日 ¥13,800
(税込 ¥14,904)

90 1時間30分 中3～5日 ¥25,740
(税込 ¥27,799)

中2日 ¥33,390
(税込 ¥36,061)

中8日 ¥20,700
(税込 ¥22,356)

120 2時間 中4～6日 ¥34,320
(税込 ¥37,065)

中2～3日 ¥44,520
(税込 ¥48,081)

中10日 ¥27,600
(税込 ¥29,808)

150 2時間30分 中5～7日 ¥42,900
(税込 ¥46,332)

中3～4

日

¥55,650
(税込 ¥60,102)

中12日 ¥34,500
(税込 ¥37,260)

180 3時間 中6～9日 ¥51,480
(税込 ¥55,598)

中3～5日 ¥66,780
(税込 ¥72,122)

中14日 ¥41,400
(税込 ¥44,712)
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210 3時間30分 中7～10日 ¥60,060
(税込¥64,864)

中4～5日 ¥77,910
(税込¥84,142)

中16日 ¥48,300
(税込¥52,164)

240 4時間 中8～11日 ¥68,640
(税込¥74,131)

中4～6日 ¥89,040
(税込¥96,163)

中18日 ¥55,200
(税込¥59,616)

270 4時間30分 中9～12日 ¥77,220
(税込¥83,397)

中5～6日 ¥100,170
(税込¥108,183)

中20日 ¥62,100
(税込¥67,068)

300 5時間 中10～13日 ¥85,800
(税込¥92,664)

中5～7日 ¥111,300
(税込¥120,204)

中22日 ¥69,000
(税込¥74,520)

330 5時間30分 中11～14日 ¥94,380
(税込¥101,930)

中6～7日 ¥122,430
(税込¥132,224)

中24日 ¥75,900
(税込¥81,972)

360 6時間 中12～15日 ¥102,960
(税込¥111,196)

中6～9日 ¥133,560
(税込¥144,244)

中26日 ¥82,800
(税込¥89,424)
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