
地方自治体導入事例 136自治体
北海道
(30件)

: 北海道庁 深川市役所 千歳市役所 稚内市役所 某市役所 室蘭市役所 苫小牧市役所 富良野市役所 網走市役所 旭川市役所
仁木町役場 様似町役場 美瑛町役場 芽室町役場 別海町役場 平取町役場 豊浦町役場 池田町役場 南幌町役場 大空町役場
鷹栖町役場 美幌町役場 洞爺湖町役場 東川町役場 和寒町役場 中標津町役場 浜中町役場 倶知安町役場 鶴居村役場 泊村役場

東北
(9件)

: 岩手県：一関市役所 花巻市役所 大槌町役場 平泉町役場
宮城県 : 宮城県庁
福島県 : 福島県庁 南相馬市役所 相馬市役所
山形県 : 某市役所

関東
(20件)

: 東京都 : 東京都庁 豊島区役所 足立区役所 港区役所 国分寺市役所 福生市役所 奥多摩町役場
神奈川県 ：神奈川県庁 藤沢市役所 箱根町役場
埼玉県 : 蕨市役所
千葉県 : 南房総市役所 習志野市役所
茨城県 : 取手市役所 笠間市役所 龍ケ崎市役所 那珂市役所 守谷市役所 五霞町役場 美浦村役場

中部
(20件)

: 愛知県 :愛知県庁 豊田市役所 豊川市役所 小牧市役所 大府市役所 安城市役所 高浜市役所 半田市役所 東浦町役場 飛島村役場
岐阜県 : 瑞浪市役所
静岡県 : 沼津市役所 伊豆市役所 川根本町役場
長野県 : 木曽町役場 松川町役場
富山県 : 黒部市役所
石川県 : 津幡町役場
福井県 : 大野市役所 小浜市役所

近畿
(12件)

: 大阪府 : 大阪府庁 東大阪市役所
奈良県 : 五條市役所 桜井市役所
兵庫県 : 兵庫県庁 太子町役場 福崎町役場
滋賀県 : 高島市役所 東近江市役所
三重県 : 伊勢市役所 松坂市役所
和歌山県 :和歌山県庁

中国
(7件)

: 岡山県 : 真庭市役所 瀬戸内市役所
広島県 : 広島県庁 庄原市役所 江田島市役所 海田町役場
山口県 : 美祢市役所

四国
(7件)

: 高知県 : 高知県庁 いの町役場
香川県 : 観音寺市役所 三豊市役所
愛媛県: 西予市役所 松野町役場 愛南町役場

九州
(31件)

: 福岡県 : 古賀市役所 福津市役所 宗像市役所 北九州市役所 飯塚市役所 志免町役場 新宮町役場 篠栗町役場 宇美町役場 小竹町役場 粕屋町役場
佐賀県 : 佐賀市役所 鳥栖市役所
宮崎県 : 日向市役所
長崎県 : 西海市役所 長与町役場
熊本県：多良木町役場 上天草市役所 あさぎり町役場
大分県 : 佐伯市役所 某市役所(2件) 玖珠町役場
鹿児島県 : 南さつま市役所 枕崎市役所 西之表市役所 いちき串木野市役所 出水市役所 指宿市役所 中種子町役場 南大隅町役場

※2018年7月8日現在



民間企業・団体の導入事例

広島県医師会
浦和医師会
会津中央病院
神奈川県医師会
公益財団法人日本医療機能評価機構
日本赤十字社

野村ホールディングス株式会社
湘南信用金庫等 信用金庫 6団体
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
株式会社りそな銀行
三井住友銀行
オリックス生命保険株式会社
明治安田生命相互保険会社
アメリカンファミリー生命保険会社
株式会社オリエントコーポレーション ・・・他

JAとぴあ浜松
JA福井市
某JA（近畿地方）
某JA（信越地方）
JAにしうわ
JA兵庫六甲
JAオホーツク網走 ・・・他

※公表の許可を頂いたお客様のみ名前を記載しております。

医療系 6団体

金融系 20団体 JA 8団体

民間企業 導入実績 89 企業

福島県民共済生活協同組合
日本ユニシス株式会社
コスモエネルギーホールディングス株式会社
株式会社ニチレイ
セイコーホールディングス株式会社
JSR株式会社
・・・他

民間系 55団体

※2018年3月現在



テレビ局・新聞社等 報道機関の導入事例

テレビ局・新聞社等 報道機関 導入実績 8件
中央省庁 導入実績 ３件

※2018年3月現在

中央省庁の導入事例

Recorder Rewriter Control Server
1 内閣府　人事局 18年4月 国会中継　書き起こし他 1 1 0
2 経済産業省 18年4月 各種会議 2 2 0
3 防衛省 18年6月 各種会議 3 3 0

お客様名 導入年月日 利用用途 システム構成（ライセンス数）

Recorder Rewriter Control Server
1 日本放送協会 取材音声文字起こし - - -
2 日本テレビ放送網株式会社 16年3月 国会の原稿作成等 - - -
3 株式会社朝日新聞社 17年4月 取材音声文字起こし - - -
4 株式会社テレビ東京 17年4月 取材音声文字起こし - - -
5 株式会社テレビ朝日 17年9月 取材音声文字起こし 1 1 0
6 株式会社毎日新聞社 17年11月 取材音声文字起こし 1 1 0
7 日本民間放送連盟 17年12月 国会中継　書き起こし他 1 1 1
8 読売新聞東京本社 18年4月 取材音声文字起こし 2 2 2

お客様名 導入年月日 利用用途 システム構成（ライセンス数）


地方自治体

						地方自治体 チホウ ジチタイ

								お客様名		稼動開始月		利用形態		議会 ギカイ				議会以外
（全体利用等） ギカイ イガイ ゼンタイ リヨウ トウ				システム構成（ライセンス数）

														本会議		委員会				人口(人)		Recorder		Rewriter		Control Server

						1		静岡県　沼津市役所 ヤクショ		04年6月		リアルタイム複数人編集		○		○				21万		2		4		2

						2		北海道庁 チョウ		05年6月		認識結果編集委託		○		○				568万		3		7		1

						3		静岡県　伊豆市役所 ヤクショ		05年6月		会議終了後編集				○				3万7千		1		2		0

						4		福岡県　古賀市役所 ヤクショ		05年6月		会議終了後編集				○				5万6千		1		4		0

						5		北海道　深川市役所 ヤクショ		05年12月		認識結果委託編集		○		○				2万5千		1		3		0

						6		茨城県　取手市役所 ヤクショ		06年3月		リアルタイム複数人編集		○		○				11万		1		6		1

						7		東京都  国分寺市役所 ヤクショ		06年9月		リアルタイム複数人編集		○		○				12万		1		5		1

						8		東京都庁 チョウ		06年9月		認識結果委託編集		○		○				1271万		17		2		6

						9		北海道　千歳市役所 ヤクショ		06年11月		会議終了後編集		○		○				9万3千		1		5		1

						10		北海道　稚内市役所 ヤクショ		07年6月		会議終了後編集		○		○				4万1千		1		2		0

						11		北海道　某市役所 ヤクショ		07年6月		認識結果編集委託		○		○				-		1		4		0

						12		北海道　室蘭市役所 ヤクショ		07年6月		会議終了後編集		○		○				9万7千		1		3		0

						13		宮城県庁 ケンチョウ		07年6月		会議終了後編集		○		○				235万		1		3		1

						14		埼玉県　蕨市役所 ヤクショ		07年6月		会議終了後編集		○		○				7万1千		1		3		1

						15		滋賀県　高島市役所 ヤクショ		07年6月		会議終了後編集		○		○				5万4千		1		4		1

						16		福島県　南相馬市役所 ヤクショ		07年6月		会議終了後編集				○		〇		7万2千		1		5		0

						17		北海道　苫小牧市役所 ヤクショ		07年12月		会議終了後編集		○		○				17万3千		1		5		0

						18		北海道　富良野市役所 ヤクショ		07年12月		会議終了後編集		○		○				2万5千		1		4		0

						19		大阪府　東大阪市役所 ヤクショ		08年3月		会議終了後編集		○		○				50万8千		4		5		0

						20		愛知県　豊田市役所 ヤクショ		08年6月		会議終了後編集		○		○				42万1千		1		4		0

						21		東京都　福生市役所 ヤクショ		08年6月		認識結果編集委託		○		○				6万		1		3		1

						22		佐賀県　佐賀市役所 ヤクショ		08年9月		会議終了後編集				○				23万7千		4		4		1

						23		神奈川県庁		09年4月		会議終了後編集						〇		896万		1		5		0

						24		神奈川県　箱根町役場 ヤクバ		09年6月		会議終了後編集		○		○				1万3千		1		3		0

						25		福井県　大野市役所 ヤクショ		09年6月		会議終了後編集		○		○				3万6千		1		4		1

						26		石川県　津幡町役場 ヤクバ		09年6月		会議終了後編集		○		○				3万6千		1		2		0

						27		広島県　庄原市役所 ヤクショ		09年6月		会議終了後編集		○		○				4万1千		1		3		1

						28		福岡県　志免町役場 ヤクバ		09年6月		会議終了後編集				○				4万2千		1		3		0

						29		愛知県　豊川市役所 ヤクショ		10年4月		会議終了後編集		○						16万1千		1		2		0

						30		富山県　黒部市役所 ヤクショ		10年6月		会議終了後編集		○		○				4万2千		1		1		0

						31		鹿児島県　南さつま市役所 ヤクショ		10年9月		会議終了後編集		○		○				3万9千		1		4		0

						32		岡山県　真庭市役所 ヤクショ		10年9月		会議終了後編集		○						5万1千		1		1		0

						33		広島県　江田島市役所 ヤクショ		10年9月		会議終了後編集		○						2万7千		1		2		0

						34		北海道　泊村役場 ヤクバ		11年6月		クラウドサービス		○		○				1千9百		-		2		-

						35		静岡県　川根本町役場 ヤクバ		11年6月		会議終了後編集				○				8千		1		1		0

						36		山形県　某役所 ヤクショ		11年6月		クラウドサービス								-		-		1		-

						37		熊本県　あさぎり町役場 ヤクバ		11年9月		会議終了後編集		○		○				1万6千		1		2		0

						38		北海道　仁木町役場 ヤクバ		12年4月		クラウドサービス		○		○				3千7百		-		1		-

						39		北海道　様似町役場 ヤクバ		12年4月		クラウドサービス		○		○				5千		-		2		-

						40		北海道　美瑛町役場 ヤクバ		12年4月		クラウドサービス		○		○				1万8百		-		1		-

						41		北海道　芽室町役場 ヤクバ		12年4月		クラウドサービス				○				1万9千		-		1		-

						42		茨城県　五霞町役場		12年5月		クラウドサービス		○		○				9千3百		-		3		-

						43		広島県　海田町役場 ヤクバ		12年6月		会議終了後編集		○		○				2万9千		1		2		0

						44		愛知県　小牧市役所 ヤクショ		12年6月		会議終了後編集		○		○				15万3千		1		3		0

						45		東京都　豊島区役所 ヤクショ		12年6月		認識結果編集委託		○		○		〇		26万8千		3		3		0

						46		鹿児島県　枕崎市役所 ヤクショ		12年9月		会議終了後編集		○		○				2万3千		1		3		0

						47		鹿児島県　西之表市役所 ヤクショ		12年9月		会議終了後編集				○				1万７千		1		2		0

						48		福島県　相馬市役所 ヤクショ		12年9月		会議終了後編集				○				3万6千		1		3		0

						49		北海道　別海町役場 ヤクバ		12年9月		クラウドサービス		○		○				1万6千		-		1		-

						50		愛知県　飛島村役場 ヤクバ		12年11月		会議終了後編集		○		○				4千6百		1		2		0

						51		三重県　伊勢市役所 ヤクショ		13年1月		クラウドサービス				○				13万2千		-		1		-

						52		茨城県　笠間市役所		13年1月		クラウドサービス				○		〇		7万8千		－		2		-

						53		兵庫県庁		13年3月		オンプレミスタイプ						〇		557万		1（7）		8		0

						54		北海道　平取町役場		13年4月		クラウドサービス								5千4百		-		1		-

						55		兵庫県　太子町役場 ヤクバ		13年4月		クラウドサービス		○						1万4千		-		1		-

						56		北海道　豊浦町役場 ヤクバ		13年5月		クラウドサービス		○						4千3百		-		2		-

						57		北海道　池田町役場 ヤクバ		13年5月		クラウドサービス		○						7千4百		-		1		-

						58		茨城県　龍ケ崎市役所		13年5月		クラウドサービス						〇		7万9千		-		6		-

						59		愛知県　大府市役所 ヤクショ		13年5月		会議終了後編集				○				8万9千		1		3		0

						60		高知県庁 ケンチョウ		13年5月		会議終了後編集				○				72万3千 マン セン		4		4		0

						61		岡山県　瀬戸内市役所 ヤクショ		13年5月		会議終了後編集				○				3万7千		1		4		0

						62		福岡県　福津市役所 ヤクショ		13年9月		会議終了後編集				○				5万5千		1		2		0

						63		福岡県　新宮町役場 ヤクバ		13年9月		会議終了後編集				○				2万6千		1		2		0

						64		佐賀県　鳥栖市役所 ヤクショ		13年9月		会議終了後編集				○				7万1千		1		3		0

						65		北海道　網走市役所 ヤクショ		13年9月		クラウドサービス								3万8千		-		1		-

						66		三重県　松阪市役所 ヤクショ		13年12月		会議終了後編集				○		〇		16万9千		2		2		0

						67		滋賀県　東近江市役所 ヤクショ		13年12月		会議終了後編集								11万4千		1		1		0

						68		福岡県　宗像市役所		14年2月		クラウドサービス				○		〇		9万6千		-		1		-

						69		福岡県　篠栗町役場 ヤクバ		14年3月		会議終了後編集		○		○				3万1千		1		2		0

						70		鹿児島県　いちき串木野市役所 ヤクショ		14年3月		クラウドサービス				○				3万		-		3		-

						71		和歌山県庁		14年3月		会議終了後編集						〇		102万		1		1		0

						72		愛知県庁 ケンチョウ		14年3月		会議終了後編集				○		〇		726万		1		8		0

						73		広島県庁 ケンチョウ		14年6月		会議終了後編集		○						284万		1		3		0

						74		北海道　南幌町役場		14年6月		会議終了後編集		○		○				8千		1		1		0

						75		茨城県　那珂市役所 ヤクショ		14年8月		クラウドサービス				○				5万5千		-		4		-

						76		福岡県　宇美町役場		14年8月		会議終了後編集		◯		◯				3万8千		1		1		0

						77		北海道　大空町役場		15年1月		クラウドサービス		◯		◯				7千7百		-		1		-

						78		鹿児島県　中種子町役場		15年3月		会議終了後編集		◯		◯				8千5百		1		1		0

						79		福島県庁		15年4月		クラウドサービス				◯		〇		199万		-		1		-

						80		長崎県　長与町役場 ヤクバ		15年4月		クラウドサービス		◯		◯				4万2千		-		5		-

						81		長野県　木曽町役場		15年4月		クラウドサービス		○		○				1万1千		-		1		-

						82		岩手県　一関市役所 ヤクショ		15年5月		クラウドサービス				◯				12万人		-		5		-

						83		北海道　美幌町役場		15年5月		クラウドサービス		◯		◯				2万人 マンニン		-		2		-

						84		熊本県　多良木町役場		15年5月		会議終了後編集		○		○				9千		1		3		0

						85		香川県　観音寺市役所		15年5月		クラウドサービス				○				6万2千		-		5		-

						86		高知県　いの町役場		15年6月		会議終了後編集				○				2万5千		1		3		0

						87		長野県　松川町役場		15年6月		クラウドサービス				○				1万3千		-		1		-

						88		奈良県　五條市役所		15年9月		クラウドサービス				○				3万5千		-		2		-

						89		愛媛県　松野町役場		15年12月		会議終了後編集		○		○				4千		1		1		0

						90		愛知県　東浦町役場		16年1月		クラウドサービス				○				5万		-		2		-

						91		茨城県　美浦村役場		16年3月		会議終了後編集		◯		◯				1万5千		1		2		0

						92		大分県　佐伯市役所 オオイタケン サエキ シ ヤクショ		16年4月		クラウドサービス		◯		◯				7万1千		-		4		-

						93		北海道　洞爺湖町役場 ホッカイドウ トウヤコチョウ ヤクバ		16年4月		クラウドサービス				◯				９千 セン		-		1		-

						94		岩手県　大槌町役場 イワテケン オオツチ チョウ ヤクバ		16年5月		クラウドサービス						〇		1万1千		-		1		-

						95		愛知県　安城市役所 アイチケン アンジョウ シ ヤクショ		16年5月		クラウドサービス						〇		17万8千		-		2		-

						96		千葉県　南房総市役所 チバケン ミナミボウソウ シ ヤクショ		16年5月		クラウドサービス				◯				3万8千		-		1		-

						97		北海道　東川町役場 ホッカイドウ ヒガシカワマチ ヤクバ		16年5月		クラウドサービス		○		◯				8千 セン		-		1		-

						98		北海道　和寒町役場 ホッカイドウ ワ サム マチ ヤクバ		16年5月		クラウドサービス		○		◯				3千6百		-		1		-

						99		大分県　某市役所 オオイタケン ボウ シ ヤクショ		16年5月		クラウドサービス		◯		◯				2万8千 マン セン		-		1		-

						100		大分県　某市役所 オオイタケン ボウ シ ヤクショ		16年5月		クラウドサービス				◯				3万6千 マン セン		-		1		-

						101		東京都　足立区役所 トウキョウト アダチ ク ヤクショ		16年5月		クラウドサービス				◯				69万2千 マン セン		-		1		-

						102		北海道　鷹栖町役場 ホッカイドウ タカスチョウ ヤクバ		16年6月 ガツ		クラウドサービス										‐		1		-

						103		岩手県　平泉町役場 イワテケン ヒライズミ マチ ヤクバ		16年9月		クラウドサービス				○		〇		7千7百 セン				1		-

						104		鹿児島県　出水市役所 カゴシマケン イズミ シ ヤクショ		16年9月		会議終了後編集				○				5万 マン		1		3		0

						105		香川県　三豊市役所 ミトヨシ ヤクショ		16年10月		クラウドサービス				○				6万5千 マン セン				1		-

						106		福井県　小浜市役所 フクイ ケン オバマシヤクショ		16年12月		クラウドサービス		○		○				2万9千 マン		-		4		-

						107		熊本県　上天草市役所 クマモトケン カミアマクサ シヤクショ		17年3月 ネン ガツ		クラウドサービス		○		○				2万6千 マン セン		-		1		-

						108		鹿児島県　指宿市役所 カゴシマケン イブスキ シヤクショ		17年3月 ネン ガツ		クラウドサービス				○				4万 マン		-		1		-

						109		北海道　鶴居村役場 ホッカイドウ ツルイ ムラ ヤクバ		17年4月 ガツ		クラウドサービス										-		1		-

						110		愛媛県　愛南町役場 アイナンチョウ ヤクバ		17年4月 ネン ガツ		クラウドサービス		○		○				2万1千 マン セン		-		1		-

						111		東京都　奥多摩町役場 トウキョウト オクタマ マチ ヤクバ		17年4月 ネン ガツ		クラウドサービス		○		○				5千 セン		-		3		-

						112		愛知県　高浜市役所 アイチケン タカハマシヤクショ		17年4月 ネン ガツ		クラウドサービス				○				4万6千 マン セン		-		1		-

						113		福岡県　北九州市役所 フクオカケン キタキュウシュウシ ヤクショ		17年4月 ネン ガツ		クラウドサービス				○				95万 マン		-		3		-

						114		愛知県　半田市役所 アイチケン ハンダシ ヤクショ		17年5月 ネン ガツ		クラウドサービス				○		〇		11万7千 マン セン		-		1		-

						115		北海道　中標津町役場 ホッカイドウ ナカ ヒョウ ツ マチヤクバ		17年6月 ネン ガツ		クラウドサービス				○				2万4千 マン セン		-		2		-

						116		奈良県　桜井市役所 サクライシ ヤクショ		17年6月 ネン ガツ		クラウドサービス				○				6万 マン		-		1		-

						117		神奈川県　藤沢市役所 カナガワケン フジサワシ ヤクショ		17年9月 ネン ガツ		会議終了後編集 カイギ						〇		42万		1		1		-

						118		鹿児島県　南大隅町役場 カゴシマケン ミナミ オオスミ マチ ヤクバ		17年9月 ネン ガツ		会議終了後編集 カイギ		○		○				7千 セン		-		1		-

						119		大分県　玖珠町役場 オオイタケン クスマチ ヤクバ		17年12月 ネン ガツ		会議終了後編集 カイギ				○				1万5千		1		2		-

						120		大阪府庁 チョウ		18年4月 ネン ガツ		クラウドサービス										-				-

						121		兵庫県福崎町 ヒョウゴケン フクサキチョウ		18年4月 ネン ガツ		クラウドサービス														-

						122		愛媛県　西予市役所 エヒメケン セイヨシ ヤクショ		18年4月 ネン ガツ		クラウドサービス		〇		○				4万2千		-		3		-

						123		北海道　倶知安町役場 ホッカイドウ クッチャンマチヤクバ		18年4月 ネン ガツ		クラウドサービス		〇		○				1万5千		-		2		-

						124		東京都　港区役所 トウキョウ ト ミナトク ヤクショ		18年5月 ネン ガツ		会議終了後編集 カイギ				○		〇		24万 マン						-

						125		福岡県　小竹町役場 フクオカケン コタケマチ ヤクバ		18年5月 ネン ガツ		クラウドサービス		〇		○				7千 セン		-		1		-

						126		福岡県　粕屋町役場 フクオカケン カスヤ マチ ヤクバ		18年5月 ネン ガツ		会議終了後編集 カイギ		〇		○				4万6千 マン セン		1		1		-

						127		千葉県　習志野市役所 チバケン ナラシノ シ ヤクショ		18年5月 ネン ガツ		クラウドサービス		〇		○				16万 マン		-		1		-

						128		山口県　美祢市役所 ヤマグチケン ミネシヤクショ		18年5月 ネン ガツ		会議終了後編集 カイギ		〇		○				2万5千		1		2		-

						129		北海道　浜中町役場 ホッカイドウ ハマナカチョウ ヤクバ		18年5月 ネン ガツ		クラウドサービス		〇		○				6千 セン		-		2		-

						130		福岡県　飯塚市役所 フクオカケン イイヅカシ ヤクショ		18年6月 ネン ガツ		クラウドサービス		〇		○				13万		-		4		-

						131		北海道　旭川市役所 ホッカイドウ アサヒカワシ ヤクショ		18年6月 ネン ガツ		会議終了後編集 カイギ		〇		○				33万 マン		1		3		-

						132		茨城県　守谷市役所 イバラキケン モリヤシヤクショ		18年6月 ネン ガツ		クラウドサービス								6万4千 マン セン		-		1		-

						133		長崎県　西海市役所 ニシウミ シ ヤクショ		18年6月 ネン ガツ		会議終了後編集 カイギ								2万8千 マン		1		1		-

						134		岐阜県　瑞浪市役所 ギフケン ミズナミシ ヤクショ		18年6月 ネン ガツ		クラウドサービス						〇		3万8千		-		1		-

						135		岩手県　花巻市役所 イワテケン ハナマキシ ヤクショ		18年7月 ネン ガツ		クラウドサービス		〇		〇		〇		9万7千		-		4		-

						136		宮崎県　日向市役所 ミヤザキケン ヒュウガ シヤクショ		18年7月 ネン ガツ		クラウドサービス								6万		-		1		-
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												Recorder		Rewriter		Control Server

				1		山口銀行 ヤマグチ		05年1月		経営会議		1		3		0

				2		社団法人広島県医師会		06年1月		理事会		1		2		0

				3		とぴあ浜松農業協同組合		07年3月		理事会他各種会議		1		3		0

				4		日本ユニシス株式会社		07年8月		経営会議		1		1		0

				5		農林中央金庫 ノウリン チュウオウ キンコ		08年3月		経営会議 ケイエイ カイギ		4		4		0

				6		福島県民共済生活協同組合		09年6月		理事会・総代会		1		1		0

				7		某信用金庫 ボウ		09年8月		経営会議・役員会議		1		3		0

				8		福井市農業協同組合		11年3月		経営管理委員会		1		1		0

				9		某クレジットカード会社 ボウ カイシャ		11年3月		各種会議		1		2		1

				10		湘南信用金庫		11年8月		理事会・取締役会		1		3		0

				11		某生命保険会社 ボウ セイメイ		12年3月 ネン ガツ		経営会議等		2		7		0

				12		一般社団法人浦和医師会		13年3月		理事会		1		1		1

				13		学校法人大東文化学園 大東文化大学		13年3月		学部長会議等		1		2		0

				14		某建設機械メーカー ケンセツ キカイ		13年10月		取締役会・戦略検討会他		4		16		4

				15		某化学・医療メーカー		13年10月		経営会議・戦略会議他		1		2		0

				16		温知会　会津中央病院		14年1月		経営会議・部長会議		6		6		0

				17		日本エネルギー法研究所		14年7月		各種会議 カクシュ カイギ		-		4		0

				18		損害保険ジャパン日本興亜株式会社		15年3月		経営会議		1		2		0

				19		滋賀農業協同組合 シガ		16年3月 ネン ガツ		各種会議		1		1		0

				20		公益社団法人神奈川県医師会		15年9月		理事会		-		1		0

				21		公益社団法人西部海難防止協会		15年9月		理事会		-		2		0

				22		公益財団法人日本医療機能評価機構		15年12月 ネン ガツ		各種委員会		1		1		0

				23		カブドットコム証券株式会社		16年3月		監査委員会		1		1		0

				24		コスモエネルギーホールディングス株式会社		16年3月		経営会議		1		1		0

				25		北越後農業協同組合 キタ エチゴ ノウギョウ キョウドウ クミアイ		16年3月		各種会議		1		1		0

				26		某大手重工業メーカー ボウ オオテ ジュウコウギョウ		16年4月 ネン ガツ		経営会議 ケイエイカイギ		1		2

				27		株式会社IHI カブ		16年5月 ネン ガツ		経営会議 ケイエイ カイギ		1		1		0

				28		公益財団法人財務会計基準機構		16年6月 ネン ガツ		各種委員会		1		1		0

				29		西宇和農業協同組合		16年6月		理事会等		1		1		0

				30		某共済団体 ボウ ダンタイ		16年6月		理事会等		1		1		0

				31		福島県遊技業協同組合連合会		16年7月 ネン ガツ		理事会等		-		1		-

				32		株式会社ジョイフル カブシキガイシャ		16年8月 ネン ガツ		役員会議・各種委員会 ヤクイン カイギ カクシュ イインカイ		1		2		0

				33		某銀行 ボウ ギンコウ		16年9月 ネン ガツ		経営会議等 ケイエイカイギ トウ		1		1		0

				34		某総合商社 ボウ ソウゴウ ショウシャ		16年9月 ネン ガツ		役員会議・各種委員会 ヤクイン カイギ カクシュ イインカイ		1		10		0

				35		アメリカンファミリー生命保険会社 セイメイ ホケン カイシャ		16年10月 ネン ガツ		取締役会・各種委員会 カクシュ イインカイ		1		2		0

				36		兵庫六甲農業協同組合 ヒョウゴ ロッコウ		16年10月 ネン ガツ		クラウドサービス・各種会議 カクシュ カイギ		-

				37		日本赤十字社 ニホン セキジュウジ シャ		17年1月 ネン ガツ		経営会議 ケイエイカイギ		1		3		0

				38		ハマゴムエイコム株式会社 カブシキガイシャ		17年2月 ネン ガツ		クラウドサービス		-		1		0

				39		千葉信用金庫 チバ シンヨウ キンコ		17年2月 ネン ガツ		経営会議 ケイエイカイギ		1		1		0

				40		全日空商事株式会社 ゼンニックウ ショウジ カブシキガイシャ		17年3月 ネン ガツ		経営会議・各種委員会 ケイエイカイギ カクシュイインカイ		1		2		1

				41		新日鉄住金株式会社 シンニッテツ スミキン カブシキガイシャ		17年3月 ネン ガツ		経営会議 ケイエイ カイギ		1		1		0

				42		オリックス生命保険株式会社 セイメイ ホケン カブシキガイシャ		17年3月 ネン ガツ		通話音声書き起こし ツウワ オンセイ カ オ		1		1		0

				43		パナソニック株式会社 カブシキガイシャ		17年3月 ネン ガツ		社内インタビュー・各種会議 シャナイ カクシュ カイギ		1		1		0

				44		明治安田生命相互保険会社 メイジヤスダセイメイ ソウゴ ホケン ガイシャ		17年3月 ネン ガツ		取締役会・経営会議 トリシマリヤクカイ ケイエイカイギ		1		1		0

				45		三井物産株式会社 ミツイ ブッサン カブシキガイシャ		17年6月 ネン ガツ		各種会議・講演会 カクシュ カイギ コウエンカイ		1		1		0

				46		THK株式会社 カブシキガイシャ		17年6月 ネン ガツ		経営会議・講和等 ケイエイ カイギ コウワ トウ		1		1		1

				47		東栄信用金庫 トウエイ シンヨウ キンコ		17年7月 ネン ガツ		経営会議 ケイエイ カイギ		1		1		0

				48		東レ株式会社 トウ カブ		17年7月 ガツ		各種会議		1		1		0

				49		不二製油グループ本社株式会社 フジ セイユ ホンシャ カブ		17年7月 ガツ		各種会議		1		2		0

				50		公益社団法人　放射線影響研究所 コウエキ シャダン ホウジン ホウシャセン エイキョウ ケンキュウジョ		17年8月 ネン ガツ		各種会議 カクシュ カイギ		1		1		0

				51		仙台農業協同組合 センダイ ノウギョウ キョウドウ クミアイ		17年9月 ネン ガツ		経営会議 ケイエイ カイギ		1		1		0

				52		アルプス中央信用金庫 チュウオウ シンヨウ キンコ		17年9月 ネン ガツ		各種会議		1		1		0

				53		野村ホールディングス株式会社 ノムラ カブシキガイシャ		17年9月 ネン ガツ		取締役会 トリシマリヤク カイ		1		1		0

				54		旭化成不動産レジデンス株式会社 アサヒカセイ フドウサン カブ		17年9月 ネン ガツ		打合せ書き起こし ウチアワ カ オ		1		1		0

				55		株式会社メタルワン カブ		17年10月 ガツ		各種会議		1		1		0

				56		株式会社りそな銀行 カブ ギンコウ		17年10月 ネン ガツ		経営会議 ケイエイ カイギ		1		2		1

				57		原子力損害賠償・廃炉等支援機構		17年10月 ガツ		各種会議		1		1		0

				58		三菱ガス化学株式会社 ミツビシ カガク カブ		17年12月 ネン ガツ		各種会議		1		1		0

				59		三菱ケミカル株式会社 ミツビシ カブ		17年12月 ネン ガツ		各種会議		1		1		0

				60		日本生命保険相互会社		17年12月 ネン ガツ		取締役会　各種会議 トリシマリヤクカイ カクシュ カイギ		1		1		0

				61		株式会社オリエントコーポレーション カブシキガイシャ		17年12月 ネン ガツ		取締役会　各種会議 トリシマリヤクカイ カクシュ カイギ		1		3		0

				62		株式会社三井住友銀行　総務部・企画部・人事部 カブシキガイシャ ミツイ スミトモ ギンコウ ソウム ブ キカク ブ ジンジ ブ		17年12月 ネン ガツ		取締役会　各種会議 トリシマリヤクカイ カクシュ カイギ		3		3		0

				63		株式会社中電工 カブシキガイシャ チュウデンコウ		18年1月 ネン ガツ		各種会議		2		2		0

				64		大同生命保険株式会社 ダイドウ セイメイ ホケン カブ		18年2月 ネン ガツ		経営会議 ケイエイ カイギ		1		1		0

				65		有限責任あずさ監査法人 ユウゲン セキニン カンサ ホウジン		18年2月 ネン ガツ		各種会議 カクシュ カイギ		1		2		0

				66		中部電力株式会社 チュウブ デンリョク カブ		18年2月 ネン ガツ		災害時会議など重要会議 サイガイ ジ カイギ ジュウヨウ カイギ		1		1		0

				67		東京海上日動ホールディングス株式会社		18年2月 ネン ガツ		取締役会　各種会議 トリシマリヤクカイ カクシュ カイギ		1		1		0

				68		オホーツク網走農業協同組合		18年2月 ネン ガツ		理事会　各種会議 リジカイ カクシュ カイギ		1		1		0

				69		東京ガスiネット株式会社 トウキョウ カブ		18年3月 ネン ガツ		社内各種会議 シャナイ カクシュ カイギ		1		1		0

				70		近畿労働金庫 キンキ ロウドウ キンコ		18年3月 ネン ガツ		経営会議 ケイエイ カイギ		1		1		0

				71		トヨタ紡織株式会社 ボウショク カブ		18年3月 ネン ガツ		各種会議		1		1		1

				72		みずほ銀行 ギンコウ		18年3月 ネン ガツ		経営会議等 ケイエイ カイギ トウ		1		1		0

				73		ニチレイ株式会社 カブシキガイシャ		18年3月 ネン ガツ		取締役会　各種会議 トリシマリヤクカイ カクシュ カイギ		1		2		0

				74		東日本旅客鉄道株式会社　東京工事事務所 ヒガシ ニホン リョカク テツドウ カブシキガイシャ トウキョウ コウジ ジム ショ		18年3月 ネン ガツ		各種会議		1		1		0

				75		東日本旅客鉄道株式会社　東京電気システム開発工事事務所 ヒガシ ニホン リョカク テツドウ カブシキガイシャ トウキョウ デンキ カイハツ コウジ ジム ショ		18年3月 ネン ガツ		各種会議		1		1		0

				76		住信SBIネット銀行株式会社		18年3月 ネン ガツ		各種会議		1		1		1

				77		古河電池株式会社 フルカワ デンチ カブシキガイシャ		18年3月 ネン ガツ		取締役会　各種会議 トリシマリヤクカイ カクシュ カイギ		-		1		0

				78		飯田信用金庫 イイダ シンヨウ キンコ		18年4月 ネン ガツ		各種会議		1		1		0

				79		セイコーホールディングス株式会社		18年4月 ネン ガツ		取締役会　各種会議 トリシマリヤクカイ カクシュ カイギ		1		1		0

				80		株式会社博報堂DYホールディングス カブ ハクホウドウ		18年5月 ネン ガツ		各種会議		1		6		0

				81		銀座ステファニー化粧品株式会社 ギンザ ケショウヒン カブ		18年5月 ネン ガツ		通話音声文字起こし ツウワ オンセイ モジ オ		-		1		0

				82		JSR株式会社 カブ		18年6月 ネン ガツ		経営会議・取締役会 ケイエイ カイギ トリシマリヤク カイ		1		2		0





メディア

				メディア

						お客様名		導入年月日		利用用途		システム構成（ライセンス数）

												Recorder		Rewriter		Control Server

				1		日本放送協会 ニホン ホウソウ キョウカイ				取材音声文字起こし シュザイ オンセイ モジ オ		-		-		-

				2		日本テレビ放送網株式会社 ニホン ホウソウモウ カブ		16年3月 ネン ガツ		国会の原稿作成等		-		-		-

				3		株式会社朝日新聞社 カブシキガイシャ アサヒシンブン シャ		17年4月 ネン ガツ		取材音声文字起こし シュザイ オンセイ モジ オ		-		-		-

				4		朝日放送株式会社 アサヒ ホウソウ カブシキガイシャ		17年4月 ネン ガツ		取材音声文字起こし シュザイ オンセイ モジ オ		-		-		-

				5		株式会社テレビ東京 カブシキガイシャ トウキョウ		17年4月 ネン ガツ		取材音声文字起こし シュザイ オンセイ モジ オ		-		-		-

				6		株式会社毎日新聞社 カブ マイニチ シンブンシャ		17年11月 ネン ガツ		取材音声文字起こし シュザイ オンセイ モジ オ		1		1		0

				7		日本民間放送連盟 ニホン ミンカン ホウソウ レンメイ		17年12月 ネン ガツ		国会中継　書き起こし他 コッカイ チュウケイ カキ オ ホカ		1		1		1

				8		読売新聞東京本社 ヨミウリ シンブン トウキョウ ホンシャ		18年4月 ネン ガツ		取材音声文字起こし シュザイ オンセイ モジ オ		2		2		2













中央省庁

				中央省庁 チュウオウ ショウチョウ

						お客様名		導入年月日		利用用途		システム構成（ライセンス数）

												Recorder		Rewriter		Control Server

				1		内閣府　人事局 ナイカク フ ジンジ キョク		18年4月 ネン ガツ		国会中継　書き起こし他 コッカイ チュウケイ カキ オ ホカ		1		1		0

				2		経済産業省 ケイザイ サンギョウショウ		18年4月 ネン ガツ		各種会議		2		2		0

				3		防衛省 ボウエイ ショウ		18年6月 ネン ガツ		各種会議		3		3		0



												-







民間社内用※某など極力なし

				民間 ミンカン

						お客様名		導入年月日		利用用途		システム構成（ライセンス数）

												Recorder		Rewriter		Control Server

				1		山口銀行 ヤマグチ		05年1月		経営会議		1		3		0

				2		社団法人広島県医師会		06年1月		理事会		1		2		0

				3		とぴあ浜松農業協同組合		07年3月		理事会他各種会議		1		3		0

				4		日本ユニシス株式会社		07年8月		経営会議		1		1		0

				5		農林中央金庫 ノウリン チュウオウ キンコ		08年3月		経営会議 ケイエイ カイギ		4		4		0

				6		西京銀行 サイキョウ ギンコウ		08年3月		理事会		1		1		0

				7		株式会社東京証券取引所		09年4月		各種会議		1		1		0

				8		福島県民共済生活協同組合		09年6月		理事会・総代会		1		1		0

				9		おかやま信用金庫		09年8月		経営会議・役員会議		1		3		0

				10		福井市農業協同組合		11年3月		経営管理委員会		1		1		0

				11		株式会社ジェーシービー カブ		11年3月		各種会議		1		2		1

				12		湘南信用金庫		11年8月		理事会・取締役会		1		3		0

				13		第一生命保険会社 ダイイチ		12年3月 ネン ガツ		経営会議等		2		7		0

				14		一般社団法人浦和医師会		13年3月		理事会		1		1		1

				15		学校法人大東文化学園 大東文化大学		13年3月		学部長会議等		1		2		0

				16		株式会社小松製作所 カブ コマツ セイサクジョ		13年10月		取締役会・戦略検討会他		4		16		4

				17		宇部興産株式会社 ウベ コウサン カブ		13年10月		経営会議・戦略会議他		1		2		0

				18		温知会　会津中央病院		14年1月		経営会議・部長会議		6		6		0

				19		千葉大学医学部附属病院		14年7月		各種会議 カクシュ カイギ		1		1		0

				20		日本エネルギー法研究所		14年7月		各種会議 カクシュ カイギ		-		4		0

				21		某大手企業		14年10月		経営会議		2		2		0

				22		損害保険ジャパン日本興亜株式会社		15年3月		経営会議		1		2		0

				23		株式会社WOWOWコミュニケーションズ		15年3月		経営会議		1		1		0

				24		滋賀農業協同組合 シガ		16年3月 ネン ガツ		各種会議		1		1		0

				25		互助会保証株式会社 ゴジョカイ ホショウ カブ		15年6月 ネン ガツ		経営会議等		1		1		0

				26		公益社団法人神奈川県医師会		15年9月		理事会		-		1		0

				27		公益社団法人西部海難防止協会		15年9月		理事会		-		2		0

				28		公益財団法人日本医療機能評価機構		15年12月 ネン ガツ		各種委員会		1		1		0

				29		日本テレビ放送網株式会社 ニホン ホウソウモウ カブ		16年3月 ネン ガツ		国会の原稿作成等

				30		カブドットコム証券株式会社		16年3月		監査委員会		1		1		0

				31		コスモエネルギーホールディングス株式会社		16年3月		経営会議		1		1		0

				32		北越後農業協同組合 キタ エチゴ ノウギョウ キョウドウ クミアイ		16年3月		各種会議		1		1		0

				33		某大手重工業メーカー ボウ オオテ ジュウコウギョウ		16年4月 ネン ガツ		経営会議 ケイエイカイギ		1		2

				34		株式会社IHI カブ		16年5月 ネン ガツ		経営会議 ケイエイ カイギ		1		1		0

				35		公益財団法人財務会計基準機構		16年6月 ネン ガツ		各種委員会		1		1		0

				36		西宇和農業協同組合		16年6月		理事会等		1		1		0

				37		全国共済農業協同組合連合会		16年6月		理事会等		1		1		0

				38		福島県遊技業協同組合連合会		16年7月 ネン ガツ		理事会等		-		1		-

				39		株式会社ジョイフル カブシキガイシャ		16年8月 ネン ガツ		役員会議・各種委員会 ヤクイン カイギ カクシュ イインカイ		1		2		0

				40		中央労働金庫 チュウオウ ロウドウ キンコ		16年9月 ネン ガツ		経営会議等 ケイエイカイギ トウ		1		1		0

				41		三菱商事株式会社 ミツビシ ショウジ カブ		16年9月 ネン ガツ		役員会議・各種委員会 ヤクイン カイギ カクシュ イインカイ		1		10		0

				42		アメリカンファミリー生命保険会社 セイメイ ホケン カイシャ		16年10月 ネン ガツ		取締役会・各種委員会 カクシュ イインカイ		1		2		0

				43		兵庫六甲農業協同組合 ヒョウゴ ロッコウ		16年10月 ネン ガツ		クラウドサービス・各種会議 カクシュ カイギ		-

				44		日本赤十字社 ニホン セキジュウジ シャ		17年1月 ネン ガツ		経営会議 ケイエイカイギ		1		3		0

				45		ハマゴムエイコム株式会社 カブシキガイシャ		17年2月 ネン ガツ		クラウドサービス		-		1		0

				46		千葉信用金庫 チバ シンヨウ キンコ		17年2月 ネン ガツ		経営会議 ケイエイカイギ		1		1		0

				47		全日空商事株式会社 ゼンニックウ ショウジ カブシキガイシャ		17年3月 ネン ガツ		経営会議・各種委員会 ケイエイカイギ カクシュイインカイ		1		2		1

				48		新日鉄住金株式会社 シンニッテツ スミキン カブシキガイシャ		17年3月 ネン ガツ		経営会議 ケイエイ カイギ		1		1		0

				49		オリックス生命保険株式会社 セイメイ ホケン カブシキガイシャ		17年3月 ネン ガツ		通話音声書き起こし ツウワ オンセイ カ オ		1		1		0

				50		パナソニック株式会社 カブシキガイシャ		17年3月 ネン ガツ		社内インタビュー・各種会議 シャナイ カクシュ カイギ		1		1		0

				51		明治安田生命相互保険会社 メイジヤスダセイメイ ソウゴ ホケン ガイシャ		17年3月 ネン ガツ		取締役会・経営会議 トリシマリヤクカイ ケイエイカイギ		1		1		0

				52		株式会社朝日新聞社 カブシキガイシャ アサヒシンブン シャ		17年4月 ネン ガツ		取材音声文字起こし シュザイ オンセイ モジ オ		-		-		-

				53		朝日放送株式会社 アサヒ ホウソウ カブシキガイシャ		17年4月 ネン ガツ		取材音声文字起こし シュザイ オンセイ モジ オ		-		-		-

				54		株式会社テレビ東京 カブシキガイシャ トウキョウ		17年4月 ネン ガツ		取材音声文字起こし シュザイ オンセイ モジ オ		-		-		-

				55		三井物産株式会社 ミツイ ブッサン カブシキガイシャ		17年6月 ネン ガツ		各種会議・講演会 カクシュ カイギ コウエンカイ		1		1		0

				56		THK株式会社 カブシキガイシャ		17年6月 ネン ガツ		経営会議・講和等 ケイエイ カイギ コウワ トウ		1		1		1

				57		東栄信用金庫 トウエイ シンヨウ キンコ		17年7月 ネン ガツ		経営会議 ケイエイ カイギ		1		1		0

				58		東レ株式会社 トウ カブ		17年7月 ガツ		各種会議		1		1		0

				59		不二製油グループ本社株式会社 フジ セイユ ホンシャ カブ		17年7月 ガツ		各種会議		1		2		0

				60		公益社団法人　放射線影響研究所 コウエキ シャダン ホウジン ホウシャセン エイキョウ ケンキュウジョ		17年8月 ネン ガツ		各種会議 カクシュ カイギ		1		1		0

				61		仙台農業協同組合 センダイ ノウギョウ キョウドウ クミアイ		17年9月 ネン ガツ		経営会議 ケイエイ カイギ		1		1		0

				62		アルプス中央信用金庫 チュウオウ シンヨウ キンコ		17年9月 ネン ガツ		各種会議		1		1		0

				63		野村ホールディングス株式会社 ノムラ カブシキガイシャ		17年9月 ネン ガツ		取締役会 トリシマリヤク カイ		1		1		0

				64		旭化成不動産レジデンス株式会社 アサヒカセイ フドウサン カブ		17年9月 ネン ガツ		打合せ書き起こし ウチアワ カ オ		1		1		0

				65		株式会社メタルワン カブ		17年10月 ガツ

				66		株式会社りそな銀行 カブ ギンコウ		17年10月 ネン ガツ		経営会議 ケイエイ カイギ		1		2		1

				67		原子力損害賠償・廃炉等支援機構		17年10月 ガツ		各種会議

				68		株式会社毎日新聞社 カブ マイニチ シンブンシャ		17年11月 ネン ガツ		取材音声文字起こし シュザイ オンセイ モジ オ		1		1		0

				69		三菱ガス化学株式会社 ミツビシ カガク カブ		17年12月 ネン ガツ		各種会議		1		1		0

				70		三菱ケミカル株式会社 ミツビシ カブ		17年12月 ネン ガツ		各種会議		1		1		0

				71		日本生命保険相互会社		17年12月 ネン ガツ		取締役会　各種会議 トリシマリヤクカイ カクシュ カイギ		1		1		0

				72		日本民間放送連盟 ニホン ミンカン ホウソウ レンメイ		17年12月 ネン ガツ		国会中継　書き起こし他 コッカイ チュウケイ カキ オ ホカ		1		1		1

				73		株式会社オリエントコーポレーション カブシキガイシャ		17年12月 ネン ガツ		取締役会　各種会議 トリシマリヤクカイ カクシュ カイギ		1		3		0

				74		株式会社三井住友銀行　総務部 カブシキガイシャ ミツイ スミトモ ギンコウ ソウム ブ		17年12月 ネン ガツ		取締役会　各種会議 トリシマリヤクカイ カクシュ カイギ		1		1		0

				75		株式会社三井住友銀行　企画部 カブシキガイシャ ミツイ スミトモ ギンコウ キカク ブ		17年12月 ネン ガツ		各種会議		1		1		0

				76		株式会社中電工 カブシキガイシャ チュウデンコウ		18年1月 ネン ガツ		各種会議		1		1		0

				77		大同生命保険株式会社 ダイドウ セイメイ ホケン カブ		18年2月 ネン ガツ		経営会議 ケイエイ カイギ		1		1		0

				78		有限責任あずさ監査法人 ユウゲン セキニン カンサ ホウジン		18年2月 ネン ガツ		各種会議 カクシュ カイギ		1		2		0

				79		中部電力株式会社 チュウブ デンリョク カブ		18年2月 ネン ガツ		災害時会議など重要会議 サイガイ ジ カイギ ジュウヨウ カイギ		1		1		0

				80		東京海上日動ホールディングス株式会社		18年2月 ネン ガツ		取締役会　各種会議 トリシマリヤクカイ カクシュ カイギ		1		1		0

				81		株式会社中電工 カブシキガイシャ チュウデンコウ		18年2月 ネン ガツ		インタビュー・ヒアリング		1		1		0

				82		オホーツク網走農業協同組合		18年2月 ネン ガツ		理事会　各種会議 リジカイ カクシュ カイギ		1		1		0

				83		東京ガスiネット株式会社 トウキョウ カブ		18年3月 ネン ガツ		社内各種会議 シャナイ カクシュ カイギ		1		1		0

				84		近畿労働金庫 キンキ ロウドウ キンコ		18年3月 ネン ガツ		経営会議 ケイエイ カイギ		1		1		0

				85		トヨタ紡織株式会社 ボウショク カブ		18年3月 ネン ガツ		各種会議		1		1		1

				86		みずほ銀行 ギンコウ		18年3月 ネン ガツ		経営会議等 ケイエイ カイギ トウ		1		1		0

				87		ニチレイ株式会社 カブシキガイシャ		18年3月 ネン ガツ		取締役会　各種会議 トリシマリヤクカイ カクシュ カイギ		1		2		0

				88		東日本旅客鉄道株式会社　東京工事事務所 ヒガシ ニホン リョカク テツドウ カブシキガイシャ トウキョウ コウジ ジム ショ		18年3月 ネン ガツ		各種会議		1		1		0

				89		東日本旅客鉄道株式会社　東京電気システム開発工事事務所 ヒガシ ニホン リョカク テツドウ カブシキガイシャ トウキョウ デンキ カイハツ コウジ ジム ショ		18年3月 ネン ガツ		各種会議		1		1		0

				90		住信SBIネット銀行株式会社		18年3月 ネン ガツ		各種会議		1		1		1

				91		古河電池株式会社 フルカワ デンチ カブシキガイシャ		18年3月 ネン ガツ		取締役会　各種会議 トリシマリヤクカイ カクシュ カイギ		-		1		0

				92		飯田信用金庫 イイダ シンヨウ キンコ		18年4月 ネン ガツ		各種会議		1		1		0

				93		読売新聞東京本社 ヨミウリ シンブン トウキョウ ホンシャ		18年4月 ネン ガツ		取材音声文字起こし シュザイ オンセイ モジ オ		2		2		2

				94		内閣府　人事局 ナイカク フ ジンジ キョク		18年4月 ネン ガツ		国会中継　書き起こし他 コッカイ チュウケイ カキ オ ホカ		1		1		0

				95		セイコーホールディングス株式会社		18年4月 ネン ガツ		取締役会　各種会議 トリシマリヤクカイ カクシュ カイギ		1		1		0

				96		経済産業省 ケイザイ サンギョウショウ		18年4月 ネン ガツ		各種会議		2		2		0

				97		株式会社博報堂DYホールディングス カブ ハクホウドウ		18年5月 ネン ガツ		各種会議		1		6		0

				98		株式会社三井住友銀行　人事部 カブシキガイシャ ミツイ スミトモ ギンコウ ジンジ ブ		18年5月 ネン ガツ		各種会議		1		1		0

				99		銀座ステファニー化粧品株式会社 ギンザ ケショウヒン カブ		18年5月 ネン ガツ		各種会議		-		1		0

				100		JSR株式会社 カブ		18年6月 ネン ガツ		経営会議・取締役会 ケイエイ カイギ トリシマリヤク カイ		1		2		0








地方自治体

						地方自治体 チホウ ジチタイ

								お客様名		稼動開始月		利用形態		議会 ギカイ				議会以外
（全体利用等） ギカイ イガイ ゼンタイ リヨウ トウ				システム構成（ライセンス数）

														本会議		委員会				人口(人)		Recorder		Rewriter		Control Server

						1		静岡県　沼津市役所 ヤクショ		04年6月		リアルタイム複数人編集		○		○				21万		2		4		2

						2		北海道庁 チョウ		05年6月		認識結果編集委託		○		○				568万		3		7		1

						3		静岡県　伊豆市役所 ヤクショ		05年6月		会議終了後編集				○				3万7千		1		2		0

						4		福岡県　古賀市役所 ヤクショ		05年6月		会議終了後編集				○				5万6千		1		4		0

						5		北海道　深川市役所 ヤクショ		05年12月		認識結果委託編集		○		○				2万5千		1		3		0

						6		茨城県　取手市役所 ヤクショ		06年3月		リアルタイム複数人編集		○		○				11万		1		6		1

						7		東京都  国分寺市役所 ヤクショ		06年9月		リアルタイム複数人編集		○		○				12万		1		5		1

						8		東京都庁 チョウ		06年9月		認識結果委託編集		○		○				1271万		17		2		6

						9		北海道　千歳市役所 ヤクショ		06年11月		会議終了後編集		○		○				9万3千		1		5		1

						10		北海道　稚内市役所 ヤクショ		07年6月		会議終了後編集		○		○				4万1千		1		2		0

						11		北海道　某市役所 ヤクショ		07年6月		認識結果編集委託		○		○				-		1		4		0

						12		北海道　室蘭市役所 ヤクショ		07年6月		会議終了後編集		○		○				9万7千		1		3		0

						13		宮城県庁 ケンチョウ		07年6月		会議終了後編集		○		○				235万		1		3		1

						14		埼玉県　蕨市役所 ヤクショ		07年6月		会議終了後編集		○		○				7万1千		1		3		1

						15		滋賀県　高島市役所 ヤクショ		07年6月		会議終了後編集		○		○				5万4千		1		4		1

						16		福島県　南相馬市役所 ヤクショ		07年6月		会議終了後編集				○		〇		7万2千		1		5		0

						17		北海道　苫小牧市役所 ヤクショ		07年12月		会議終了後編集		○		○				17万3千		1		5		0

						18		北海道　富良野市役所 ヤクショ		07年12月		会議終了後編集		○		○				2万5千		1		4		0

						19		大阪府　東大阪市役所 ヤクショ		08年3月		会議終了後編集		○		○				50万8千		4		5		0

						20		愛知県　豊田市役所 ヤクショ		08年6月		会議終了後編集		○		○				42万1千		1		4		0

						21		東京都　福生市役所 ヤクショ		08年6月		認識結果編集委託		○		○				6万		1		3		1

						22		佐賀県　佐賀市役所 ヤクショ		08年9月		会議終了後編集				○				23万7千		4		4		1

						23		神奈川県庁		09年4月		会議終了後編集						〇		896万		1		5		0

						24		神奈川県　箱根町役場 ヤクバ		09年6月		会議終了後編集		○		○				1万3千		1		3		0

						25		福井県　大野市役所 ヤクショ		09年6月		会議終了後編集		○		○				3万6千		1		4		1

						26		石川県　津幡町役場 ヤクバ		09年6月		会議終了後編集		○		○				3万6千		1		2		0

						27		広島県　庄原市役所 ヤクショ		09年6月		会議終了後編集		○		○				4万1千		1		3		1

						28		福岡県　志免町役場 ヤクバ		09年6月		会議終了後編集				○				4万2千		1		3		0

						29		愛知県　豊川市役所 ヤクショ		10年4月		会議終了後編集		○						16万1千		1		2		0

						30		富山県　黒部市役所 ヤクショ		10年6月		会議終了後編集		○		○				4万2千		1		1		0

						31		鹿児島県　南さつま市役所 ヤクショ		10年9月		会議終了後編集		○		○				3万9千		1		4		0

						32		岡山県　真庭市役所 ヤクショ		10年9月		会議終了後編集		○						5万1千		1		1		0

						33		広島県　江田島市役所 ヤクショ		10年9月		会議終了後編集		○						2万7千		1		2		0

						34		北海道　泊村役場 ヤクバ		11年6月		クラウドサービス		○		○				1千9百		-		2		-

						35		静岡県　川根本町役場 ヤクバ		11年6月		会議終了後編集				○				8千		1		1		0

						36		山形県　某役所 ヤクショ		11年6月		クラウドサービス								-		-		1		-

						37		熊本県　あさぎり町役場 ヤクバ		11年9月		会議終了後編集		○		○				1万6千		1		2		0

						38		北海道　仁木町役場 ヤクバ		12年4月		クラウドサービス		○		○				3千7百		-		1		-

						39		北海道　様似町役場 ヤクバ		12年4月		クラウドサービス		○		○				5千		-		2		-

						40		北海道　美瑛町役場 ヤクバ		12年4月		クラウドサービス		○		○				1万8百		-		1		-

						41		北海道　芽室町役場 ヤクバ		12年4月		クラウドサービス				○				1万9千		-		1		-

						42		茨城県　五霞町役場		12年5月		クラウドサービス		○		○				9千3百		-		3		-

						43		広島県　海田町役場 ヤクバ		12年6月		会議終了後編集		○		○				2万9千		1		2		0

						44		愛知県　小牧市役所 ヤクショ		12年6月		会議終了後編集		○		○				15万3千		1		3		0

						45		東京都　豊島区役所 ヤクショ		12年6月		認識結果編集委託		○		○		〇		26万8千		3		3		0

						46		鹿児島県　枕崎市役所 ヤクショ		12年9月		会議終了後編集		○		○				2万3千		1		3		0

						47		鹿児島県　西之表市役所 ヤクショ		12年9月		会議終了後編集				○				1万７千		1		2		0

						48		福島県　相馬市役所 ヤクショ		12年9月		会議終了後編集				○				3万6千		1		3		0

						49		北海道　別海町役場 ヤクバ		12年9月		クラウドサービス		○		○				1万6千		-		1		-

						50		愛知県　飛島村役場 ヤクバ		12年11月		会議終了後編集		○		○				4千6百		1		2		0

						51		三重県　伊勢市役所 ヤクショ		13年1月		クラウドサービス				○				13万2千		-		1		-

						52		茨城県　笠間市役所		13年1月		クラウドサービス				○		〇		7万8千		－		2		-

						53		兵庫県庁		13年3月		オンプレミスタイプ						〇		557万		1（7）		8		0

						54		北海道　平取町役場		13年4月		クラウドサービス								5千4百		-		1		-

						55		兵庫県　太子町役場 ヤクバ		13年4月		クラウドサービス		○						1万4千		-		1		-

						56		北海道　豊浦町役場 ヤクバ		13年5月		クラウドサービス		○						4千3百		-		2		-

						57		北海道　池田町役場 ヤクバ		13年5月		クラウドサービス		○						7千4百		-		1		-

						58		茨城県　龍ケ崎市役所		13年5月		クラウドサービス						〇		7万9千		-		6		-

						59		愛知県　大府市役所 ヤクショ		13年5月		会議終了後編集				○				8万9千		1		3		0

						60		高知県庁 ケンチョウ		13年5月		会議終了後編集				○				72万3千 マン セン		4		4		0

						61		岡山県　瀬戸内市役所 ヤクショ		13年5月		会議終了後編集				○				3万7千		1		4		0

						62		福岡県　福津市役所 ヤクショ		13年9月		会議終了後編集				○				5万5千		1		2		0

						63		福岡県　新宮町役場 ヤクバ		13年9月		会議終了後編集				○				2万6千		1		2		0

						64		佐賀県　鳥栖市役所 ヤクショ		13年9月		会議終了後編集				○				7万1千		1		3		0

						65		北海道　網走市役所 ヤクショ		13年9月		クラウドサービス								3万8千		-		1		-

						66		三重県　松阪市役所 ヤクショ		13年12月		会議終了後編集				○		〇		16万9千		2		2		0

						67		滋賀県　東近江市役所 ヤクショ		13年12月		会議終了後編集								11万4千		1		1		0

						68		福岡県　宗像市役所		14年2月		クラウドサービス				○		〇		9万6千		-		1		-

						69		福岡県　篠栗町役場 ヤクバ		14年3月		会議終了後編集		○		○				3万1千		1		2		0

						70		鹿児島県　いちき串木野市役所 ヤクショ		14年3月		クラウドサービス				○				3万		-		3		-

						71		和歌山県庁		14年3月		会議終了後編集						〇		102万		1		1		0

						72		愛知県庁 ケンチョウ		14年3月		会議終了後編集				○		〇		726万		1		8		0

						73		広島県庁 ケンチョウ		14年6月		会議終了後編集		○						284万		1		3		0

						74		北海道　南幌町役場		14年6月		会議終了後編集		○		○				8千		1		1		0

						75		茨城県　那珂市役所 ヤクショ		14年8月		クラウドサービス				○				5万5千		-		4		-

						76		福岡県　宇美町役場		14年8月		会議終了後編集		◯		◯				3万8千		1		1		0

						77		北海道　大空町役場		15年1月		クラウドサービス		◯		◯				7千7百		-		1		-

						78		鹿児島県　中種子町役場		15年3月		会議終了後編集		◯		◯				8千5百		1		1		0

						79		福島県庁		15年4月		クラウドサービス				◯		〇		199万		-		1		-

						80		長崎県　長与町役場 ヤクバ		15年4月		クラウドサービス		◯		◯				4万2千		-		5		-

						81		長野県　木曽町役場		15年4月		クラウドサービス		○		○				1万1千		-		1		-

						82		岩手県　一関市役所 ヤクショ		15年5月		クラウドサービス				◯				12万人		-		5		-

						83		北海道　美幌町役場		15年5月		クラウドサービス		◯		◯				2万人 マンニン		-		2		-

						84		熊本県　多良木町役場		15年5月		会議終了後編集		○		○				9千		1		3		0

						85		香川県　観音寺市役所		15年5月		クラウドサービス				○				6万2千		-		5		-

						86		高知県　いの町役場		15年6月		会議終了後編集				○				2万5千		1		3		0

						87		長野県　松川町役場		15年6月		クラウドサービス				○				1万3千		-		1		-

						88		奈良県　五條市役所		15年9月		クラウドサービス				○				3万5千		-		2		-

						89		愛媛県　松野町役場		15年12月		会議終了後編集		○		○				4千		1		1		0

						90		愛知県　東浦町役場		16年1月		クラウドサービス				○				5万		-		2		-

						91		茨城県　美浦村役場		16年3月		会議終了後編集		◯		◯				1万5千		1		2		0

						92		大分県　佐伯市役所 オオイタケン サエキ シ ヤクショ		16年4月		クラウドサービス		◯		◯				7万1千		-		4		-

						93		北海道　洞爺湖町役場 ホッカイドウ トウヤコチョウ ヤクバ		16年4月		クラウドサービス				◯				９千 セン		-		1		-

						94		岩手県　大槌町役場 イワテケン オオツチ チョウ ヤクバ		16年5月		クラウドサービス						〇		1万1千		-		1		-

						95		愛知県　安城市役所 アイチケン アンジョウ シ ヤクショ		16年5月		クラウドサービス						〇		17万8千		-		2		-

						96		千葉県　南房総市役所 チバケン ミナミボウソウ シ ヤクショ		16年5月		クラウドサービス				◯				3万8千		-		1		-

						97		北海道　東川町役場 ホッカイドウ ヒガシカワマチ ヤクバ		16年5月		クラウドサービス		○		◯				8千 セン		-		1		-

						98		北海道　和寒町役場 ホッカイドウ ワ サム マチ ヤクバ		16年5月		クラウドサービス		○		◯				3千6百		-		1		-

						99		大分県　某市役所 オオイタケン ボウ シ ヤクショ		16年5月		クラウドサービス		◯		◯				2万8千 マン セン		-		1		-

						100		大分県　某市役所 オオイタケン ボウ シ ヤクショ		16年5月		クラウドサービス				◯				3万6千 マン セン		-		1		-

						101		東京都　足立区役所 トウキョウト アダチ ク ヤクショ		16年5月		クラウドサービス				◯				69万2千 マン セン		-		1		-

						102		北海道　鷹栖町役場 ホッカイドウ タカスチョウ ヤクバ		16年6月 ガツ		クラウドサービス										‐		1		-

						103		岩手県　平泉町役場 イワテケン ヒライズミ マチ ヤクバ		16年9月		クラウドサービス				○		〇		7千7百 セン				1		-

						104		鹿児島県　出水市役所 カゴシマケン イズミ シ ヤクショ		16年9月		会議終了後編集				○				5万 マン		1		3		0

						105		香川県　三豊市役所 ミトヨシ ヤクショ		16年10月		クラウドサービス				○				6万5千 マン セン				1		-

						106		福井県　小浜市役所 フクイ ケン オバマシヤクショ		16年12月		クラウドサービス		○		○				2万9千 マン		-		4		-

						107		熊本県　上天草市役所 クマモトケン カミアマクサ シヤクショ		17年3月 ネン ガツ		クラウドサービス		○		○				2万6千 マン セン		-		1		-

						108		鹿児島県　指宿市役所 カゴシマケン イブスキ シヤクショ		17年3月 ネン ガツ		クラウドサービス				○				4万 マン		-		1		-

						109		北海道　鶴居村役場 ホッカイドウ ツルイ ムラ ヤクバ		17年4月 ガツ		クラウドサービス										-		1		-

						110		愛媛県　愛南町役場 アイナンチョウ ヤクバ		17年4月 ネン ガツ		クラウドサービス		○		○				2万1千 マン セン		-		1		-

						111		東京都　奥多摩町役場 トウキョウト オクタマ マチ ヤクバ		17年4月 ネン ガツ		クラウドサービス		○		○				5千 セン		-		3		-

						112		愛知県　高浜市役所 アイチケン タカハマシヤクショ		17年4月 ネン ガツ		クラウドサービス				○				4万6千 マン セン		-		1		-

						113		福岡県　北九州市役所 フクオカケン キタキュウシュウシ ヤクショ		17年4月 ネン ガツ		クラウドサービス				○				95万 マン		-		3		-

						114		愛知県　半田市役所 アイチケン ハンダシ ヤクショ		17年5月 ネン ガツ		クラウドサービス				○		〇		11万7千 マン セン		-		1		-

						115		北海道　中標津町役場 ホッカイドウ ナカ ヒョウ ツ マチヤクバ		17年6月 ネン ガツ		クラウドサービス				○				2万4千 マン セン		-		2		-

						116		奈良県　桜井市役所 サクライシ ヤクショ		17年6月 ネン ガツ		クラウドサービス				○				6万 マン		-		1		-

						117		神奈川県　藤沢市役所 カナガワケン フジサワシ ヤクショ		17年9月 ネン ガツ		会議終了後編集 カイギ						〇		42万		1		1		-

						118		鹿児島県　南大隅町役場 カゴシマケン ミナミ オオスミ マチ ヤクバ		17年9月 ネン ガツ		会議終了後編集 カイギ		○		○				7千 セン		-		1		-

						119		大分県　玖珠町役場 オオイタケン クスマチ ヤクバ		17年12月 ネン ガツ		会議終了後編集 カイギ				○				1万5千		1		2		-

						120		大阪府庁 チョウ		18年4月 ネン ガツ		クラウドサービス										-				-

						121		兵庫県福崎町 ヒョウゴケン フクサキチョウ		18年4月 ネン ガツ		クラウドサービス														-

						122		愛媛県　西予市役所 エヒメケン セイヨシ ヤクショ		18年4月 ネン ガツ		クラウドサービス		〇		○				4万2千		-		3		-

						123		北海道　倶知安町役場 ホッカイドウ クッチャンマチヤクバ		18年4月 ネン ガツ		クラウドサービス		〇		○				1万5千		-		2		-

						124		東京都　港区役所 トウキョウ ト ミナトク ヤクショ		18年5月 ネン ガツ		会議終了後編集 カイギ				○		〇		24万 マン						-

						125		福岡県　小竹町役場 フクオカケン コタケマチ ヤクバ		18年5月 ネン ガツ		クラウドサービス		〇		○				7千 セン		-		1		-

						126		福岡県　粕屋町役場 フクオカケン カスヤ マチ ヤクバ		18年5月 ネン ガツ		会議終了後編集 カイギ		〇		○				4万6千 マン セン		1		1		-

						127		千葉県　習志野市役所 チバケン ナラシノ シ ヤクショ		18年5月 ネン ガツ		クラウドサービス		〇		○				16万 マン		-		1		-

						128		山口県　美祢市役所 ヤマグチケン ミネシヤクショ		18年5月 ネン ガツ		会議終了後編集 カイギ		〇		○				2万5千		1		2		-

						129		北海道　浜中町役場 ホッカイドウ ハマナカチョウ ヤクバ		18年5月 ネン ガツ		クラウドサービス		〇		○				6千 セン		-		2		-

						130		福岡県　飯塚市役所 フクオカケン イイヅカシ ヤクショ		18年6月 ネン ガツ		クラウドサービス		〇		○				13万		-		4		-

						131		北海道　旭川市役所 ホッカイドウ アサヒカワシ ヤクショ		18年6月 ネン ガツ		会議終了後編集 カイギ		〇		○				33万 マン		1		3		-

						132		茨城県　守谷市役所 イバラキケン モリヤシヤクショ		18年6月 ネン ガツ		クラウドサービス								6万4千 マン セン		-		1		-

						133		長崎県　西海市役所 ニシウミ シ ヤクショ		18年6月 ネン ガツ		会議終了後編集 カイギ								2万8千 マン		1		1		-

						134		岐阜県　瑞浪市役所 ギフケン ミズナミシ ヤクショ		18年6月 ネン ガツ		クラウドサービス						〇		3万8千		-		1		-

						135		岩手県　花巻市役所 イワテケン ハナマキシ ヤクショ		18年7月 ネン ガツ		クラウドサービス		〇		〇		〇		9万7千		-		4		-

						136		宮崎県　日向市役所 ミヤザキケン ヒュウガ シヤクショ		18年7月 ネン ガツ		クラウドサービス								6万		-		1		-
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						お客様名		導入年月日		利用用途		システム構成（ライセンス数）

												Recorder		Rewriter		Control Server

				1		山口銀行 ヤマグチ		05年1月		経営会議		1		3		0

				2		社団法人広島県医師会		06年1月		理事会		1		2		0

				3		とぴあ浜松農業協同組合		07年3月		理事会他各種会議		1		3		0

				4		日本ユニシス株式会社		07年8月		経営会議		1		1		0

				5		農林中央金庫 ノウリン チュウオウ キンコ		08年3月		経営会議 ケイエイ カイギ		4		4		0

				6		福島県民共済生活協同組合		09年6月		理事会・総代会		1		1		0

				7		某信用金庫 ボウ		09年8月		経営会議・役員会議		1		3		0

				8		福井市農業協同組合		11年3月		経営管理委員会		1		1		0

				9		某クレジットカード会社 ボウ カイシャ		11年3月		各種会議		1		2		1

				10		湘南信用金庫		11年8月		理事会・取締役会		1		3		0

				11		某生命保険会社 ボウ セイメイ		12年3月 ネン ガツ		経営会議等		2		7		0

				12		一般社団法人浦和医師会		13年3月		理事会		1		1		1

				13		学校法人大東文化学園 大東文化大学		13年3月		学部長会議等		1		2		0

				14		某建設機械メーカー ケンセツ キカイ		13年10月		取締役会・戦略検討会他		4		16		4

				15		某化学・医療メーカー		13年10月		経営会議・戦略会議他		1		2		0

				16		温知会　会津中央病院		14年1月		経営会議・部長会議		6		6		0

				17		日本エネルギー法研究所		14年7月		各種会議 カクシュ カイギ		-		4		0

				18		損害保険ジャパン日本興亜株式会社		15年3月		経営会議		1		2		0

				19		滋賀農業協同組合 シガ		16年3月 ネン ガツ		各種会議		1		1		0

				20		公益社団法人神奈川県医師会		15年9月		理事会		-		1		0

				21		公益社団法人西部海難防止協会		15年9月		理事会		-		2		0

				22		公益財団法人日本医療機能評価機構		15年12月 ネン ガツ		各種委員会		1		1		0

				23		カブドットコム証券株式会社		16年3月		監査委員会		1		1		0

				24		コスモエネルギーホールディングス株式会社		16年3月		経営会議		1		1		0

				25		北越後農業協同組合 キタ エチゴ ノウギョウ キョウドウ クミアイ		16年3月		各種会議		1		1		0

				26		某大手重工業メーカー ボウ オオテ ジュウコウギョウ		16年4月 ネン ガツ		経営会議 ケイエイカイギ		1		2

				27		株式会社IHI カブ		16年5月 ネン ガツ		経営会議 ケイエイ カイギ		1		1		0

				28		公益財団法人財務会計基準機構		16年6月 ネン ガツ		各種委員会		1		1		0

				29		西宇和農業協同組合		16年6月		理事会等		1		1		0

				30		某共済団体 ボウ ダンタイ		16年6月		理事会等		1		1		0

				31		福島県遊技業協同組合連合会		16年7月 ネン ガツ		理事会等		-		1		-

				32		株式会社ジョイフル カブシキガイシャ		16年8月 ネン ガツ		役員会議・各種委員会 ヤクイン カイギ カクシュ イインカイ		1		2		0

				33		某銀行 ボウ ギンコウ		16年9月 ネン ガツ		経営会議等 ケイエイカイギ トウ		1		1		0

				34		某総合商社 ボウ ソウゴウ ショウシャ		16年9月 ネン ガツ		役員会議・各種委員会 ヤクイン カイギ カクシュ イインカイ		1		10		0

				35		アメリカンファミリー生命保険会社 セイメイ ホケン カイシャ		16年10月 ネン ガツ		取締役会・各種委員会 カクシュ イインカイ		1		2		0

				36		兵庫六甲農業協同組合 ヒョウゴ ロッコウ		16年10月 ネン ガツ		クラウドサービス・各種会議 カクシュ カイギ		-

				37		日本赤十字社 ニホン セキジュウジ シャ		17年1月 ネン ガツ		経営会議 ケイエイカイギ		1		3		0

				38		ハマゴムエイコム株式会社 カブシキガイシャ		17年2月 ネン ガツ		クラウドサービス		-		1		0

				39		千葉信用金庫 チバ シンヨウ キンコ		17年2月 ネン ガツ		経営会議 ケイエイカイギ		1		1		0

				40		全日空商事株式会社 ゼンニックウ ショウジ カブシキガイシャ		17年3月 ネン ガツ		経営会議・各種委員会 ケイエイカイギ カクシュイインカイ		1		2		1

				41		新日鉄住金株式会社 シンニッテツ スミキン カブシキガイシャ		17年3月 ネン ガツ		経営会議 ケイエイ カイギ		1		1		0

				42		オリックス生命保険株式会社 セイメイ ホケン カブシキガイシャ		17年3月 ネン ガツ		通話音声書き起こし ツウワ オンセイ カ オ		1		1		0

				43		パナソニック株式会社 カブシキガイシャ		17年3月 ネン ガツ		社内インタビュー・各種会議 シャナイ カクシュ カイギ		1		1		0

				44		明治安田生命相互保険会社 メイジヤスダセイメイ ソウゴ ホケン ガイシャ		17年3月 ネン ガツ		取締役会・経営会議 トリシマリヤクカイ ケイエイカイギ		1		1		0

				45		三井物産株式会社 ミツイ ブッサン カブシキガイシャ		17年6月 ネン ガツ		各種会議・講演会 カクシュ カイギ コウエンカイ		1		1		0

				46		THK株式会社 カブシキガイシャ		17年6月 ネン ガツ		経営会議・講和等 ケイエイ カイギ コウワ トウ		1		1		1

				47		東栄信用金庫 トウエイ シンヨウ キンコ		17年7月 ネン ガツ		経営会議 ケイエイ カイギ		1		1		0

				48		東レ株式会社 トウ カブ		17年7月 ガツ		各種会議		1		1		0

				49		不二製油グループ本社株式会社 フジ セイユ ホンシャ カブ		17年7月 ガツ		各種会議		1		2		0

				50		公益社団法人　放射線影響研究所 コウエキ シャダン ホウジン ホウシャセン エイキョウ ケンキュウジョ		17年8月 ネン ガツ		各種会議 カクシュ カイギ		1		1		0

				51		仙台農業協同組合 センダイ ノウギョウ キョウドウ クミアイ		17年9月 ネン ガツ		経営会議 ケイエイ カイギ		1		1		0

				52		アルプス中央信用金庫 チュウオウ シンヨウ キンコ		17年9月 ネン ガツ		各種会議		1		1		0

				53		野村ホールディングス株式会社 ノムラ カブシキガイシャ		17年9月 ネン ガツ		取締役会 トリシマリヤク カイ		1		1		0

				54		旭化成不動産レジデンス株式会社 アサヒカセイ フドウサン カブ		17年9月 ネン ガツ		打合せ書き起こし ウチアワ カ オ		1		1		0

				55		株式会社メタルワン カブ		17年10月 ガツ		各種会議		1		1		0

				56		株式会社りそな銀行 カブ ギンコウ		17年10月 ネン ガツ		経営会議 ケイエイ カイギ		1		2		1

				57		原子力損害賠償・廃炉等支援機構		17年10月 ガツ		各種会議		1		1		0

				58		三菱ガス化学株式会社 ミツビシ カガク カブ		17年12月 ネン ガツ		各種会議		1		1		0

				59		三菱ケミカル株式会社 ミツビシ カブ		17年12月 ネン ガツ		各種会議		1		1		0

				60		日本生命保険相互会社		17年12月 ネン ガツ		取締役会　各種会議 トリシマリヤクカイ カクシュ カイギ		1		1		0

				61		株式会社オリエントコーポレーション カブシキガイシャ		17年12月 ネン ガツ		取締役会　各種会議 トリシマリヤクカイ カクシュ カイギ		1		3		0

				62		株式会社三井住友銀行　総務部・企画部・人事部 カブシキガイシャ ミツイ スミトモ ギンコウ ソウム ブ キカク ブ ジンジ ブ		17年12月 ネン ガツ		取締役会　各種会議 トリシマリヤクカイ カクシュ カイギ		3		3		0

				63		株式会社中電工 カブシキガイシャ チュウデンコウ		18年1月 ネン ガツ		各種会議		2		2		0

				64		大同生命保険株式会社 ダイドウ セイメイ ホケン カブ		18年2月 ネン ガツ		経営会議 ケイエイ カイギ		1		1		0

				65		有限責任あずさ監査法人 ユウゲン セキニン カンサ ホウジン		18年2月 ネン ガツ		各種会議 カクシュ カイギ		1		2		0

				66		中部電力株式会社 チュウブ デンリョク カブ		18年2月 ネン ガツ		災害時会議など重要会議 サイガイ ジ カイギ ジュウヨウ カイギ		1		1		0

				67		東京海上日動ホールディングス株式会社		18年2月 ネン ガツ		取締役会　各種会議 トリシマリヤクカイ カクシュ カイギ		1		1		0

				68		オホーツク網走農業協同組合		18年2月 ネン ガツ		理事会　各種会議 リジカイ カクシュ カイギ		1		1		0

				69		東京ガスiネット株式会社 トウキョウ カブ		18年3月 ネン ガツ		社内各種会議 シャナイ カクシュ カイギ		1		1		0

				70		近畿労働金庫 キンキ ロウドウ キンコ		18年3月 ネン ガツ		経営会議 ケイエイ カイギ		1		1		0

				71		トヨタ紡織株式会社 ボウショク カブ		18年3月 ネン ガツ		各種会議		1		1		1

				72		みずほ銀行 ギンコウ		18年3月 ネン ガツ		経営会議等 ケイエイ カイギ トウ		1		1		0

				73		ニチレイ株式会社 カブシキガイシャ		18年3月 ネン ガツ		取締役会　各種会議 トリシマリヤクカイ カクシュ カイギ		1		2		0

				74		東日本旅客鉄道株式会社　東京工事事務所 ヒガシ ニホン リョカク テツドウ カブシキガイシャ トウキョウ コウジ ジム ショ		18年3月 ネン ガツ		各種会議		1		1		0

				75		東日本旅客鉄道株式会社　東京電気システム開発工事事務所 ヒガシ ニホン リョカク テツドウ カブシキガイシャ トウキョウ デンキ カイハツ コウジ ジム ショ		18年3月 ネン ガツ		各種会議		1		1		0

				76		住信SBIネット銀行株式会社		18年3月 ネン ガツ		各種会議		1		1		1

				77		古河電池株式会社 フルカワ デンチ カブシキガイシャ		18年3月 ネン ガツ		取締役会　各種会議 トリシマリヤクカイ カクシュ カイギ		-		1		0

				78		飯田信用金庫 イイダ シンヨウ キンコ		18年4月 ネン ガツ		各種会議		1		1		0

				79		セイコーホールディングス株式会社		18年4月 ネン ガツ		取締役会　各種会議 トリシマリヤクカイ カクシュ カイギ		1		1		0

				80		株式会社博報堂DYホールディングス カブ ハクホウドウ		18年5月 ネン ガツ		各種会議		1		6		0

				81		銀座ステファニー化粧品株式会社 ギンザ ケショウヒン カブ		18年5月 ネン ガツ		通話音声文字起こし ツウワ オンセイ モジ オ		-		1		0

				82		JSR株式会社 カブ		18年6月 ネン ガツ		経営会議・取締役会 ケイエイ カイギ トリシマリヤク カイ		1		2		0





メディア

				メディア

						お客様名		導入年月日		利用用途		システム構成（ライセンス数）

												Recorder		Rewriter		Control Server

				1		日本放送協会 ニホン ホウソウ キョウカイ				取材音声文字起こし シュザイ オンセイ モジ オ		-		-		-

				2		日本テレビ放送網株式会社 ニホン ホウソウモウ カブ		16年3月 ネン ガツ		国会の原稿作成等		-		-		-

				3		株式会社朝日新聞社 カブシキガイシャ アサヒシンブン シャ		17年4月 ネン ガツ		取材音声文字起こし シュザイ オンセイ モジ オ		-		-		-

				4		株式会社テレビ東京 カブシキガイシャ トウキョウ		17年4月 ネン ガツ		取材音声文字起こし シュザイ オンセイ モジ オ		-		-		-

				5		株式会社テレビ朝日 カブ アサヒ		17年9月 ネン ガツ		取材音声文字起こし シュザイ オンセイ モジ オ		1		1		0

				6		株式会社毎日新聞社 カブ マイニチ シンブンシャ		17年11月 ネン ガツ		取材音声文字起こし シュザイ オンセイ モジ オ		1		1		0

				7		日本民間放送連盟 ニホン ミンカン ホウソウ レンメイ		17年12月 ネン ガツ		国会中継　書き起こし他 コッカイ チュウケイ カキ オ ホカ		1		1		1

				8		読売新聞東京本社 ヨミウリ シンブン トウキョウ ホンシャ		18年4月 ネン ガツ		取材音声文字起こし シュザイ オンセイ モジ オ		2		2		2













中央省庁

				中央省庁 チュウオウ ショウチョウ

						お客様名		導入年月日		利用用途		システム構成（ライセンス数）

												Recorder		Rewriter		Control Server

				1		内閣府　人事局 ナイカク フ ジンジ キョク		18年4月 ネン ガツ		国会中継　書き起こし他 コッカイ チュウケイ カキ オ ホカ		1		1		0

				2		経済産業省 ケイザイ サンギョウショウ		18年4月 ネン ガツ		各種会議		2		2		0

				3		防衛省 ボウエイ ショウ		18年6月 ネン ガツ		各種会議		3		3		0



												-







自治体以外社内用※某など極力なし

				民間 ミンカン

						お客様名		導入年月日		利用用途		システム構成（ライセンス数）

												Recorder		Rewriter		Control Server

				1		山口銀行 ヤマグチ		05年1月		経営会議		1		3		0

				2		社団法人広島県医師会		06年1月		理事会		1		2		0

				3		とぴあ浜松農業協同組合		07年3月		理事会他各種会議		1		3		0

				4		日本ユニシス株式会社		07年8月		経営会議		1		1		0

				5		農林中央金庫 ノウリン チュウオウ キンコ		08年3月		経営会議 ケイエイ カイギ		4		4		0

				6		西京銀行 サイキョウ ギンコウ		08年3月		理事会		1		1		0

				7		株式会社東京証券取引所		09年4月		各種会議		1		1		0

				8		福島県民共済生活協同組合		09年6月		理事会・総代会		1		1		0

				9		おかやま信用金庫		09年8月		経営会議・役員会議		1		3		0

				10		福井市農業協同組合		11年3月		経営管理委員会		1		1		0

				11		株式会社ジェーシービー カブ		11年3月		各種会議		1		2		1

				12		湘南信用金庫		11年8月		理事会・取締役会		1		3		0

				13		第一生命保険会社 ダイイチ		12年3月 ネン ガツ		経営会議等		2		7		0

				14		一般社団法人浦和医師会		13年3月		理事会		1		1		1

				15		学校法人大東文化学園 大東文化大学		13年3月		学部長会議等		1		2		0

				16		株式会社小松製作所 カブ コマツ セイサクジョ		13年10月		取締役会・戦略検討会他		4		16		4

				17		宇部興産株式会社 ウベ コウサン カブ		13年10月		経営会議・戦略会議他		1		2		0

				18		温知会　会津中央病院		14年1月		経営会議・部長会議		6		6		0

				19		千葉大学医学部附属病院		14年7月		各種会議 カクシュ カイギ		1		1		0

				20		日本エネルギー法研究所		14年7月		各種会議 カクシュ カイギ		-		4		0

				21		某大手企業		14年10月		経営会議		2		2		0

				22		損害保険ジャパン日本興亜株式会社		15年3月		経営会議		1		2		0

				23		株式会社WOWOWコミュニケーションズ		15年3月		経営会議		1		1		0

				24		滋賀農業協同組合 シガ		16年3月 ネン ガツ		各種会議		1		1		0

				25		互助会保証株式会社 ゴジョカイ ホショウ カブ		15年6月 ネン ガツ		経営会議等		1		1		0

				26		公益社団法人神奈川県医師会		15年9月		理事会		-		1		0

				27		公益社団法人西部海難防止協会		15年9月		理事会		-		2		0

				28		公益財団法人日本医療機能評価機構		15年12月 ネン ガツ		各種委員会		1		1		0

				29		日本テレビ放送網株式会社 ニホン ホウソウモウ カブ		16年3月 ネン ガツ		国会の原稿作成等

				30		カブドットコム証券株式会社		16年3月		監査委員会		1		1		0

				31		コスモエネルギーホールディングス株式会社		16年3月		経営会議		1		1		0

				32		北越後農業協同組合 キタ エチゴ ノウギョウ キョウドウ クミアイ		16年3月		各種会議		1		1		0

				33		某大手重工業メーカー ボウ オオテ ジュウコウギョウ		16年4月 ネン ガツ		経営会議 ケイエイカイギ		1		2

				34		株式会社IHI カブ		16年5月 ネン ガツ		経営会議 ケイエイ カイギ		1		1		0

				35		公益財団法人財務会計基準機構		16年6月 ネン ガツ		各種委員会		1		1		0

				36		西宇和農業協同組合		16年6月		理事会等		1		1		0

				37		全国共済農業協同組合連合会		16年6月		理事会等		1		1		0

				38		福島県遊技業協同組合連合会		16年7月 ネン ガツ		理事会等		-		1		-

				39		株式会社ジョイフル カブシキガイシャ		16年8月 ネン ガツ		役員会議・各種委員会 ヤクイン カイギ カクシュ イインカイ		1		2		0

				40		中央労働金庫 チュウオウ ロウドウ キンコ		16年9月 ネン ガツ		経営会議等 ケイエイカイギ トウ		1		1		0

				41		三菱商事株式会社 ミツビシ ショウジ カブ		16年9月 ネン ガツ		役員会議・各種委員会 ヤクイン カイギ カクシュ イインカイ		1		10		0

				42		アメリカンファミリー生命保険会社 セイメイ ホケン カイシャ		16年10月 ネン ガツ		取締役会・各種委員会 カクシュ イインカイ		1		2		0

				43		兵庫六甲農業協同組合 ヒョウゴ ロッコウ		16年10月 ネン ガツ		クラウドサービス・各種会議 カクシュ カイギ		-

				44		日本赤十字社 ニホン セキジュウジ シャ		17年1月 ネン ガツ		経営会議 ケイエイカイギ		1		3		0

				45		ハマゴムエイコム株式会社 カブシキガイシャ		17年2月 ネン ガツ		クラウドサービス		-		1		0

				46		千葉信用金庫 チバ シンヨウ キンコ		17年2月 ネン ガツ		経営会議 ケイエイカイギ		1		1		0

				47		全日空商事株式会社 ゼンニックウ ショウジ カブシキガイシャ		17年3月 ネン ガツ		経営会議・各種委員会 ケイエイカイギ カクシュイインカイ		1		2		1

				48		新日鉄住金株式会社 シンニッテツ スミキン カブシキガイシャ		17年3月 ネン ガツ		経営会議 ケイエイ カイギ		1		1		0

				49		オリックス生命保険株式会社 セイメイ ホケン カブシキガイシャ		17年3月 ネン ガツ		通話音声書き起こし ツウワ オンセイ カ オ		1		1		0

				50		パナソニック株式会社 カブシキガイシャ		17年3月 ネン ガツ		社内インタビュー・各種会議 シャナイ カクシュ カイギ		1		1		0

				51		明治安田生命相互保険会社 メイジヤスダセイメイ ソウゴ ホケン ガイシャ		17年3月 ネン ガツ		取締役会・経営会議 トリシマリヤクカイ ケイエイカイギ		1		1		0

				52		株式会社朝日新聞社 カブシキガイシャ アサヒシンブン シャ		17年4月 ネン ガツ		取材音声文字起こし シュザイ オンセイ モジ オ		-		-		-

				53		朝日放送株式会社 アサヒ ホウソウ カブシキガイシャ		17年4月 ネン ガツ		取材音声文字起こし シュザイ オンセイ モジ オ		-		-		-

				54		株式会社テレビ東京 カブシキガイシャ トウキョウ		17年4月 ネン ガツ		取材音声文字起こし シュザイ オンセイ モジ オ		-		-		-

				55		三井物産株式会社 ミツイ ブッサン カブシキガイシャ		17年6月 ネン ガツ		各種会議・講演会 カクシュ カイギ コウエンカイ		1		1		0

				56		THK株式会社 カブシキガイシャ		17年6月 ネン ガツ		経営会議・講和等 ケイエイ カイギ コウワ トウ		1		1		1

				57		東栄信用金庫 トウエイ シンヨウ キンコ		17年7月 ネン ガツ		経営会議 ケイエイ カイギ		1		1		0

				58		東レ株式会社 トウ カブ		17年7月 ガツ		各種会議		1		1		0

				59		不二製油グループ本社株式会社 フジ セイユ ホンシャ カブ		17年7月 ガツ		各種会議		1		2		0

				60		公益社団法人　放射線影響研究所 コウエキ シャダン ホウジン ホウシャセン エイキョウ ケンキュウジョ		17年8月 ネン ガツ		各種会議 カクシュ カイギ		1		1		0

				61		仙台農業協同組合 センダイ ノウギョウ キョウドウ クミアイ		17年9月 ネン ガツ		経営会議 ケイエイ カイギ		1		1		0

				62		アルプス中央信用金庫 チュウオウ シンヨウ キンコ		17年9月 ネン ガツ		各種会議		1		1		0

				63		野村ホールディングス株式会社 ノムラ カブシキガイシャ		17年9月 ネン ガツ		取締役会 トリシマリヤク カイ		1		1		0

				64		旭化成不動産レジデンス株式会社 アサヒカセイ フドウサン カブ		17年9月 ネン ガツ		打合せ書き起こし ウチアワ カ オ		1		1		0

				65		株式会社メタルワン カブ		17年10月 ガツ

				66		株式会社りそな銀行 カブ ギンコウ		17年10月 ネン ガツ		経営会議 ケイエイ カイギ		1		2		1

				67		原子力損害賠償・廃炉等支援機構		17年10月 ガツ		各種会議

				68		株式会社毎日新聞社 カブ マイニチ シンブンシャ		17年11月 ネン ガツ		取材音声文字起こし シュザイ オンセイ モジ オ		1		1		0

				69		三菱ガス化学株式会社 ミツビシ カガク カブ		17年12月 ネン ガツ		各種会議		1		1		0

				70		三菱ケミカル株式会社 ミツビシ カブ		17年12月 ネン ガツ		各種会議		1		1		0

				71		日本生命保険相互会社		17年12月 ネン ガツ		取締役会　各種会議 トリシマリヤクカイ カクシュ カイギ		1		1		0

				72		日本民間放送連盟 ニホン ミンカン ホウソウ レンメイ		17年12月 ネン ガツ		国会中継　書き起こし他 コッカイ チュウケイ カキ オ ホカ		1		1		1

				73		株式会社オリエントコーポレーション カブシキガイシャ		17年12月 ネン ガツ		取締役会　各種会議 トリシマリヤクカイ カクシュ カイギ		1		3		0

				74		株式会社三井住友銀行　総務部 カブシキガイシャ ミツイ スミトモ ギンコウ ソウム ブ		17年12月 ネン ガツ		取締役会　各種会議 トリシマリヤクカイ カクシュ カイギ		1		1		0

				75		株式会社三井住友銀行　企画部 カブシキガイシャ ミツイ スミトモ ギンコウ キカク ブ		17年12月 ネン ガツ		各種会議		1		1		0

				76		株式会社中電工 カブシキガイシャ チュウデンコウ		18年1月 ネン ガツ		各種会議		1		1		0

				77		大同生命保険株式会社 ダイドウ セイメイ ホケン カブ		18年2月 ネン ガツ		経営会議 ケイエイ カイギ		1		1		0

				78		有限責任あずさ監査法人 ユウゲン セキニン カンサ ホウジン		18年2月 ネン ガツ		各種会議 カクシュ カイギ		1		2		0

				79		中部電力株式会社 チュウブ デンリョク カブ		18年2月 ネン ガツ		災害時会議など重要会議 サイガイ ジ カイギ ジュウヨウ カイギ		1		1		0

				80		東京海上日動ホールディングス株式会社		18年2月 ネン ガツ		取締役会　各種会議 トリシマリヤクカイ カクシュ カイギ		1		1		0

				81		株式会社中電工 カブシキガイシャ チュウデンコウ		18年2月 ネン ガツ		インタビュー・ヒアリング		1		1		0

				82		オホーツク網走農業協同組合		18年2月 ネン ガツ		理事会　各種会議 リジカイ カクシュ カイギ		1		1		0

				83		東京ガスiネット株式会社 トウキョウ カブ		18年3月 ネン ガツ		社内各種会議 シャナイ カクシュ カイギ		1		1		0

				84		近畿労働金庫 キンキ ロウドウ キンコ		18年3月 ネン ガツ		経営会議 ケイエイ カイギ		1		1		0

				85		トヨタ紡織株式会社 ボウショク カブ		18年3月 ネン ガツ		各種会議		1		1		1

				86		みずほ銀行 ギンコウ		18年3月 ネン ガツ		経営会議等 ケイエイ カイギ トウ		1		1		0

				87		ニチレイ株式会社 カブシキガイシャ		18年3月 ネン ガツ		取締役会　各種会議 トリシマリヤクカイ カクシュ カイギ		1		2		0

				88		東日本旅客鉄道株式会社　東京工事事務所 ヒガシ ニホン リョカク テツドウ カブシキガイシャ トウキョウ コウジ ジム ショ		18年3月 ネン ガツ		各種会議		1		1		0

				89		東日本旅客鉄道株式会社　東京電気システム開発工事事務所 ヒガシ ニホン リョカク テツドウ カブシキガイシャ トウキョウ デンキ カイハツ コウジ ジム ショ		18年3月 ネン ガツ		各種会議		1		1		0

				90		住信SBIネット銀行株式会社		18年3月 ネン ガツ		各種会議		1		1		1

				91		古河電池株式会社 フルカワ デンチ カブシキガイシャ		18年3月 ネン ガツ		取締役会　各種会議 トリシマリヤクカイ カクシュ カイギ		-		1		0

				92		飯田信用金庫 イイダ シンヨウ キンコ		18年4月 ネン ガツ		各種会議		1		1		0

				93		読売新聞東京本社 ヨミウリ シンブン トウキョウ ホンシャ		18年4月 ネン ガツ		取材音声文字起こし シュザイ オンセイ モジ オ		2		2		2

				94		内閣府　人事局 ナイカク フ ジンジ キョク		18年4月 ネン ガツ		国会中継　書き起こし他 コッカイ チュウケイ カキ オ ホカ		1		1		0

				95		セイコーホールディングス株式会社		18年4月 ネン ガツ		取締役会　各種会議 トリシマリヤクカイ カクシュ カイギ		1		1		0

				96		経済産業省 ケイザイ サンギョウショウ		18年4月 ネン ガツ		各種会議		2		2		0

				97		株式会社博報堂DYホールディングス カブ ハクホウドウ		18年5月 ネン ガツ		各種会議		1		6		0

				98		株式会社三井住友銀行　人事部 カブシキガイシャ ミツイ スミトモ ギンコウ ジンジ ブ		18年5月 ネン ガツ		各種会議		1		1		0

				99		銀座ステファニー化粧品株式会社 ギンザ ケショウヒン カブ		18年5月 ネン ガツ		各種会議		-		1		0

				100		JSR株式会社 カブ		18年6月 ネン ガツ		経営会議・取締役会 ケイエイ カイギ トリシマリヤク カイ		1		2		0







RecorderLite

				Lite

						お客様名		導入年月日		利用用途		システム構成（ライセンス数）

												Recorder		Rewriter		Control Server

				1		朝日放送株式会社 アサヒ ホウソウ カブシキガイシャ		17年4月 ネン ガツ		取材音声文字起こし シュザイ オンセイ モジ オ		-		-		-

				2		読売テレビ放送株式会社 ヨミウリ ホウソウ カブ		18年4月 ネン ガツ		取材音声文字起こし シュザイ オンセイ モジ オ
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