
2023年1月23日 

ＣＲＬ２０２２ 

仕様・明細書 
研究者のための和英翻訳と英文校正・校閲 

ＣＲＬ株式会社 

和英翻訳 投稿論文 

業務名   文字数  価格  入稿から納品まで   受託条件   

和英翻訳  投稿論文3,000Ａ 28,000円 ５日間    校正・校閲なし  

 和英翻訳 投稿論文3,000Ｂ 36,000円 ３日間   校正・校閲なし 

 和英翻訳 投稿論文3,000Ｃ 41,000円 ６日間   校正・校閲あり 

 和英翻訳 投稿論文3,000Ｄ 52,000円 ４日間   校正・校閲あり 

  ・ 

 和英翻訳 投稿論文4,000Ａ 36,000円   ６日間    校正・校閲なし 

 和英翻訳 投稿論文4,000Ｂ 47,000円 ４日間   校正・校閲なし 

 和英翻訳 投稿論文4,000Ｃ 54,000円 ７日間   校正・校閲あり 

 和英翻訳 投稿論文4,000Ｄ 69,000円 ５日間   校正・校閲あり 

  ・ 

 和英翻訳 投稿論文5,000Ａ 44,000円 ６日間   校正・校閲なし 

 和英翻訳 投稿論文5,000Ｂ 56,000円 ５日間   校正・校閲なし 

 和英翻訳 投稿論文5,000Ｃ 66,000円 ８日間   校正・校閲あり 

 和英翻訳 投稿論文5,000Ｄ 85,000円 ６日間   校正・校閲あり 

  ・ 

 和英翻訳 投稿論文6,000Ａ 51,000円 ７日間   校正・校閲なし  

 和英翻訳 投稿論文6,000Ｂ 66,000円 ６日間   校正・校閲なし 

 和英翻訳 投稿論文6,000Ｃ 79,000円 ９日間   校正・校閲あり 

消費税10％は含みません。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

ご利用案内 
●オプショナル ・書式調整（テキスト）   10,000円 １ファイル 

   ・レイアウト調整（図表修正・リサイズ）  5,000円 １点 

   ・テキスト以外の入稿（ppt、pdf、など） 20,000円 １点 

  ・納品後のテキスト追加／改訂  追加請求  １ファイル 

. 

●品質保証 ・ご入稿・納品ともに、ワードファイル（.docx）にて受託しております。 

・納品内容の質疑は、折り返しメールにて懇切丁寧に対応いたします。 

無料  質疑20回まで 納品月日の翌日から３週間以内 

1,000円  質疑10回まで 納品月日の翌日から３週間以降 

   5,000円  質疑５回まで   納品月日の翌日から３週間以降 

   ・Certificate of Proofreading発行 5,000円  １件 

. 

●会計書類 ・納品日に「見積書」「納品書」「請求書」を発行いたします。 

・記載内容の疑義は、受領日の翌日から３日間以内にお申し出ください。 

・お支払いは、次のどちらかをお教えください 

クレジットカード支払い  納品後３日間以内に「ペイパル」手続き 

    銀行口座への振込み  納品後３週間以内に指定口座までご送金 

・約定日後の支払い遅延は、  1,000円 遅延利息を１週間ごとに請求 

・公正取引委員会「下請代金支払遅延法」遵守をお願いたします。 



2023年1月23日 

ＣＲＬ２０２２ 

仕様・明細書 
研究者のための和英翻訳と英文校正・校閲 
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和英翻訳 アブストラクト 
 業務名      文字数  価格  入稿から納品まで  受託条件   

和英翻訳 アブストラクト400Ｅ     0円 １日間   校正・校閲なし  

 和英翻訳 アブストラクト400Ｆ   1,500円 ２日間   校正・校閲あり  

  ・ 

 和英翻訳 アブストラクト500Ｇ     0円 １日間   校正・校閲なし  

 和英翻訳 アブストラクト500Ｈ   2,500円 ２日間   校正・校閲あり  

  ・ 

 和英翻訳 アブストラクト600Ｊ     0円 １日間   校正・校閲なし  

 和英翻訳 アブストラクト600Ｋ   2,500円 ２日間   校正・校閲あり  

  ・ 

 和英翻訳 アブストラクト700Ｌ   1,500円 ２日間   校正・校閲なし  

 和英翻訳 アブストラクト700Ｍ    3,000円 ３日間   校正・校閲あり  

・ 

 和英翻訳 アブストラクト800Ｎ    2,000円 ２日間   校正・校閲なし  

 和英翻訳 アブストラクト800Ｐ    4,000円 ３日間   校正・校閲あり  

消費税10％は含みません。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

ご利用案内 
●オプショナル ・書式調整（テキスト）   10,000円 １ファイル 

   ・レイアウト調整（図表修正・リサイズ）  5,000円 １点 

   ・テキスト以外の入稿（ppt、pdf、など） 20,000円 １点 

  ・納品後のテキスト追加／改訂  追加請求  １ファイル 

. 

●品質保証 ・ご入稿・納品ともに、ワードファイル（.docx）にて受託しております。 

・納品内容の質疑は、折り返しメールにて懇切丁寧に対応いたします。 

無料  質疑20回まで 納品月日の翌日から３週間以内 

1,000円  質疑10回まで 納品月日の翌日から３週間以降 

   5,000円  質疑５回まで   納品月日の翌日から３週間以降 

   ・Certificate of Proofreading発行 5,000円  １件 

. 

●会計書類 ・納品日に「見積書」「納品書」「請求書」を発行いたします。 

・記載内容の疑義は、受領日の翌日から３日間以内にお申し出ください。 

・お支払いは、次のどちらかをお教えください 

クレジットカード支払い  納品後３日間以内に「ペイパル」手続き 

    銀行口座への振込み  納品後３週間以内に指定口座までご送金 

・約定日後の支払い遅延は、  1,000円 遅延利息を１週間ごとに請求 

・公正取引委員会「下請代金支払遅延法」遵守をお願いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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英文校正・校閲 
 業務名    単語数  価格  入稿から納品まで  受託条件   

英文校正 校閲300Ｒ   6,000円 ３日間 

 英文校正 校閲300Ｓ  10,000円 １日間 

  ・ 

 英文校正 校閲1,000Ｔ  20,000円 ３日間 

 英文校正 校閲1,000Ｕ  30,000円 １日間 

  ・ 

 英文校正 校閲2,000Ｖ  35,000円 ５日間 

 英文校正 校閲2,000Ｗ  50,000円 ３日間 

  ・ 

 英文校正 校閲3,000Ｘ  55,000円 ５日間 

 英文校正 校閲3,000Ｙ  70,000円 ３日間 

消費税10％は含みません。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

ご利用案内 
●オプショナル ・書式調整（テキスト）   10,000円 １ファイル 

   ・レイアウト調整（図表修正・リサイズ）  5,000円 １点 

   ・テキスト以外の入稿（ppt、pdf、など） 20,000円 １点 

  ・納品後のテキスト追加／改訂  追加請求  １ファイル 

. 

●品質保証 ・ご入稿・納品ともに、ワードファイル（.docx）にて受託しております。 

・納品内容の質疑は、折り返しメールにて懇切丁寧に対応いたします。 

無料  質疑20回まで 納品月日の翌日から３週間以内 

1,000円  質疑10回まで 納品月日の翌日から３週間以降 

   5,000円  質疑５回まで   納品月日の翌日から３週間以降 

   ・Certificate of Proofreading発行 5,000円  １件 

. 

●会計書類 ・納品日に「見積書」「納品書」「請求書」を発行いたします。 

・記載内容の疑義は、受領日の翌日から３日間以内にお申し出ください。 

・お支払いは、次のどちらかをお教えください 

クレジットカード支払い  納品後３日間以内に「ペイパル」手続き 

    銀行口座への振込み  納品後３週間以内に指定口座までご送金 

・約定日後の支払い遅延は、  1,000円 遅延利息を１週間ごとに請求 

・公正取引委員会「下請代金支払遅延法」遵守をお願いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 


