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エクセルソフトは、Microsoft® PowerPoint から
Flash 形式の e ラーニング教材を作成するツールセット
iSpring Suite 6.0 をリリース
エクセルソフト株式会社（東京都港区）は、米国 iSpring Solutions 社のワンクリック
で Microsoft® PowerPoint から Flash 形式の e ラーニング教材を作成するツールセッ
ト iSpring Suite 6.0 を 11 月 8 日より販売開始します。iSpring Suite 6.0 を使用すると、
使い慣れた Microsoft® PowerPoint 環境から、音声や映像ナレーション、クイズ、電子
ブック、用語集などを活用した、e ラーニング教材 をはじめとする Flash 形式のコンテ
ンツを作成することができます。
■ 製品名：
・ iSpring Suite 6.0
以下の製品がバンドルされています。
- iSpring Pro 6.0
- iSpring QuizMaker 6.0
- iSpring Kinetics 6.0
※ iSpring Suite 6.0 は、iSpring Presenter の後継製品です。
※ iSpring Pro 6.0 と iSpring QuizMaker 6.0 は単体でも販売します。
■ 製品カテゴリー：
Flash オーサリング ツール、e ラーニング教材作成ツール
■ 製品概要：
iSpring Suite は、iSpring Pro、iSpring QuizMaker、iSpring Kinetics をバンドルした、
e ラーニング教材の作成を支援するツールセットです。Microsoft® PowerPoint から
各ツールにアクセスして、音声や映像ナレーションを活用したコンテンツを作成して、
ワンクリックで Flash に変換することができます。また、クイズを作成してユー
ザーの学習内容の理解度を測ったり、アンケートを作成してユーザーの意見を収集す
ることができるほか、Flash 形式の電子ブックや用語集、タイムライン、ディレクト
リを作成して、メインとなる教材の補足資料として含められます。
作成した Flash コンテンツは、Web 上で公開したり、SCORM、AICC に準拠した
LMS や Blackboard LMS にアップロードして配信することができます。
通常は、Flash コンテンツの開発作業には専門知識が必要ですが、iSpring Suite を使
用すると、Microsoft® PowerPoint の知識のみあれば、e ラーニング教材をはじめと
する Flash コンテンツを手軽に開発することができます。
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■ 製品に含まれる各ツールの主な特長：

iSpring Pro
Microsoft® PowerPoint で設定したレイアウ
トやアニメーションなどのエフェクトをその
まま維持したまま Flash に変換できるほか、
音声や映像ナレーションを埋め込み、表現力
豊かな Flash 形式のコンテンツを作成する
ツールです。
美しい Flash コンテンツを短時間で生成

iSpring QuizMaker
使いやすい GUI 上で Flash 形式のクイズやテスト、アンケートを作成するツールです。
各受講者が異なる内容のクイズを受けられるように、回答の表示順をシャッフルしたり、
クエスチョン プールからランダムに問題を選択して出題することができます。

iSpring Kinetics
電子ブック、FAQ、タイムライン、ディレク
トリなど、Flash 形式のインタラクションを
作成するツールです。
単調になりがちな e ラーニングに変化を付け
る、魅力的なコンテンツを作成することがで
きます。
Kinetics で作成した Flash 形式の電子ブック

■ 製品に含まれる各ツールの主な新機能：
iSpring Pro

単一の映像ファイルを、複数のスライドにまたがって設定可能に

音声と映像ナレーションを高度に管理できるナレーション エディタの追加

出力した Flash を Action Script 3 API から制御

完全にカスタマイズ可能な Flash 再生プレイヤーの追加
iSpring QuizMaker
 アンケート形式のクイズの作成
 回答結果によって異なるフィードバックを表示
 回答結果に応じたクイズ シナリオの分岐
 回答オプションとして、数式または画像の使用に対応
iSpring Kinetics
iSpring Kinetics は、バージョン 6.0 から新規に追加されたツールです。
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■ 動作環境
CPU

Intel/AMD 500 MHz 以上のプロセッサー

メモリ

256 MB 以上 (512 MB 以上を推奨)

空きディスク容量

300 MB 以上

OS

Microsoft® Windows XP/Vista/7 (32/64-bit 版)

Microsoft® PowerPoint

Microsoft® PowerPoint 2003/2007/2010 (32/64-bit 版)

■ 価格
製品名
iSpring Suite 6.0 シングル ライセンス

税込価格 (本体価格)
¥ 57,540
(¥ 54,800)

iSpring Pro 6.0 シングル ライセンス

¥ 34,440

(¥ 32,800)

iSpring QuizMaker 6.0 シングル ライセンス

¥ 34,440

(¥ 32,800)

製品の詳細については、弊社 Web ページをご参照ください。
http://www.xlsoft.com/jp/products/ispring/index.html
■ エクセルソフト株式会社について
エクセルソフト株式会社（東京都港区 代表取締役 名取弘人 資本金１千万円 TEL
03-5440-7875）は、ソフトウェア開発ツールを中心に世界中の優れたソフトウェアを
日本およびアジアにおいて販売しています。
コンパイラー、帳票ツール、デバイスドライバ開発ツール、ヘルプ作成ツール、セ
キュリティソフトウェアなど幅広い製品を提供し、今日のコンピュータ ユーザーの
多様なニーズに応えています。ソフトウェアの日本語および他言語へのローカライズ
業務も承っています。

本プレス リリースについてのお問い合わせ先
エクセルソフト株式会社 営業部
TEL: 03-5440-7875
FAX: 03-5440-7876
URL: http://www.xlsoft.com/jp
Email: xlsoftkk@xlsoft.com
Microsoft、Windows、PowerPoint

は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国にお

ける登録商標または商標です。その他記載された社名、製品名、機種名は、各社の商標または登録商標です。
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