「デジタルペン + 採点ソフトウェア」

採点
S A I T E N

Magic

EA-SM2

！

採点と同時に集計完了

採点 Magicは、airpenを使って手書きの必要性を活かしながらテストの採点、集計、
分析をPC 上で一貫して行える自動採点システムです。
デジタルペンで○×△と採点するだけで、採点終了と同時に得点集計、正答率を自動
表示。
観点別得点集計もワンクリックで作成します。
多忙な先生の便利ツールとして、
おすすめです。

01わかりやすいユーザーインターフェース
採点・集計後のデータは、Excel のシートで閲覧でき、採点後のデータ活用が簡単である
と共に、デジタルペンでの採点時は、見やすく表示が判りやすいウィンドウで、採点、集計
経過を表示します。また、基礎データとなる名簿は、既存の Excel 形式のデータを殆ど加
工せずに利用することができます。

03

専用デジタルペン利用で違和感のない筆記感

評価の高い airpen 用デジタルペンを利用して、一般的なボール
ペンと比べて殆ど違和感なく筆記することが可能です。
また、デ
ジタルペンのグリップ部に設置されたペンサイドボタンを利用
して部分点の配点を決めたり、採点結果の修正作業がペンを
持ったまま行うことができます。
Ver.2.0 の新しい機能
●ペンサイドボタンを使った採点操作

△描画時ボタン
（下）
をクリックすることで点数を1 点減点し配点を決め
ることができます。
ボタン
（上）
を長押で一時停止し、
コメントなどを記入後、
再開はボタン
（上）
をクリックします。
ボタン
（上）
を押しながら、
短くペンダウンすると無回答になります。
ボタン
（下）
をクリックすると○→×→△→○と採点結果を修正できます。

●バーチャルボタン機能の追加

ペン先でタップするとキーボードを操作せずTABやENTERと同機能に。

04
採点後のデータを、
一目でわかる形式で簡単閲覧
採点後は、ワンクリックでデータを観点別集計表で閲覧できます。また、データは、
S-P 表や正誤表の形式に簡単に切り替えることができます。データは Excel のシー
ト形式で表示されますので、その後の活用も容易です。

Ver.2.0 の新しい機能
●テストシートの登録人数・項目変更が、複数クラスに対応。
生徒名簿の登録は 1000 名まで可能となりました。
複数クラスの登録・修正を一つのブックで作業（クラス、性別の項目を追加）

02普通紙に印刷されたテストでも高い認識精度
デジタルペンの採点用に開発された専用
のアルゴリズムで、高い精度で記入した
○、×、△を認識します。紙面上に書いた
筆跡のみを認識して集計しますので、普
通紙に印刷されたテストでご利用できま
す。

集計表

S-P 表

正誤表

Ver.2.0 の新しい機能
●より実践的な集計、
出力機能強化
採点後の各シートをワンクリックで通常のエクセルのシートとしてコピー
●S-P 表に問題注意係数、
生徒注意係数の追加

05

採点 magic ソフトウェア

別ファイル (CSV 形式）として保存

外部ファイルとして開く

airpen 一般用ソフトウェアにも対応

「デジタルペン＋採点ソフトウエア 採点 Magic EA-SM2」に含まれる airpen ハードウエアは、
airpen の為に用意された『airpenNOTE』など他のソフトウエアでもご利用いただけます。
普通
紙に書いたメモの取り込みや、
手書き文字の文字認識・テキスト化機能などの利用が可能です。

採点
S A I T E N

Magic

ご購入に関して
お客様の使用環境に応じて、２つのパッケージをご用意しています。

1

ハードウエアを含んだオールインワン

「デジタルペン + 採点ソフトウェア・採点 Magic」(EA-SM2)

airpen ハードウエアをお持ちでない方でも直ぐにデジタルペン採点を始められます。
（付属の受信ユニットは、メモリを搭載していない PC 接続モード専用品です。
）

2

「採点・観点別集計・採点 Magic ソフトウエア」(EA-SMCD2)

ソフトウエアのみ

airpen ハードウエアを既にご利用のお客様は、こちらを追加ご購入いただくことで、採点 Magic の機能をご利用い
ただくことができます。

必要システム（共通）

1「デジタルペン + 採点ソフトウェア・採点 Magic」EA-SM2
製品名

採点 magic

(EA-SM2)

JAN コード

4902506 254337

価格

オープン

方式

赤外線起動／超音波検知方式

筆記可能領域

B4 サイズ以下（採点時）
※一般筆記の場合は A4 サイズ以下

解像度

100dpi

通信方式

USB インターフェース（USB2.0）オンライン専用

電源

ボタン電池 SR41×2
（電池寿命／連続筆記で 90 時間程度）
※1

デジタルベン用リフィル

KFS7−BD

使用条件／保存条件

10 〜 40℃
（結露なきこと）
0 〜 50℃
（結露なきこと）

対応機種

DOS ／ V 機

対応 OS

Windows®2000 SP4/Windows®XP
Windows Vista®（x64 を除く）

必要ソフトウエア *1

Microsoft Excel 2000 〜 2007

CPU

Pentium®Ⅲ800MHz 以上

設定メモリ容量

512MB以上を推奨（Windows®2000 SP4/XP）
1GB を推奨（Windows Vista®）

ハードディスク

500MB 以上の空エリアが必要

通信ポート

USB ポート

画面の解像度

800×600 ピクセル以上

*1 採点Magicソフトウエアを利用するには、Microsoft Excelが必要です。
また、利用可能なOSとExcelの組み合わせは下表に限ります。
Excel 2000（SP3以上） Excel 2002

※1 使用条件によって異なります。

製品内容
受信ユニット

1台

デジタルペン

1本

ＵＳＢケーブル

1本

CD-ROM（airpenNOTE）

1枚

CD-ROM（採点ソフト）

1枚

デジタルペン用電池

2個

ボールペンリフィル（赤）

1本

保証書

1枚

ユーザーガイド

1部

採点・観点別集計・採点 Magic ソフトウエア

JAN コード

4902506 254351

Excel 2007

×

×

○

×

Windows XP(SP2以上)

○

○

○

○

Windows Vista *2

○

○

○

○

*2 採点Magicソフ
トウエアは、
Windows Vistaのマルチユーザーには対応しておりません。
1台のPCで、
単一のユーザーでのみご利用いただけます。
また、
インス
トールはご利用にな
るユーザーでインス
トールする必要があります。
ご利用になっているユーザーがソフ
トウエア
のインス
トール権限が無い場合は、
他のユーザーでインス
トールしても正しく動作しません。
※Windows、
WindowsVistaは米国MicrosoftCorporationの米国および他の国における
登録商標です。
※PentiumはIntelCorporationの米国および他の国における登録商標です。
※その他記載システム名、
製品名および会社名は、
各社の商標または登録商標です。

[ご使用上の注意]
●本製品のご使用で、発生したその他の機器やソフトの損害に対し、当社では一切の責任を負え
ませんのであらかじめご了承お願いします。
●本製品およびパソコンの不具合にてデータが破損、
または消去された場合のデータ内容の保障
につきましてはご容赦ください。

2 「採点・観点別集計・採点 Magic ソフトウェア」EA-SMCD2
製品名

Excel 2003

Windows 2000 SP4

●本製品の仕様は国内向けとなっておりますので、海外では使用できない可能性があります。

(EA-SMCD2)

●本製品に関してのお問い合わせやサポート、
カタログ等の掲載内容につきましては国内限定とさ
せていただきます。

[カタログ上のご注意]

製品内容
CD-ROM（採点ソフト）

1枚

●カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、
あら
かじめご了承お願いします。

ユーザーガイド

1部

●カタログ掲載の商品写真の色と実際の商品の色は、印刷の関係で多少異なることがあります。

ご購入はジャストシステム直営 EC サイト「Just MyShop」へ

http://www.justmyshop.com/school/airpen/
・希望小売価格 オープンプライス

airpen＋採点 Magic セット［EA-SM2］ ・MyShop 価格 18,999 円 ( 税込 )［税抜き 18,094 円］
採点 magic に関する情報はこちら

www.airpen.jp

お客様相談室

0120-12-8133
TEL 03（5695）7229（デジタルペン営業部）

札幌・仙台・名古屋・広島・福岡
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