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[Mail Magazine Converter][Mail Magazine Converter]

- Concept
[Message that can be heard = Message that 
can be understood]
Targeted toward [Screen readers] employed when the 

visually impaired use a PC, 「automobile information 
systems」that are forecasted to grow with the deployment 
of IPv6, etc. an [audio reader functional barrier free 
messaging tool] to deliver audio reader functional mail.



OutlineOutline
- Current Issues

Currently The majority of mail magazines include numerous ASCII art content 
– illustrated characters or facial characters which create issues for audio reader 
tools.

- Functions Provided
[Mail Magazine Converter] automatically converts ASCII art content –
illustrated characters or facial characters to provide an easy to use format for 
audio reader tools.

- Use
Provided as an ASP type application.
Configure a browser (or cell phone also possible) .
The configuration of the receiving mail address (address A) and the receiving 
mail address for the converted mail (address B) allow mail sent to address A to 
be automatically converted and sent to address B.
Users receive the mail at address B through, for example, an automobile 
information system and are easily able to apply an audio reader tool to
understand its content.
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- ASCII art removed
- unnecessary lines removed
- line return adjusted to content not style

- ASCII art used
- style focused layout
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Expected BenefitsExpected Benefits
1. Increased use of mail magazines by the visually impaired

> The use of the [mail magazine converter] will ensure the expanded use of 
mail magazines by the visually impaired and assist in closing the 
information gap currently faced.

2. Expanded use of mail by automobile end user info devices
> The use of the [mail magazine converter] is expected to be employed in 

automobile end user information systems providing audio mail as a 
potential new media format. 

3. Expanded use of audio reader tools themselves
> The deployment of IPv6 and the rapid expansion of home network 
appliances is forecast. It is possible for example that refrigerators and 
microwaves will be built to include an audio reader function and the
expanded use of the [mail magazine converter] will increase the use of 
audio reader tools themselves. 


