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各種設定

開封方法

クリップやペンダントの取り付け

過度に力を入れないよう注意し、パッケージの中身を取り出してください。 



同梱物: 
 Scripter本体
 マグネットクリップ＆ペンダント
 コットンレース 
 USB Type-Cケーブル




取扱説明書と保証書はQRコードよりご覧いただけます。

クリップの取り付け

ステップ1. マグネットクリップを手に取り、ジャケットの襟元やシャツの襟元に置
きます。

ステップ2. クリップとScripterの間に布地を挟むように、Scripterを装着します。



Scripterは、自転車やスクーター、ホワイトボード等にも貼り付けることが可能
です。


安定性の高いマグネット固定コンパクト＆取り外しできる本体
(47.5 X 47 X 13.2 mm)
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ペンダントの取り付け

ステップ 1.  クリップを取り外し、ネックレスを外します。

ステップ2.  クリップの穴にヘッドピンを差し込みます。

ステップ3.  Scripterをマグネットクリップに装着します。
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専用アプリとのペアリング
Scripterを使用するには、Senstoneアプリとペアリングする必要があります。

専用アプリをダウンロードするには、QRコードをスキャンしてください。



注意：ヘッドホン等のように直接BluetoothでデバイスとScripterをペアリング

することはできません。 



Scripterを初めてペアリングする際は、以下の手順で行います:

1.	App StoreまたはGoogle PlayからSenstoneアプリをダウンロードしてください。

2.	Scripter本体が充電されていることを確認してください。

3.	アプリにサインアップまたはログインしてください。

4.	プロフィール         -> My Scripterへお進みください。

5.	青く点滅し始めるまで、Scripter本体のサイドボタンを押してください。





充電方法

Scripterを充電するには、下図のようにUSB Type-CケーブルをScripterに接続しま
す。

どのようなUSB Type-Cケーブルでも使用することができます。

充電の際は、USB Type-CケーブルをPCやモバイルバッテリーに接続してご利用

ください。Scripterが赤く光り始めましたら、充電開始です。フル充電完了後は、消
灯します。
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6.	接続を初期化するには、アプリの　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ボタンを押してください。       



ペアリング完了後、Scripter本体は光らず、アプリに「接続済み」と表示されます。

アプリがアクティブかつ、接続可能な範囲内にScripterがある状態であれば、いつでも
自動的にScripterに再接続されます。



Scripterを別の端末に接続する場合、または単に接続を解除する場合は、

Senstoneアプリ→Profile 　 　 →MyScripterと進み、Unpairを押してください。

その後、別の端末に接続頂けます。



Start pairing
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Scripterを使う

利用可能な機能
Scripterを使えば、音声メモを録音でき、それらを自動的にテキストに書き起こ

すことが可能になります。全ての音声メモと書き起こされたテキストデータは、

Senstoneアプリに保存され、いつでも音声メモの再生やテキストの編集、共有

が出来ます。 


音声の録音、テキストメモの入力はアプリ単体でも可能です。

このボタンをタップしてください。
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録音された音声メモの再生

ノートを編集し、共有する

リマインダーを作成も可能です。
また、OneNoteなどの広く知られるメモ帳アプリとの連携も可能です。

そのほか、メールにはGmail、カレンダーイベントにはGoogleカレンダーをご利
用いただけます。
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メモをとる
メモを取るには、次の手順で行います。

1.	Scripter本体のサイドボタンを押すと、緑ライトが点灯し、短く "ピー "と

ビープ音が鳴ります。



2.	ビープ音の直後に音声の取り込みが開始されます。

Google Calendar

Gmail
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3.	録音を終えるにはー本体のサイドボタンを押すと、緑ライト消灯ののち、
ビープ音が聞こえ録音が完了します。



録音を停止しない場合、60分後に自動的に音声の取り込みが停止されます。


デバイスに同期する
お手持ちのスマートフォンに接続されている状態で録音した場合、Scripterの同
期は自動的に開始されます。Bluetooth 5を介すことで、スムーズな同期が実現
されます。

スマートフォンにScripterが未接続の状態で録音した場合、スマートフォンが
Bluetoothの接続範囲内（5~7メートル）に入り、再接続されたタイミングで直
ちに同期が開始されます。

バッテリー残量・接続状況をご確認の際は、Senstoneアプリ→プロフィール
→My Senstoneへとお進みください。




2.  オーディオの転送


3.  音声処理


 ハードウェアとアプリを連動


4.  クラウドエンジン


スマートフォンから離れて録音した場合のScriptter平均同期時間

a)	1分間の録音-15秒

b)	5分録音 -2分

c)	10分録音 -2分

d)	30分録音 -4分

e)	60分録画 ~8分
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注意：長時間の録音の場合、データの転送/同期が一度開始された後は、作業が完
全に終了するまで中断されないようにご注意ください。転送/同期プロセス中の作
業妨害は、データの破損、もしくは最悪の場合データの紛失に繋がります。


文字起こしとクラウドへのバックアップ

Scripter本体からお使いのデバイスに音声トラックが移行されるのと同時に文字起
こしが開始され、インターネットに接続されている場合はクラウドへのバックアッ
プも自動的に行われます。一度クラウドにバックアップされたデータへは、
Senstoneアプリをサポートしている他のデバイスからもアクセスが可能となりま
す。



ベーシックプランにご加入の場合、音声の文字起こしは月に100件まで可能です。

プレミアムプランにご加入の場合は、以下の方法で加入することができます。

Senstoneアプリ -> プロフィール    （Android          、iOS　  　 共に） また、プレ
ミアムプランの機能を使用した文字起こしはは月に100件まで可能です。

全てのメモは、クラウドに保存されます。


対応言語

現在、Scripterは19ヶ国の言語に対応しています。


英語
 ドイツ語 フランス語 イタリア語 日本語 ヘブライ語 ヒンディ語

アラビア語

韓国語

中国語
 台湾語 ポルトガル語 スペイン語 ウクライナ語 ロシア語 オランダ語

トルコ語 デンマーク語 スウェーデン語
音声メモを取り始める前に、必ず使用する言語を選択してください。



エラーフリー
 スマートな

ノート処理


スペル＆構文
チェック

Scripterを購入後は、自動的にベーシックプランが提供されます。 



より高性能のノート機能やスマートノート機能のご利用をご希望でしたら、

Scripterアプリ -> Profile          または、 

the website https://www.senstone.io/speech-to-text-plans/

こちらのURLからプレミアムプランにご加入ください。



プレミアムプランでは、より向上された音声から文字への転写機能とスマートノー
ト機能を提供しています。近い将来、究極のスマートノート機能が日常的な選択肢
となるよう日々開発が進められており、日を追うごとに品質が向上されていきま
す。



プレミアムプランで出来ること：

✓改善された音声文字起こし機能

✓ より多くの認識済み短縮・省略用語 

✓ 固有名詞・固有人称

✓ 専門語語

✓ 綴りや構文のチェック

✓ 句読点の配置

✓ 直感的なパラグラフ作成

✓ 不正確な箇所をハイライトで強調し、ボキャブラリーを変更・追加. 



トライアル期間終了後は、毎月ごと・３カ月ごと・半年ごとのスパンでご購入頂け
ます。



詳しくはこちら  

主な機能は以下の通りです。

 https://www.senstone.io/speech-to-text-plans/,

プレミアムプラン
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すぐさま編集
 パーソナライズ

品質向上


ペイ・アズ・
ユー・ゴー


注意：この購読規約は将来変更される可能性があります。


他サービスとの連携

OneNote　 　  、Gmail       、Googleカレンダー        をご利用の方は、Scripter
を使いメモを取り、それをそのままお気に入りのアプリ・ファイルに保存できま
す。

iPhoneでは、現在SenstoneはiCloudと連携しています。その仕組みは

アカウント設定後、下記のようにあなたのノートが自動的に

iCloud Senstoneフォルダとして表示され、iPhoneのフォルダやブラウザからア
クセスが可能となります。ノートのテキストと音声トラックの両方をご利用いた
だけます。



iCloud ドライブ Senstone
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アプリ側の設定では、設定 / 連携の可能性のあるプロファイル/ 接続

- タブを切り離す - “アカウント同士を接続する” - そして認証となります。 

Scripterとの連携はアプリケーション内で無効化でき、どのサービスからも

One Note        からアカウントを切り離すことが可能です。


共有


✓メモを編集し他のアプリと共有する。

✓お手持ちのスマートフォン内で複数のアプリ間で共有
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Senstone アプリ -> My Scripter へ行き、原因や次のステップを確認して

ください。原因としては、バッテリー残量の低下、ディスクの

空き容量の減少、又はScripterと互換性のないファームウェアバージョンな

どがあります。


注意事項

Scripterが充電中でない時に赤く点灯している場合、何かしらの問題が発生して
いることを示しています。
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トラブルシューティング
ノートが書き写されない、トラックが途切れてしまう

この製品は比較的新しいベータ版ですが、私たちは可能な範囲でベストな顧客体

験を提供すべく、最高のものを作るよう努力しています。その場合でもアプリ内

で時折ダウンロードや処理中の処理メモが何らかの形で中断されてしまう可能性

もございます。



その場合は、一度ログアウトして、アプリへ再ログインをお願いいたします。そ

れでも改善されない場合は、Scritpter本体をリセットしてください。


全般的な問題解決について


もし、これらの対処後も問題が解決しない場合は、カスタマーサポートま
でご連絡ください。


1.	 スマートフォン上で、Bluetoothをオフにし、元に戻します。iPhoneの場
合、必ず   コントロールセンターからではなく、設定画面から操作してくださ
い。これでScripterの再接続が完了します。

2.	Scripterアプリを一度終了し、再開してください。

3.	.Scripterのアプリから一度ログアウトし、再度ログインしてください。その
際、再度本体とのペアリングが必要です。

4.	Scripterアプリを一旦アンインストールし、再度インストールしてください。

5.	Scripter Help Center で類似の問題を検索してください。

6. 上記のいずれも問題解決に至らなかった場合、初期状態へのリセットを行っ
てください。
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初期化では、オフライン時に録音した未同期のデータやペアリング情報等を含
むすべての情報をScripter上から削除します。

以下の2つのケースの場合は、初期化実行を推奨します。



1.	Scripterを他の方へ譲り渡すとき

2.	Scripterが正しく動作せず、他の対処法が有効でなかったとき



注意：必ずScripterとスマートフォンを同期させたのち、リセットを実行してく
ださい。



初期化


リセットを有効にするには、本体のサイドボタンを6秒間長押しします。紫色
の光が短く点灯し、すぐに消えます。その後5〜10秒で利用可能となります。
新しい機器とみなされるので、再度ペアリングからおこなってください。
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製品の技術特性


シンプルな
USB充電


4mmエレクト
レットコンデ
ンサーマイク


1時間の連続録音


ワイヤレス
Bluetooth 
5.1


12倍速の処
理スピード


230mAhバッ
テリー


AI搭載 多用途

ToDoメモとリ
マインダー：
IOSのみ


LEDインジ
ケーター

4時間分の内蔵
ストレージ


傷に強い・耐
水性


サードパー
ティーとの連携


IOS, Macbook, 
Android対応


簡単に取り
付け


完璧なノート
テイキング

すべての技術仕様を見るには、以下をご参照ください。
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Scripter
測定されたパラメータ（ハードウェア）:

Bluetooth low energy 5.1 

接続 via Senstone app

動作温度  0℃-40℃

プロ仕様広域MEMSマイク

ストレージ 4時間 

1回の収録可能時間 最大60分

オーディオ WAV, mono 16bit, 16 kHz

ノイズの低減 あり

同期速度 1Mbit/1分に対し8秒

充電式リチウムポリマー電池 230mAh、非交換式

USB Type-C充電器　  対応

カラー ブラック、マット＋グロッシースクリーン

LEDインジケーター あり

サウンドインジケータ あり

外形寸法（mm） 47.5 x 47 x 12.5

重量(g)	　 19 グラム 

背面取り外し  可能-マグネット4個

防水・防塵 防水・防塵 

落下耐性 １m 
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推定されるパラメータ

サイドボタンを押して起動 

最適な収録距離

引っ掻き耐性 あり

電池寿命（平均） 7日間 


電池寿命（記録時） 最大6時間


電池寿命（待機時） 2週間以上


保証 製造上の欠陥に対して1年


取得済み認証  FCC, TELEC MIC, CE

30cm - 1 m

文字おこし精度 99％（品質は音声の純度に起因する)

充電時間 0～100％  最大3時間
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句読点 対応


対応


アプリの機能（ソフトウェア）；
音声からテキストへ 自動、無料、無制限(ベーシックプ

ランの場合)


オーディオの保存
言語

メモの時刻記録機能

単語・文字数カウント　

定額制プラン

機能連携

複数選択と共有

音声コマンド

Todoリストとリマインダー	

セキュリティ	

ベーシック：19原語 /プレミアム：4言語


 対応


 対応


対応　 プレミアムプラン（契約自動
更新）
iCloud, Gmail, Google Calendar,

OneNote, Evernote
全てのアプリで可能 

対応ー英語のみ


対応ーiPhoneのみ


プロトコルAES 128で暗号化、タッチ

/フェイスIDでメモにアクセス
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FCC、CE、TELEC MICコンプライアンス

ScripterはFCC、CE、TELEC MICの認証を取得しています。これは、有害な干
渉を起こさず、心臓インプラントや心臓病を持つ人に対しても安全であること
を意味します。詳しくはこちらをご覧ください。

保証書
製造上の欠陥に対して1年間の保証を提供します。 


返品ポリシーおよび問い合わせ先

返品ポリシーや問い合わせ先に関してはこちらをご覧ください。



Scripterは、リチウムポリマー電池を含む電子機器としてリサイクルしてくだ
さい。



Scripterは家庭用ゴミ箱やリサイクルボックスには入れず、

リサイクルまたは家庭用有害廃棄物の収集場所に持ち込むようにしてくださ
い。


リサイクルに関しまして


