
1988年の創業以来20余年にわたって培ってきた独自のネットワーク、
ノウハウ、経験をもとに、皆様のグローバル・コミュニケーションの
お手伝いをいたします。
異文化コミュニケーションでお困りのことがございましたら、是非、
私どもEXIMへお気軽にご相談ください。

EXIM − Building bridges in a borderless world

Growing global awareness and international exchange of goods and 
information are bringing the people of the world closer together. 
With our many years of experience and specialized know-how, we at 
EXIM are ready to assist you in bridging cultures.

■翻　訳
　対応可能言語は10カ国語以上。様々なジャンルの翻訳に対応いたします。翻訳者、チェッカー、
インフォーマント・ネットワークを駆使し、ハイクオリティの翻訳をご希望の納期にお届けいたします。
お見積もりは無料です。

● 分野： IR/広報、エネルギー、環境、法律、特許、政治、経済、建築、金融、証券、保険、IT/ 通信、
 医学、薬学、ファッション、化粧品、音楽、スポーツ　他
● 言語： 英、仏、独、西、伊、露、葡、中、韓、各種アジア言語　他

■デザイン / DTP / 制作
　翻訳からデザイン、DTP、印刷まで、一貫して対応いたします。デザインまたはDTP単独でも
お手伝いいたします。この他、ホームページやパワーポイントの資料作成も承っております。多言語へ
の展開もお任せください。

■通　訳
　国際会議、商談、インタビュー、展示会、見本市、海外随行など、幅広くコミュニケーションの
お手伝いをいたします。パリをはじめとする海外主要都市での現地通訳の手配も可能です。

■国際会議 /イベント
　国際会議、学会、セミナー、各種イベントの企画・運営・コンサルティング・事務局代行業務などの
サービスをご提供いたします。事務局スタッフ等の派遣や、会議資料・議事録の作成も承ります。

■その他のサービス
　コピーライティング、校閲、テープ転書、ナレーション、ミニッツライティング　他

■ Translation
EXIM’s many experienced translators, editors and proofreaders are supported by an extensive 
network of experts who provide specialized information. We have the resources to deliver 
top-quality, speedy translations.

● Fields of expertise:
IR, politics, economics, law, finance & securities, energy, environment, IT, engineering, architecture, 
medicine, pharmacology, art, music, fashion, and others.
● Languages:
Japanese, English, French, German, Spanish, Italian, Portuguese, Russian, Chinese, Korean, and others. 

■ Design and Production
EXIM’s creative team provides clients with strikingly effective PR materials of the highest quality. 
With the added value supplied by our sophisticated design, layout and printing, our products can 
be relied upon to improve your corporate identity. We are also specialized in making multilingual 
IT-related products, including web-sites and PowerPoint’s presentation materials.

■ Interpreters and Guides
EXIM’ s simultaneous / consecutive interpreters and guides will enable you to communicate 
freely during conferences, business discussions, exhibitions, and overseas trips. We can also 
arrange locally based interpreters and guides upon request in major cities throughout the world.

■ International Conferences and Events
EXIM’ s experienced congress organizers are ready to provide professional help in planning and 
organizing international conferences, professional meeting, seminars and a wide range of other 
events. We can also provide temporary secretarial staff and language assistants.

■ Other services
Copywriting, checking & editing, tape transcription, narration, minutes writing, etc.

EXIM

We are here 

to save you 
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