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スカイコムと教育情報サービス、
宮崎発の技術（PDF＋動画＝“話す PDF”）で
カンタン動画制作ツールを開発
～宮崎県・宮崎市の誘致企業と立地企業がコラボレーション～

宮崎県および宮崎市の誘致企業「株式会社スカイコム（本社：東京都台東区、代表取締役
社長：川橋 郁夫、以下「スカイコム」）」と同県と同市の立地企業「株式会社教育情報サ
ービス（本社：宮崎県宮崎市、代表取締役社長：荻野 次信、以下「KJS」）」は、スカイ
コムが開発する SkyPDF に KJS が開発する ThinkBoard（動画制作ソフト）をアドイン
し、PDF 上で動画を制作、再生できる世界初となる製品『SkyPDF for Talking』を開発。
7 月末にリリースする。

『SkyPDF for Talking』は、スカイコムと KJS が昨年 1 月に製品コンセプトを完成し、開発・販売方法等の調整を重
ねた。そして昨年 4 月に KJS が経産省の「ものづくり事業」に採択され、開発を加速。両社はそれぞれの経営資源
を有効活用し、約 1 年半かけて本製品を完成させた。
スカイコムと KJS 両社のコラボレーションは、全国の自治体の約半数で導入されている「被災者支援システム」
e ラーニングでも行われており、このシステムは本年 4 月より運用を開始している。また本製品は、大手教科書出
版社の新興出版社啓林館（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：佐藤 徹哉）が運営するスマートレクチャー
（ｅラーニングサイト）への導入が決まっており、全国の中高生や教師が活用する。
今後、本製品はスカイコムと KJS の販路を活用して普及される。スカイコムが販売する SkyPDF は国内自治体へ
の導入実績がトップクラスで、大手企業を中心
に民間でも豊富な導入実績を有する。さらに、ド
イツをはじめとする EU 圏 9 カ国などへの導入実
績も有し、輸出においてもトップクラスの実績を
持つ。KJS は国内の公的教育機関や出版社、
塾・予備校などへ ThinkBoard（動画制作ソフト）
の販売実績がある。また、モンゴルやバングラ
デシュへの導入実績も持ち、更に中東やアフリ
『SkyPDF for Talking』 を使った PDF 上での動画再生シーン

カへの展開も視野に入れている。両社は販売に
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おいても協業し、互いの販路を活用して新商品を国内と世界へ展開する。
立地企業と誘致企業のコラボレーションによる「地方発→世界行き」のソフトウェアが、人々のコミュニケーション
やプレゼンテーション、そして e ラーニングでの有用なツールとして世界に評価されることにより、地域経済の活性
化につながることが期待される。

3 大ポイント
の 3の大ポイント
◎「声」と「手書き描画」でしっかり表現！
生の「声」と「手書き描画」で解説や説明を加えるので、活字レベルでは表現しにくい微妙なニュアンスまでしっか
りと訴求できます。

◎動画制作・修正がカンタン・スピーディー！
大掛かりな設備や専門知識を必要とせずに、ひとりでデジタルコンテンツを制作できます。
制作手順はとてもシンプルで「範囲指定」→「記録」→「保存」→「書き出し」の 4 ステップ。

◎動画なのにファイルサイズが小さい！
ファイルサイズは「3 分の動画」で「約 1MB」ときわめて小さく、視聴する側もストレスを感じず効果的に情報伝達を
行うことができます。

『SkyPDF for Talking』 は、PDF ファイル上に「音声」と「手書き描画」で解説や説明を加え、専門的な知識を必
要とせずに、「声と手書きのコンテンツ」がひとりで容易に制作できるデジタルコンテンツ制作ソリューションで
す。テキストや画像だけでは分かりづらく伝わりにくいという課題を解決し、効率的かつ効果的に訴求し、視聴
者（利用者）の理解力を深めます。

の製品構成／価格／動作環境
製品構成

価格（税別）

コンテンツの作成+視聴

SkyPDF for Talking

15,000 円

「SkyPDF Professional」+「SkyPDF for Talking plugin」

コンテンツの視聴のみ

SkyPDF for Talking Viewer

～50 ユーザ
51～100 ユーザ
101～200 ユーザ
201～500 ユーザ
501～1,000 ユーザ
1,001～2,000 ユーザ
2,001～5,000 ユーザ
5,001～10,000 ユーザ
10,000～ ユーザ

100 円／ユーザ・月額
95 円／ユーザ・月額
90 円／ユーザ・月額
85 円／ユーザ・月額
80 円／ユーザ・月額
70 円／ユーザ・月額
60 円／ユーザ・月額
50 円／ユーザ・月額
40 円／ユーザ・月額
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『SkyPDF Professional』をお持ちの方は「SkyPDF for Talking plugin」のみ、お買い求めください。
製品構成

価格（税別）

プラグイン

6,000 円

SkyPDF for Talking plugin

動作環境
日本語 / 英語 / 中国語（繁体字・簡体字）
Microsoft® Windows® Vista（x86）
Microsoft® Windows® 7（x86, x64）
Microsoft® Windows® 8 / 8.1（x86, x64）

OS

CPU

Pentium®4 1GHz 以上（利用する OS の推奨に基づく）

メモリ

2GB 以上（利用する OS の推奨容量以上）

ディスク容量

200MB 以上
音声入力機器（マイク、ヘッドセット等）
サウンドカードまたはオンボードサウンドデバイス

周辺機器

スカイコムについて

■社

名

：株式会社スカイコム

■設

立

：1997 年 6 月

■資

本

金

：1 億円

■代

表

者

：代表取締役社長

■所

在

地

：東京都台東区台東 1 丁目 38 番 9 号 イトーピア清洲橋通ビル 4 階

川橋 郁夫

■ホームページ：http://www.skycom.jp

株式会社スカイコムは、PDF におけるすべての要素技術を自社技術で保有する、国産 PDF 専業メーカーです。
当社は『安全・安心な電子文書社会の実現に貢献』をスローガンに 1997 年 6 月に創業しました。
2003 年から開発、販売を開始した 100％国産 PDF ソフト「SkyPDF」は、高速・高圧縮・改ざん防止や暗号化による
安全性に優れた PDF ソフトウェアとして、企業や官公庁・自治体の高い評価を得、厳しい選定基準をクリアし多数導
入頂いております。当社は電子文書の世界標準フォーマット「PDF」をコアに、セキュアなペーパーレス化促進のため、
電子ファイルの作成・編集・閲覧・印刷・情報共有に至る電子文書関連製品を提供しています。
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教育情報サービスについて

■社

名

：株式会社教育情報サービス

■設

立

：2008 年 4 月 2 日（創業：2001 年 12 月 7 日）

■代

表

者

：代表取締役社長

荻野 次信

■所

在

地

：宮崎県宮崎市橘通西 3 丁目 10-36 ニシムラビル 6F

■ホームページ：http://www.e-kjs.jp/

教育情報サービスが提供する「動画コンテンツ制作ソフト(ThinkBoard)」は、「電子データ」に「声」と「手書き」を
加えて説明コンテンツを制作できるソフトウェアで、誰でも簡単に動画コンテンツが制作でき、その教育効果も高く、
多くの教育機関や出版社、一般企業などで使用されている。
また、ThinkBoard を基軸にして教育現場（学校や企業）が直面する課題を共に考え、共に解決している。
進展する ICT 社会にあって、人づくりに役立つサービスや商品を提供している。

【本リリースに関するお問合わせ】
株式会社スカイコム
営業推進部 東 英樹、高橋 淑子
電話：03-5807-6011
FAX: 03-03-5807-6018
E-mail: pr@skycom.jp

株式会社教育情報サービス
坂本 康郎、三浦 裕二
電話：0985-35-7851
FAX: 0985-35-7852
E-mail: info@e-kjs.jp

本製品の詳細は、以下製品ページをご覧ください。

http://www.skycom.jp/product/skypdf/skypdf_for_talking.php
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