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グローバルに、ローカルに… 
言葉や時間、距離の壁を越え、無限にチャンスを広げる「グローカル」の時代。
アークコミュニケーションズは、お客様の思いや本質が伝わる
コミュニケーション・サービスをご提供します。

Arc Communications breaks down barriers of language, time and distance 

to ensure that the true essence behind your message reaches your target audience. 

広がるビジネス、深めるコミュニケーション。
Communicate local ly to market global ly



Web企画制作　BtoB コーポレートサイト企画制作、グローバルサイトのエキスパート
Web & Cross Media Planning / Development

「インターネットを通じて何をしたいのか」という戦略分析・調査から、設計、デザイン、ライティング、運用更新、さらには海外
向けサイトの多言語展開、 CMS 導入まで、コーポレートサイトの構築に関するすべての業務をワンストップでサポートいたします。
お客様の要望のさらに一歩先を一緒に実現することが、アークコミュニケーションズのサービスです。

Arc Communications provides a one-stop support service that encompasses the entire development process for corporate websites targeting 

overseas markets, from preliminary analysis and reviews for assigning project goals, planning, design and writing/translation, to operation and 

maintenance and CMS implementation. Arc Communications goes a step further to satisfy our clients’ latent demands.

グラフィック制作　最適なコミュニケーションツール制作のエキスパート
Graphic Design
企業の特長、理念、コンセプトを明確にし、ロジカルな Visual デザインで、企業の価値を高めるブランディングを実現することがアー
クコミュニケーションズのミッション。コンテンツ制作から用紙・加工・印刷方法の選定まで、最適なコミュニケーションツールを
ご提案いたします。

Arc Communications looks to enhance our clients’ corporate brand value by emphasizing their distinctive features, company philosophy and 

concept to produce visual designs that reach out to their target audience. Our graphic design proposals act as the optimal communication tool for 

your business, and involve everything from content creation to the selection of printing material, processing and printing method.

通訳　その場にふさわしい通訳が会話のリアリティを高める
Interpretation
経験豊富なコーディネータがご依頼いただいた通訳の場面を的確に想定し、内容や条件に応じ最適な通訳者を派遣いたします。国際
会議か、クライアント会議か、それとも社内会議なのか。同時通訳、ウィスパリングそれとも逐次通訳でよいのか。単発から長期の
派遣まで、各場面で必要とされるサービスを、コストと効率を意識して、ご提案いたします。

Arc Communications' experienced coordinators accurately grasp the circumstances in which the client requires interpretation services and 

dispatch the interpreter that best suits the context and conditions of the project. Whether the service is needed for an international conference, 

a client meeting or an in-house meeting, and whether the type of service needed is simultaneous, whispered or consecutive interpretation, from 

one-off events to long-term dispatches, Arc proposes the optimum service keeping in mind cost-effectiveness and efficiency.

人材派遣／紹介予定派遣／紹介　英語とWebに強い人材派遣
Staffing Service / Placement
翻訳、通訳、Web とライティングに特化し、「社内にいない独自の専門性を持つ人材を提供する」ことに力を注いでいます。翻訳者、
英文事務、英文経理、Web デザイナー、Web ディレクターはもちろん、英語のできる Web クリエータ、英語・中国語対応の Web
マスターなどクロスファンクション人材もご相談ください。

Arc Communications specializes in translation, interpretation, the web and technical writing. That is why we emphasize the provision of temporary 

staff with unique expertise not readily found in-house. You will find the best cross-function staff at Arc Communications, whether it be a translator, 

English-language clerical or accounting worker, web designer, English-speaking web director, or a web master proficient in English and Chinese.

翻訳／ローカリゼーション　ネイティブの英訳、日本語にこだわる和訳、IT を駆使したソリューション
Translation & Localization
アークコミュニケーションズの翻訳は、高品質かつリーズナブル。和訳では『DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー』の
70%を当社が翻訳している等、品質の高さに定評があります。さらに英訳はもちろん、全ての言語でネイティブ翻訳が基本。世界中
のパートナーとともに、多言語でも最適なネイティブ翻訳をご提供いたします。

Arc Communications provides high quality translation services at a reasonable rate. Our company translates 70% of the Harvard Business Review 

(English to Japanese), just one example of the reputation for high quality we have established. Translation by native speakers for all languages, 

including English, is a fundamental principal of our translation service. Working in conjunction with partner companies around the globe, Arc 

Communications delivers translations that best suit the target reader in a wide range of languages. 
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株式会社アークコミュニケーションズ
〒 108-0073 東京都港区三田 3-9-9 森伝ビル 7F　TEL. 03-5730-6133　FAX. 03-5730-6134
E-mail：arc-c@arc-c.jp　URL：http://www.arc-c.jp

創立：2005 年　資本金：1,000 万円
代表取締役：大里真理子
主要顧客：ソニーグループ、GE グループ、HP グループ、NTT グループ、日本貿易振興機構（ジェトロ）、ユニリーバ、
ダイヤモンド社、キヤノン、エーザイ、日産自動車、新日本有限責任監査法人

arc communications Inc.
Moriden Building 7F, 3-9-9 Mita, Minato-ku, Tokyo, 108-0073 JAPAN   Phone: +81-3-5730-6133   Fax: +81-3-5730-6134

E-mail: arc-c@arc-c.jp   Website: http://www.arc-c.jp/eng

Established: 2005   Capital : 10 million yen

Representative : Mariko Ohsato
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