
デジタルペン＋メモリーユニット方式　デジタルノート

書き留めたアイデアをすぐに活用。
行動派デジタルツール。

www.airpen.jp

www.airpen.jp

airpen ストレージノート2.0に関する情報はこちらwww.airpen.jp お客様相談室 0120-12-8133

デジタルペン＋メモリーユニット方式　デジタルノート

対応機種 DOS／ V機

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

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

必要システム

製品名 airpen ストレージノート 2.0　（EA2）

JANコード 4902506 245724

方式 赤外線起動／超音波検知方式

筆記可能領域 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・オフライン対応

メモ 2MB（A5／約 100ページ相当）

電源 メモリーユニット：単 4×1（電池寿命／連続筆記で 90時間程度）※1
 デジタルペン：ボタン電池SR41×2（電池寿命／連続筆記で 90時間程度）※2

デジタルベン用リフィル KFS7－AD

サイズ／重量 240mm×235mm×25mm／ 490g（外装カバーつき仕様）

使用条件／保存条件 10 ～ 40℃（結露なきこと）／ 0～ 50℃（結露なきこと）

※1※2使用条件によって異なります。

※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。

製品仕様

製品内容
外装カバー 1 個

メモリーユニット 1 台

A5パッド（専用ノート） 1 冊

USBケーブル 1 本

デジタルペン 1 本

ボールペンリフィル 1 本

携帯用ホルダー 1 個

単 4電池（メモリーユニット用） 1 個

SR41 電池（デジタルペン用） 2 個

アプリケーションCD－ROM 1 枚

ユーザーマニュアル 1 冊

保証書・お客様登録カード 1 枚

[ 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。
●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。
●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 ]
●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。
●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。

The idea with the airpen

手書きのメモやスケッチをパソコンで打ち直す必要はもうありません。
airpen はあなたの筆跡をありのままに記憶。直感的アイデアを形にするデジタルノートです。

ペン先の発信部から出る赤外線と超音波をメモリーユニットが感知し、文字やスケッチなどイメージそのままストロークデータ
として保存します。データは内蔵メモリに保存されるので、外出先など場所を問わず使用することができます。

超音波センサー

超音波センサー

赤外線センサー

メモリーユニットに保存

手書きの筆跡をデジタルで保存

手書きの筆跡を活用
保存したデータは、テキスト（TXT）以外に
も RTF、PDF、CSV、SVG、BMP、JPG、
TIFF など様々なフォーマットで出力し、他の
アプリケーションソフトウエアを使って編集
することが可能です。

デジタルデータを管理
フラッシュメモリに記憶された筆跡データは、
母艦の PC に移す際に同時に手書き文字認識さ
れテキストに変換されます。テキストデータに
よって、１行目に書かれた文字列をメモのタイ
トル名として自動登録したり、探したいメモを
本文に含まれるキーワードから検索することが
できます。
※手書き文字認識ソフトウエアライセンスは、30日間無償試用
版が付属、正式ライセンスは別売りです。

「airpenストレージノート2.0」はあなたのアイデアを
効率よく実現するデジタルツールです。
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メモリーユニットを取り外して、今お使いのノートで使用。

Hardware Software

Option
「airpenNOTE」で効率的に、もれなくアイデアを活用できます。

手書き文字認識ソフトウェアの完全統合 *3
メモリーユニットのメモリからデータを PC にアップロードするのと同時にテキスト変換が
行われます。また、変換されたテキストの 1 行目をタイトルとして登録できますので、情報
の整理がより簡単に行えます。

細かく階層管理ができる様になり、「緊急」「重要」などのタグ機能が加わりました。NEW!

ドラック＆ドロップで簡単に書類整理 *4
登録された手書きデータは識別しやすいサムネイルで表示され、テーマごとに分類できる「書
棚」にドラック＆ドロップで整理できます。

ドラック＆ドロップ

カラーペンを利用し色分けを行えば、筆跡の色毎にテキスト変換する／しないを
設定できます。

NEW!

オンラインモードでは、用紙のエリア上ならどこから書いても文字をリアルタイムにテキス
ト変換し、Word・一太郎などにテキストを直接入力できます。

通常のメモ・ノートの活用方法

メモに書き込む
指示・思いつき・アイデアを書く

ノートに整理する
情報の整理、内容を掘り下げる

手帳に書き込む
スケジュール・TO DOリストに追加

書類の作成
報告書、レポート、日報、企画書
提携後ーマットの書類に記入

airpenNOTE使用時

airpen に書き込む
指示・思いつき・アイデアを書く

airpenNOTEの「書棚」で整理
テーマごとに整理

データの活用
TXT,RTF,BMP,JPG,GIF,TIFF,PDF
SVGで airpenNOTEから出力、利用

デジタルメモ帳
ふと思いついたアイデアなどを airpen でメモし、筆跡デー
タをそのまま自分の為のデータベースとして蓄積できます。
オプションのカラーペンを使えば、色分けしたノートもそ
のままのイメージで再現可能です。

LEDインジケータ
点滅の仕方によって、操作の確認や
メモリーユニット、デジタルペンの

状態を知らせます

多機能デジタルペン

マウスに持ち替えずに操作ができるペンサイドボタン
PC接続時にはマウスに持ち替える必要はありません。
ペンサイドボタンを使えばカーソルの移動、左クリッ
クなどの操作が行えます。

常に筆跡を感知する
メモリーユニット

デジタルペンのペン先をボタンの窪みに押しつけることで、新しいページへの移動な
ど各種の機能が働きます。

バーチャルボタン

ペーパークリップ
電源スイッチ

デジタルペンの書き心地は普通のボールペンと変わりありません。
ペン先の発信部から出る赤外線と超音波をメモリーユニットが感知し、
筆跡をストロークデータとして保存していきます。

メモリーユニットの記憶装置にはフラッ
シュメモリーを採用。A5 サイズなら約
100 頁程度のデジタル複写データが保存
可能です。

外装カバーからメモリーユニットを外し、
任意の用紙を挟んだスタイルでも利用で
きます。

（A5 縦～A4 縦横の用紙であれば、右表
の用紙サイズが活用できます）

A5縦
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A4縦
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ベースボード対応

A4縦
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ベースボード対応
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テンプレートを使用しての入力 *1

airpenNOTEを使えば定型書類の入力、集計も簡単です。airpenNOTEのフォームテンプレー
ト機能は、これまで使ってきたアンケートや定型書類、ビジネスフォームの背景を画像とし
て登録してそのまま使うことができます。マウスを使い簡単に項目毎にエリア設定を行い、
筆記後は手書き文字認識との連携やマーク認識を airpenNOTE の中で行って、表計算ソフト
などに出力、集計が可能です。

グリッド表示が加わりエリア設定がより簡単になりました。

*1、*2 の機能を利用するには手書き文字認識ソフトウエアライセンスが必要です。手書き文字認識ソフトウエア
ライセンスは、30 日間無償試用版が付属、正式ライセンスは別売りです。

強力な検索機能
手書き文字認識後のデータは、手書きの他にテキストを保持しているので、文中の内容から
手書きデータを素早く検索することができます。

*3、*4 の機能を利用するには手書き文字認識ソフトウエアライセンスが必要です。手書き文字認識ソフトウエア
ライセンスは、30 日間無償試用版が付属、正式ライセンスは別売りです。

オンライン文字認識機能に対応 *2

1枚のページに文字を黒でイラストを赤で。PC保存時には色を認識させテキスト
と画像にして保存。カラーペン（別売）を使えば手書きデータがもっと活用できます。

色分けして書いたノートをPCでそのまま保存

airpenNOTE POCKET（別売り）は、airpen を使って紙に書いた文字や図を
スマートフォンで取り込めるソフトウエアです。

スマートフォンで拡がるコミュニケーション

手書きエリアの指定

手書き入力エリア

文字認識

手書き入力を行う 集計が完了

Ａ５サイズのレポートパッドをセットした外装カ
バーは、鞄に入れたり、手で持ち運びしやすいサイズ。
表カバーを折りたためますので、机のないところで、
立ち姿勢のままでも書きやすくなっています。

コンパクトに持ち歩いて、
アイデアを書き込む。

ペンと紙を使う手書きの良さは、マシンの起動に
時間を要するなどの制約を受けないことです。 
キーボードとは違い、記憶を促し、情報を整理し、
新たな発想を生み出す効果があります。 airpen の
良 さ を 100% 生 か す た め に 開 発 さ れ た、
『airpenNOTE』は、メモやノートの一般的な使
い方を再現しています。

手書き情報を管理・運用する
専用ソフト「airpenNOTE」 手書きの特性を生かした入力機能（airpenで入力）

Point1

入力されたデータを効率よく管理

Point2

多くのアプリケーションで活用できるエクスポート機能
airpenNOTEで保存したデータは、TXT、RTF、BMP、JPG、GIF、TIFF、PDF、SVG、
PNT等のフォーマットで出力することができます。
（ワード、一太郎®、エクセル、三四郎、アドビリーダー®、メモ帳、ネタの種®などは、連
携ボタンによりワンクリックでデータ出力ができます。）

※「一太郎」、「ネタの種」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。
※Adobe、Reader は Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国における商標
　または登録商標です。

Point3

NEW!

NEW! マークがついている項目はVer 2.0 から加わった新機能です。

製品名 製品符号 JANコード
カラーペン（赤） EAP2WC1B 4902506251138
カラーペン（青） EAP2WC1C 4902506251145

製品名 airpenNOTE POCKET
製品符号 EA-PK1
対応機種 Windows Mobile 5.0 Pocket PC 、Windows Mobile 6 Standard / 

Professional / Classic を搭載しUSB ホスト機能を有する以下の機種
動作確認済み
スマートフォン

Willcom W-ZERO3 es (WS007SH) / Advanced W-ZERO3 es (WS011SH) 
EMOBILE EM-ONE (S01SH) / EM-ONE α (S01SH2) / SoftBank X01T


