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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）は、Windows タブレットで手書きのサイン・記帳ができる PDF アプリケーション

「SkyPDF Touch Ink for win」を 4 月 1 日より販売開始します。販売価格は 20,000 円（税

別／1 ライセンス）。 
なお「SkyPDF Touch Ink for win」の発売を記念して、3 月 31 日までに早期購入申し込

みいただくと、15,000 円（税別／1 ライセンス）になるおトクな早割キャンペーンを実施

いたします。 
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PDF に直接スラスラ書ける、タブレット時代のワークツール 

「SkyPDF Touch Ink for win」 発売 
～手書きの良さを残してそのままデジタル化、ペーパーレス化～ 

「SkyPDF Touch Ink for win」は、Windows タブレットに表示された PDF への手書き文字入力、サイン・記帳を、まる

で紙に文字を書くような自然な書き味で画面上で再現。オフィス内業務のみならず、販売窓口、外出時や現場作

業、渉外・外商先において、各種申込書や契約書、報告書などへのサイン・記帳を実現します。 

高精度な文字認識／変換機能を使用すれば、手書きした文字をテキストデータへ変換。文書作成もスムーズに

行え、紙の代わりに Windows タブレットを積極活用したモバイルワークスタイルを実現します。 

 

 

 

 

① PDF 上へ直接文字を書き込み／入力 

デジタイザーペンを使って、PDF 上に文字を書き込めます。文字の太さ、色などは設定で変更できます。 

国際規格の ISO に準拠した PDF なので、安心してお使いいただけます。 

② 必要に応じて２つの入力モードを選択可能 

署名・サイン箇所には手書き文字がそのまま画像化される「イメージモード」、正確な判読が必要とされる箇所に

は手書き文字がテキスト変換される「テキストモード」でと、必要に応じて 2 つの入力モードを使い分けられます。 

③ 改ざん検知機能を搭載 

直筆サインに電子署名技術を融合させ、サイン後の改ざんを検知できる機能を実装し、電子文書としての真正性

と保管性を向上させました。 

 
の３大特長 
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想定される用途／活用シーン 

用途 「直筆サイン」 「入力・記帳補助」 「コミュニケーション」 

活用シーン 

● セールス、マーケティング現場でのプレゼンテーション、セールス業務 

● 保険・金融セールス現場でのプレゼンテーション、セールス業務 

● 製造現場での記録、報告業務 

● 建設現場での施工チェック記録、報告業務 

● 倉庫現場でのピッキング、検品、棚卸し作業記録、報告業務 

● 保守・メンテナンスサービス現場での記録、報告業務 など 

 

 

 

 

◎手書きの良さを残してそのままデジタル化、ペーパーレス化 

ビジネスシーンに欠かせない紙の帳票（申込書、契約書、報告書 

etc..）。 

今まで使用していたこれらの帳票類が、そのまま Windows タブレッ

トの電子帳票に。 

従来の紙ベースでのワークフローで必要だった紙の複写、スキャ

ン、保管、廃棄、後々の手入力（キーパンチ）といった古いプロセス

を一新、「コストダウン」「業務効率向上」「ペーパーレス化」を実現

します。 

 

◎手書きした文字をテキストデータに変換 

高精度な文字認識／変換機能を使用すれば、手書きした文字をテキストデータへ変換します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
の導入メリット 
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◎手書きした文字がそのままデータに 
タブレットに直接手書きで文字を入力（またはフォーム選択）することで、集計や入力・キーパンチといった後処理

リードタイムを削減し、業務のスピードアップ、効率化を図れます。 

 

※当社製品の PDF 開発ツールキット（サーバ用）「SkyPDF Tools SDKⅢ」を使うことで、PDF 内データをテキスト

／XML 形式で抽出し、データベースに取り込めます。 

 
 
◎手書きサインと同時に電子署名 
電子帳簿保存法や電子署名法など各法令に準拠した電子契約・電子文書保存のニーズにお応えします。 

有効期間内であればいつでも署名検証による改ざんの検知ができます。 
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OS 日本語 / 英語 / 中国語（繁体字・簡体字） 

Microsoft Windows 8 / 8.1  [ 32bit / 64bit ］ 

Microsoft Windows 7  [ 32bit / 64bit ］ Ultimate / Enterprise / Professional / Home Premium 

CPU Pentium 4  1GHz 以上 （利用する OS の推奨に基づく） 

メモリ 512MB 以上（利用する OS の推奨容量以上） 

ハードディスク 

必要容量 

200MB 以上 (.NET FrameWork 2.0 インストール時) 

450MB 以上 (.NET FrameWork 2.0 未インストール時) 

 

サイン機能 

マウスでのサイン （マウス操作が可能な場合） 

指入力でのサイン （タッチ対応デバイスの場合） 

ペンでのサイン （ペン対応デバイスの場合）  筆圧を検知した描画 （対応したペン使用時） 

パームリジェクション 

インクの各種設定 消しゴム（線削除、全削除） 太さ、色 

Undo／Redo 

サインストロークの選択、拡大、縮小、移動 

サイン文字の文字認識 

サイン文字の文字認識結果の自動テキスト挿入 

挿入可能な 

情報 

サイン画像 

ストローク情報 

位置情報 （緯度・経度） 

サイン文字からの認識文字列 

その他 

サインと同時（もしくはサイン後）に署名付与 

入力モード切替 

タブレットへ直接入力 

WACOM タブレット（DTU）を用いての入力  ※機能制限あり 

PDF 機能 

・PDF チェッカー標準実装 

・マルチランゲージ対応のインタフェース切り替え機能 

 【日本語・英語・中国語（繁体字／簡体字）】 

・N アップ印刷指定機能 

・6 種類の画像圧縮用「ダウンサンプリング機能」 

・JPEG2000 の圧縮対応 

・PDF イメージ保存機能 

・PDF 内イメージ抽出機能 

・マルチウインドウ表示機能 

・高速タブ表示機能 

・文書情報編集機能 

・PDF/A-1b 規格文書への再変換保存機能 

・スタンプ／電子印鑑イメージ注釈付与機能 

・テキスト直接編集機能 

・Web 最適化保存機能 

・テキスト直接編集／墨消し 

・PDF の抽出・挿入・削除・順序入替 

・しおりの作成・編集・削除／ページ番号付与 

・PDF の結合・分割・一括 PDF 変換 

・文書内検索／全画面表示  など 

 
の主な機能 

 
の動作環境 
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「SkyPDF Touch Ink for win」 早割キャンペーン特設ページ  http://campaign.skycom.jp/win/ 

 

株式会社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 川橋 郁夫 
■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 
■ホームページ：http://www.skycom.jp 
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SKYCOM ロゴ、SkyPDF および SkyPDF ロゴ、SkyAgent および SkyAgent ロゴ、空および空ロゴは、日本国ならびにその他の国における登録商標または商標で

す。その他、本文中に記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。 

【本リリースに関するお問合わせ】 

株式会社スカイコム 営業本部 営業推進部 広報 東（あずま） 

TEL: 03-5807-6011 FAX: 03-5807-6018 

Email: pr@skycom.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_touch_ink_for_win.php 

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。 

 

スカイコムでは、「SkyPDF Touch Ink for win」の発売を記念して、3 月 31

日までに早期購入申し込みいただくと、15,000 円（税別／1 ライセンス）に

なるおトクな早割キャンペーンを実施いたします。 

 早割キャンペーン 
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