
リュウド株式会社 と ツバメノート株式会社

KYBER 手書き文字認識サービス付き大学ノート「ツバメ・デジタル」を発売

リュウド株式会社（新潟県 十日町市）とツバメノート株式会社（東京 台東区浅草橋）は、平成 24 年 4 月

12 日（木）、”Thinking Power Project”(*1)の企画による、”フールス紙”を採用したツバメ・ブランドのノート製

品としては初のデジタルノート「ツバメ・デジタル」を発売しました。「ツバメ・デジタル」は、平成 20 年 12 月に

発売以来、15 万冊を出荷した A6 サイズ縦型大学ノート「フューチャー」をベースに開発を行い、オーリッド株

式会社の高精度 OCR により手書き文字をデジタル化するサービスが 30 ページ分付属します。商品の製造

はツバメノート株式会社、販売元はリュウド株式会社となります。

「ツバメ・デジタル」は、ツバメノート社が 1947

年以来約 60 年もの間、変わらず使用している

高品位な「ツバメ中性紙フールス」の 5mm 方眼

紙を採用した大学ノート仕様のデジタル・メモ用

紙です。日常の携帯に全く負担を感じさせない

軽快さを実現する全 60 ページで、表面は

KYBER 認識対象ページ、裏面は普通のメモ用

紙としました。サイズは女性でも楽に片手で持

てる A6 版サイズです。

「KYBER」の手書き文字デジタル化サービスは、iP

ケーションインストールして利用します。「KYBER」ア

無料ダウンロードできます。インストールした「KYBE

裏説明ページにあるＱＲコードをカメラで読み取って

ライセンスが付与されます。

「ツバメ・デジタル」のページは、周囲に撮影管理

普通のペンを使って、ごく普通にアイデアやメモ等を

プリケーションのカメラ機能でページを撮影、オーリ

ドします。しばらくすると、ツバメ・デジタルに書きこま

ア OCR とヒューマンパワー修正のハイブリッドシステ

保存されます。あとは、手元のスマートフォンから、メ

スへ転送したり、コピーや編集も自由自在に行うこと

KYBER スマートフ
hone または Android スマートフォンに「KYBER」アプリ

プリケーションは、App Store や Google Play ストアから

R」アプリケーションを起動し、「ツバメ・デジタル」の表紙

アクティベーションすることで 30 ページ分のデジタル化

用のマーカーがある以外はごく普通の方眼ノートです。

書き込むことができます。書き終わったら「KYBER」ア

ッド社の運営「KYBER」サーバに撮影画像をアップロー

れていた手書き文字は、高精度 OCR 機能（ハードウエ

ム）により正確なテキストデータに変換され、サーバに

ールや Evernote、Facebook 等、各種クラウド系サービ

が可能です。

ツバメ・デジタル
ォン・アプリ（Android 版）



また「ツバメ・デジタル」は、記入したノートの分類を簡単に行うための

「タグ欄」があります。この「タグ欄」に記入した文字がそのまま「タグ」情

報として画像に付加されます。又、この「タグ」情報はそのまま Evernote

の「タグ」として出力する事が可能なため、クラウド上での検索に極めて

効果的です。「ツバメ・デジタル」は、Google カレンダーとの連携も可能

です。そのためノート記入面に「Date」や「Time」欄を配置しました。

「From」「 To」に時間帯を記入する事で、メモ欄に記入した内容を

Google カレンダーの予定として出力することも出来ます。

「ツバメ・デジタル」は、ビジネスピープルのスーツの内ポケットにも女

性のショルダーバッグにも楽に収納可能なサイズとすることで、常に愛

用の筆記具と一緒に持ち歩いて、24 時間、365 日、最大限の”Thinking

Power”と”アイデア”を引き出せることを目的としています。認識の必要

なメモや大事な清書文書は表面に、ラフなアイデアやまだ固まっていな

い思いつきなどは裏面に記述することで KYBER 認識サービスを極めて有効に活用することが出来ます。

「ツバメ・デジタル」の表紙と裏表紙は、アナログ版の A6 サイズメモ「フューチャー」と全く同じ素材を採用。

「ツバメ・デジタル」には、通常の黄色の背見出しの代わりに「マットな銀箔紙」を採用。黒背表紙には、伝統

の「ツバメノート」のアイコンである「日の出ツバメ」と並んで、「TSUBAME DIGITAL Powered by KYBER」と銀

箔押しを施しました。もちろん、重要なアイデアや思いつきを記述したページを切り取り保存するためのミシ

ン目も健在です。「フューチャー」同様、イラストは、Thinking Power Notebook の全てのイラストを手がけるイ

ラストレーターである”YOUCHAN”のデザインです。

「ツバメ・デジタル」の KYBER 対応メモは 30 ページで、デジタル化サービスも 30 ページ分が付属します。

もし書き損ねたり、書いた後にデジタル化しないページがありますと、1 冊を使い終わってもスマートフォン

の中にはデジタル化サービスが余る場合もあります。折角のデジタル化サービスを無駄にしないため、デ

ジタル化サービス（ＱＲコード）の付いていない「ツバメ・デジタル」も併せて販売致します。

また、デジタルノートの A6 版「ツバメ・デジタル」とアナログノートの A6 版「フューチャー」の 2 冊を見開き

収納でき、同時に筆記具 2 本を収納出来る専用の革製メモホルダー「ダブルデッカー」（Double Decker）を

平成 24 年 5 月 17 日に発売致します。「ダブルデッカー」は、革小物である「COBU」ブランドを展開する株式

会社小泉製作所と Thinking Power Project とのコラボレーション商品です。

「ダブルデッカー」は革職人が手作業で薄く軽く仕上げた高級で柔らかい革を使用しています。ペンホル

ダーには、スリムなペンから KYBER SmartMarker の様な太めのマーカーまでフレキシブルにホールドする

アイデアが盛り込まれています。薄く手触りのしなやかなブラウンカラーの１モデルで、数量限定ですが、ペ

ンホルダーの位置を工夫した左利きの方のためのモデルも用意しました。
ツバメ・デジタル（左） と フューチャー（右）



■商品仕様

デジタル・ノート A6 サイズ

名称 ツバメ・デジタル（ＱＲコード付き） ツバメ・デジタル（ＱＲコードなし）

型番 TPN-TDM-A6QR TPN-TDM-A6

外形寸法
W103mm ｘ H148mm
（縦使い・横使い 両方可能）

同左

用紙

白無地ツバメ中性紙フールス
30 枚（60 ページ）
表面：KYBER サービスによるデジタル化
対応 5mm 方眼メモ（30 ページ）
裏面：通常の 5mm 方眼メモ（30 ページ）
全ページに容易に切り離し可能なミシン
目入り

同左

デジタル化
サービス

30 ページ分の KYBER ライセンス付き
（QR コード）

ライセンスなし

希望小売価格 800 円（税込） 380 円（税込）

専用革製メモカバー

名称 ダブルデッカー（アンティークブラウン）

型番 TPN-DDK –AB

仕様
牛革製、表側オイル加工、A6 縦型メモ帳 2 冊、ペン 2 本収納可能

COBU（小泉製作所）製造、専用ボックス入り

販売価格 5,000 円（税込）

ダブルデッカーの左利き用は、リュウド・オンラインショップでの数量限定販売です。

今回の発表製品を含む Thinking Power Notebook の情報は、以下の専用 WEB サイトをご参照下さい。

http://www.ThinkingPower.jp

(*1)【Thinking Power Project とは】

平成 19 年春に、竹村譲（富山大学 芸術文化学部 非常勤講師）と遠藤諭（アスキー総合研究所 所長）の

2 人がつくった「自分達の好きな大学ノート」を作る超私的プロジェクト。同年末、長澤久吉（リュウド株式会

社 社長）の参画を得てプロジェクトをリスタート。平成 20 年より、イラストレーターの YOUCHAN、COBU の

デザイナーである田口泰子を加え、総勢 5 名の「超私的文具創造スペシャル・タスクフォース」となる。

----------------------------------------------------------------------------------------

本プレスリリースに関する問合せ先（一般公開はしないで下さい）
リュウド（株）
高野繁晃（たかの しげあき）
TEL : 0258-23-9424
mail : takano@reudo.co.jp

リュウド株式会社と Thinking Power Project では、2008 年春、最初の商品の出荷以来、全ての
「Thinking Power Notebook」の総売上の 5％を視力障害者の支援団体に寄贈して参りました。そして、平成
23 年 4 月から 1 年間は、売り上げの 5％を東日本大震災の義援金として支援する「Heart Plus Program
（ハート・プラス・プログラム）」を実施致しました。

http://www.thinkingpower.jp/

