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株式会社ソニー・ミュージックコミュニケーションズ

朝のお世話は「めざマネ」におまかせ！

超実用！朝専用の音声対話型エージェントアプリ

「めざましマネージャー アスナ」海外での配信開始
英語サポート機能を搭載！
株式会社ソニー・ミュージックコミュニケーションズ(本社：東京都新宿区、代表取締役：古川 愛一郎)
は、朝専用の音声対話型エージェントアプリシリーズの第 1 弾「めざましマネージャー アスナ」
（Android
版）の海外配信を開始いたしました。
「めざましマネージャー アスナ」は、ソニー株式会社の対話技術に、最先端の音声合成技術やアニメキ
ャラクターのモーションを組み合わせたコンシェルジュ型アプリの第 1 弾で、海外でも大人気のアニメ「ソ
ードアート・オンライン」のヒロイン「アスナ」が、指定の時間に起こしたり、その日の天気や占い・スケ
ジュールを伝えたりなど、ユーザーの朝を楽しくサポートします。
2015 年 6 月の国内リリース以降、海外でのリリースを要望する声が数多く寄せられたため、日本国外で
の配信を開始いたします。
当アプリでは、読み上げ・対話は日本語のみとなりますが、英語圏のお客様にもご利用いただくため、
「英
語サポートキット（有料）
」をご用意。メニュー画面の英語化、アスナのセリフの英語テロップ、および、
音声対話での英語認識を可能にします。
※英語サポートキットをご使用いただいた場合でも、アスナの音声は日
本語のみとなります。

■英語サポートキット（有料）概要
英語による日常的な利用を可能にする追加機能です。

メニューの英語化
操作画面がすべて英語になります。

キャラクターに英語で話しかけることが可能
｢Hello｣など英語によるお願いや質問が可能です。

※画面は開発中のイメージです

英語字幕を表示
キャラクターの発話にあわせて、英語字幕が表示されます。
※おやすみモード時などにアスナがお話を読み上げてくれる
「夜のお話」機能他、一部の機能では非対応です。

※画面は開発中のイメージです

※現時点では、英語以外の言語のサポートキットは予定しておりません。
※お問い合わせは、日本語・英語のみ受け付けます。それ以外の言語でのお問い合わせには応じられません。
(c)2014 川原 礫／KADOKAWA アスキー・メディアワークス刊／SAOⅡ Project
■アプリ仕様概要（配布地域の拡大）
名称：音声対話型秘書アプリ『めざましマネージャー アスナ』(Android 専用)
利用条件：Android4.0 以降（推奨）※1
価格：無料（一部アイテムは有料）
提供地域：日本国内、アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、イギ
リス、イタリア、インド、インドネシア、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、
カナダ、ギリシャ、クロアチア、コスタリカ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、
スロバキア、スロベニア、タイ、大韓民国、台湾、チェコ共和国、中華人民共和国香港特別行政区、チリ、デン
マーク、ドイツ、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、ニュージーランド、ネパール、ノルウェー、バハマ、
パプアニューニギア、パラグアイ、ハンガリー、バングラディッシュ、フィリピン、フィンランド、ブラジル、
フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、モーリシャ
ス、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア他
※提供地域は予告なく変更する場合があります。
海外配信開始：2015 年 12 月 4 日（日本配信開始：2015 年 6 月 24 日）
ストア URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mezamane.asuna
公式 HP：http://mezamane.com
※1

Android は米国 Google.Inc の商標または登録商標です。

【お問い合わせ先】
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 広 報 チーム メールアドレス press@sonymusic.co.jp
ホームページ http://www.sme.co.jp/
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Sony Music Communications Inc.

How About Waking Up To The Voice Of Your Very Own Personal Assistant?

Voice Interactive Assistant App “Wake Me Up Asuna,”
Is Now Available Internationally
With English Language Support Add-on
Sony Music Communications Inc. has released the first of a series of voice interactive assistant apps, “Wake
Me Up Asuna,” now available internationally on the Google Android™ platform.
"Wake Me Up Asuna" is a personal smart assistant app that features a combination of Sony Corporation's
voice interactive technology, state-of-the-art speech synthesis, and an animated anime character interface,
where the heroine, Asuna from the megahit anime "Sword Art Online," provides useful information and
morning entertainment including wake-up calls, current weather, fortune, and your scheduled appointments.
The international release is in response to numerous requests for multi-language availability since the June
2015 app release in Japan.
The "Wake Me Up Asuna" app provides audio and speech feedback in Japanese only, but an English
language support add-on (purchase required) is now available for English speaking users. The add-on allows
the app to display English menus, show English subtitles of Asuna's speech, and utilize the English voice
recognition engine making interaction possible in English.
* Please note that all audio feedback by Asuna remains in
Japanese even when using the English Support add-on.

■Summary of English Support Add-on (Paid App)
This is an additional feature enabling general app use in English.
English menus
Command menus provided in English.
English voice recognition capability
The app will recognize greetings, requests, and questions
spoken in English.
English subtitles
On-screen English subtitles will accompany audio spoken by the
character.
* This feature is not available in some modes including the
story-reading feature "Yoru no Ohanashi/bedtime stories" in the
"Oyasumi Mode/bedtime mode."

* Please note that screenshots may be taken from pre-release
versions and may vary in the actual app.

* Please note that screenshots may be taken from pre-release
versions and may vary in the actual app.
*There are no current plans for additional language support in
languages other than English.
* Customer support is available only in Japanese and English.
We are unable to respond to inquiries in other languages.

(c) 2014 Reki Kawahara/Published by Kadokawa Corporation ASCII Media Works/SAOii Project

App Specifications (Distribution in additional territories)
App name:

Voice Interactive Assistant App "Wake Me Up Asuna" (for Android™)

Requirements:

Android ver. 4.0 or later

Price:

Free (In-app purchases for some additional items)

Territories available: Japan, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bangladesh, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada,
Chili, Costa Rica, Croatia, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Egypt, Estonia, Finland, France, Germany,
Greece, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Ireland, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg,
Malaysia, Mauritius, Mexico, Nepal, Netherlands, New Zealand, Norway, Papua New Guinea, Paraguay,
Philippines , Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Singapore, Slovak Republic, Slovenia, South Africa,
South Korea, Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, Trinidad and Tobago, UAE, United Kingdom,
United States, Other
* Territories are subject to change without notice.
International Release Date: December 4, 2015 (Release in Japan: June 24, 2015)
Store url:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mezamane.asuna

Official webpage:

http://mezamane.com/asuna-en/

* Android is a trademark of Google Inc.
Inquiries to:
Sony Music Entertainment (Japan) Inc.
Corporate Communications Department
Mail:press@sonymusic.co.jp

Official webpage: http://www.sme.co.jp/

