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THiNQとは？ 

「特定のシステム上でしか使え  
 ないので、使用用途やシーン 
 が限られる」 

「テキストベースの簡素なものしか 
 作れない。動画や音声なども  
 使ったリッチで魅力的なものを作   
 りたい」 

従来の 
クイズ・アンケート作成ソフト 

解決します！ 
が 

すごく魅力的 な 

クイズ・アンケートコンテンツが、 

 なら 

超簡単に作れます！ 

お手持ちのテキストデータや動画、音声ファイルなどで 

クイズ・アンケートコンテンツを作成するソフトウェアです。 

もっと簡単に、 
もっと魅力的な 

クイズ・アンケートを 
作れないだろうか？ 
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３種類のコンテンツを簡単作成① 文字ベースのクイズ・テスト 

 

 

1.文字ベースのクイズ・テスト 
 

問題文と選択肢を書いたテキストファイルを読み込み、あっとい

う間にクイズ・テストコンテンツを作成することが出来ます。ど

んなに問題数があっても、約5分で完成する簡単さです。 

 

また、リッチテキストによる文字装飾も可能で、文字ベースで

あっても出来上がりはとても高品位です。 



Copyright© 2013 LOGOSWARE Corporation, All Rights Reserved.  

３種類のコンテンツを簡単作成② マルチメディア対応クイズ・テスト 

2.マルチメディア対応クイズ・テスト 
 

THiNQ Makerは、出題、回答、解説画面に、画像、音声、動画を使った凝ったコンテ

ンツを作ることも簡単です。 

 

問題入力画面の指示に従って必要事項を記入したりファイルをアップするだけで誰でも

マルチメディア対応クイズ・テストが作れます。 
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３種類のコンテンツを簡単作成③ アンケート 

3.アンケート 
 

THiNQ Makerにはアンケート作成のための専用モードが備わっています。クイズ・テ

スト作成の簡単さはそのままに、音声や動画を使ったリッチさを備えたアンケートの作

成が出来ます。 

またアンケートには不可欠な集計機能もスコア機能（レギュラー・エキスパート版に装

備）で実現。 

マルチデバイス対応なのでアンケートとして非常に効果的です。 
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優れた特長 

①豊富な出題パターンを装備 
問題文に最適な形式を作れます 

②マルチデバイス対応 
話題のKindle Fireにもいち早く対応 

③2種類の履歴管理システムを用意 
「簡単・無料」と「高性能・有料」 

④CD・DVDで配布可能 
教材配布や書籍添付用に便利  

4つのメリット 
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問題文に最適な形式で作れます。 
6つの回答形式 

 

 

 

152種類の出題レイアウト 
 

 

 

出題・採点設定 

 

 

 

メリット① 
豊富な出題パターンを装備 

バリエーションの豊富さは見た目だけにとどまりません。以下のような豊富な出題・採点方法を持つことが可能です。 

• 判定モード（ 1問毎 / 最後に一括）  ・制限時間（ 1問毎 / 全体） 

• 問題のスキップ（ 許可 / 禁止）  ・採点対象（ 1問毎） 

• 抽出出題（ ランダム出題）   ・解説画面・資料画面の有無 

• カテゴリー別問題抽出（ 問題のカテゴリーごとにランダム出題） 

上記6種類の解答形式の各々には、更に豊富な出題レイアウトが揃っています。出題レ
イアウトとは、問題文や選択肢の配置や大きさのバリエーションです。 

 
上の6つの解答形式と組み合わせると最大152種類もの出題レイアウトが可能です。 
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メリット② 
マルチデバイス対応 

話題のKindle Fire にもいち早く対応 
 

THiNQ Makerで作られたコンテンツなら、 

パソコンはもちろんの事、多くのモバイル・デバイス 

から利用できます。 

THiNQ Makerは、Amazonから発売開始になった 

注目の電子書籍タブレット 

Kindle Fire( Fire HD)にもいち早く対応しました。 

 

• デバイスをまたがって中断・再開が可能 

コンテンツの中断・再開が可能です。例えば、 

モバイル・デバイスでコンテンツを途中で 

中断した場合でも、次にパソコンで閲覧 

したときには、その続きから再開できます。 
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メリット③ 
2種類の履歴管理システムを用意 

「簡単・無料」と「高性能・有料」 
 

 
 

簡単・無料「スコア機能」 

 

 

有料・高性能「eラーニングお手軽スタートパック」 

 

 

THiNQ Makerで作成されたクイズ/ テストやアンケートコンテンツは、受講者や閲覧者の履歴や

回答内容を保管する仕組みを使うとコンテンツの利用範囲が大きく広がります。 

 

THiNQ Makerでは、このような用途のために2種類の履歴管理システムを用意。 

eラーニング「お手軽スタートパック」は、eラーニングに必要なソフト類とサー

バーを全部まとめてワンパックにして、低価格でお客さまに提供するものです。 

 

  サーバー準備や保守の心配なし 

  月額3万5千円で100名使える 

   

Scoreは、閲覧者のテストやアンケートの結果を蓄積し、管理者に履歴データを提

供するWebサービスです。追加の費用やサーバーの設置はいりません。 
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メリット④ 
CD・DVDで配布可能 

教材配布や書類添付用に便利 
 

オフライン閲覧キットでCD・DVDコンテンツへ 

 

 
 
 

•作ったコンテンツをCD・DVDコンテンツへ 

「オフライン閲覧キット」（別売）をご用意。 

THiNQで作成された学習コンテンツをCDやDVD

に焼いて配布用や、書籍の添付用としてご利用で

きます。 

 

CD・DVD閲覧用に新たなコンテンツを作る費用

と時間を大幅削減することが可能です。 
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主な機能 

多彩なクイズ・テスト、アンケート作成を可能にする豊富な機能 

無料で履歴管理 

アンケート実施・自動集計 

マルチデバイス対応 音・ビデオ対応 

豊富な出題パターン 

CD/DVDオフライン閲覧 



機能一覧① 
作成ソフト（THiNQ Maker） 

パソコン閲覧 
iOS / Android / 
Kindle Fire閲覧用 

▼使用可能な素材 

画像ファイル 
○ 
形式：
JPEG/PNG/SWF 

○ 
 
形式：JPEG/PNG 

音声ファイル 
○ 
形式：MP3 

○ 
形式：MP3※1 

動画ファイル 
○ 
形式：FLV 

○ 
形式：FLV※1 

▼出題形式設定 

判定形式 全問回答後/1問ごと 全問回答後/1問ごと 

問題配点  〇  ○ 

合格不合格判定  ○  ○ 

制限時間 
 ○ 
制限時間バー表示：全問
/1問ごと 

× 

シャッフル出題 
（ランダムな出題順番） 

 ○  ○ 

抽出出題 

 ○ 
全問/カテゴリ別 
例：全50問中ランダム抽
出の10問を出題するなど 

× 

採点対象/採点対象外  ○ 
1問ごとに設定可 

 ○ 
1問ごとに設定可 

アンケート作成・リアル
タイム自動集計 

 ○ 
※エキスパートのみ 

 ○ 
※エキスパートのみ 

パソコン閲覧 
iOS / Android / 
Kindle Fire閲覧用 

▼回答形式設定 

正誤 ○ ○ 

ボタン選択 ○ ○ 

ラジオボタン選択 ○ ○ 

チェックボックス ○ ○ 

テキスト入力 ○ ○ 

ドラッグ＆ドロップ ○ × 

▼画面遷移 

開始画面設定 〇 〇  

結果画面設定 
〇 
合格・不合格メッセー
ジ、得点表示 

〇 
合格・不合格メッセージ、得
点表示 

問題文の追加資料 ○ × 

解説画面 ○ ○ 

▼拡張性 

デザイン/レイアウトの
選択 

○ 
※バリューは除く 

× 

デザイン / レイアウト

のカスタマイズと追加  
○ 
※エキスパートのみ 

× 

※1） 選択肢での使用は不可 



機能一覧② 
作成されるコンテンツ 

パソコン閲覧 
iOS / Android / 
Kindle Fire閲覧用 

▼コンテンツ閲覧環境 

OS Windows,MacOSX iOS,Android 

ブラウザ・プラグイン 
プラグインFlashPlayer 

8.0以上 
プラグイン・専用アプリ不要 

（ HTML+JavaScriptで閲覧） 

CD /DVDでの配布 ○ 該当せず 

▼画面遷移 

中断/再開機能 〇 〇 

問題のブックマーク 〇 × 

▼拡張性 

サイトへの埋め込み ○ ○ 

SCORM1.2対応 ○ ○ ※１ 

SCORM2004対応 ○ 検証中 

▼ログ解析 

スコア機能（Google App Engineを利用した閲覧ログ解析） ○ 
※レギュラー・エキスパートのみ 

○ 
※レギュラー・エキスパートのみ 

※1） コンテンツをiframeで動作させるタイプのLMSでは、表示に問題が発生します。詳細はお問い合わせください。 

http://suite.logosware.com/inquiry/
http://suite.logosware.com/inquiry/
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活用事例 

THiNQ Makerは多くのお客さまに支持されています。 

大学 一般企業・団体 教育サービス 

（一部抜粋・順不同） 

http://http/suite.logosware.com/category/voice/thinq-maker/
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動作環境：作成ソフト側／掲載サーバー環境 

OS 
Windows® 8、8.1 
Windows® 7 日本語版（ 32bit版／64bit版） 
Windows® XP 日本語版（ 32bit版）※１ 

CPU Intel Pentium 1GHz 以上 

メモリ 512MB 以上の空きメモリ 

モニタ 解像度1024×768、16 ビット以上を表示可能なカラーモニタ 

ソフトウェア 

Adobe AIR 2.0以上のランタイム環境 
（THiNQ Makerインストール時に合わせてインストールされるため、別途ご準備いただく必要はござ
いません） 
.NET Framework 3.5 SP1以上 

環境 

• インターネット接続環境 
  ※ソフトウェア起動時にアップデート情報の確認を行います。 
  最新プログラムがリリースされている場合は、弊社サーバーよりダウンロードを実行します。 
• インストール時には管理者権限のアカウントでログインしている必要があります。 

■動作環境 

■掲載サーバー環境 

一般的なWebサーバーに掲載いただけます（ 特殊な設定などは不要です） 

学習管理システム（LMS）に掲載する場合は、SCORM1.2または2004に対応したLMSに掲載いただ
けます。 

※スコア機能対応コンテンツは一般的なWebサーバーに掲載してください。 

※1） 2014年4月9日マイクロソフト社Windows XPサポート終了に関連して、ロゴスウェアの対応はこちらをご覧ください。 

http://learning.logosware.com/2013/12/16/report-5/
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動作環境：閲覧側（推奨環境） 

Windows® Macintosh® 

OS 

Windows® 8、8.1 
Windows® 7  
Windows Vista®  
Windows® XP ※1 

Mac OS® X 10.2.8以降 

CPU Intel Pentium III 800MHz 以上 
PowerPC G3 600MHz 以上 
インテルCore Duo 1.33GHz 以上 

メモリ 256MB 以上の空きメモリ（ 512MB 以上推奨） 

モニタ 解像度1024×768、16ビット以上を表示可能なカラーモニタ 

ブラウザ 
Internet Explorer® 7以上 ※２ 
Firefox® 2 以上 
Google Chrome 

Safari 3 以上 
Firefox® 2 以上 
Google Chrome 

プラグイン 

Flash Player 9.0 以上 
※ スコア機能を使う場合、コンテンツ閲覧にはFlash Player 10以上をご利用ください。 
※ Flash Player 8.0で閲覧したい場合は、プレイヤーバージョンとして「Version1」を選択してください。 
プレイヤーバージョンについては、操作マニュアルを参照してください。 

環境 
インターネット接続環境 （回線速度：ブロードバンド以上） 
※CD-ROMなどのオフライン閲覧時には必要ありません。 

■パソコン 

■スマートフォン／タブレット 

対応機種 ※標準ブラウザでの閲覧を前提とします。  
・iPhone ( iPhone4以上) : iOS4.3以上 
・iPad : iOS4.3 以上 
・Android : Android2.2 以上 － Android対応機種リストはこちらをご覧ください。 
・Kindle Fire ( Kindle Fire 2nd Generation, Kindle Fire HD) 

OS及びブラウザの環境につきましては、Adobe FlashPlayerのシステム条件に依存します。Adobe社Webサイトでご確認ください。 
※1） 2014年4月9日マイクロソフト社Windows XPサポート終了に関連して、ロゴスウェアの対応はこちらをご覧ください。 
※2） Internet Explorer11の注意点はこちらをご参照ください。 

 

※ 1.9.2以前のTHiNQ Makerで作成したコンテンツの場合、 Androidでの動画・音声の再生には FlashPlayer10以上がインストールされている必要があります。 

 

http://doclib.logosware.com/content.html
http://suite.logosware.com/wp-content/uploads/11-TH030165.pdf
http://suite.logosware.com/wp-content/uploads/11-TH030165.pdf
http://www.adobe.com/jp/software/flash/about/
http://www.adobe.com/jp/software/flash/about/
http://www.adobe.com/jp/software/flash/about/
http://www.adobe.com/jp/software/flash/about/
http://learning.logosware.com/2013/12/16/report-5/
http://learning.logosware.com/2013/11/05/news-140/
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販売プラン 
THiNQ Makerは、2種類の販売プランがあります。 

 

 

 

 

 

 

グレード（料金プラン） 
販売プランには３つのグレード（料金プラン）があります。 

販売プラン・グレードの違い 

年間定額制プラン 

パッケージ販売プラン 2種類の販売プラン 

バリュー 

レギュラー 

エキスパート 

販売プラン 

年間定額制／パッケージ販売 

グレード（料金プラン） 
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販売プランによる利用期間・利用人数の違い 

 

 

 

 
グレードによる機能の違い 

販売プラン 利用期間 納品形態 承認方法 利用人数 

年間定額制※1 1年間 CD ライセンスキー 1台のPCのみ 

パッケージ販売※1 無期限 CD ライセンスキー 1台のPCのみ 

販売プラン・グレードの違い 

※上記以外の機能の違いはありません。 

スキン  iPhone/iPad/Android/Kindl
e Fire 閲覧対応 

スコア機能 
アンケート 
作成・集計 標準 追加 

年間定額制・パッケージ販売（買取）（一般・商用／アカデミック共通） 

バリュー １種類 × × × × 

レギュラー 4種類 × ○ ○ × 

エキスパート 4種類 ○ ○ ○ ○ 

※すべての製品において、制作物の配布条件に制限はありません。 
第三者からの委託を受け制作代行業務をすることも、作成されたコンテンツを販売することも可能です。 
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販売価格① 年間定額制／パッケージ販売（買い取り） 

年間定額制  1年間、固定料金でご利用できる方式。作成枚数は無制限です 

 

 

 

 
 

パッケージ販売（買い取り）使い放題、無期限のプランです 

 

料金プラン（グレード） 一般・商用 アカデミック 内 容 

バリュー ¥13,000 ¥9,100 ロゴスキン1種 ※LOGOSWAREのロゴ入り 

レギュラー ¥27,000 ¥18,900 標準スキン4種 

エキスパート ¥60.000 ¥42,000 標準スキン4種 スキン追加可能（有料） 

税抜 

料金プラン（グレード） 一般・商用 アカデミック 内 容 

バリュー ¥32,500 ¥22,750 ロゴスキン1種 ※LOGOSWAREのロゴ入り 

レギュラー ¥67,500 ¥47,250 標準スキン4種 

エキスパート ¥150,000 ¥105,000 標準スキン4種 スキン追加可能（有料） 

※１：アカデミック版は、教育関係者様向けとなります。「アカデミック版」詳細 
※２：保守サービス費用の詳細については保守サービスページをご覧ください。 
※３：上記価格はPC1台あたりのライセンス料金です。 
２本目以降のライセンス同時購入に限り、半額でご利用いただけます。 

税抜 

http://suite.logosware.com/info_academic/
http://suite.logosware.com/thinq-maker/support/maintenance/
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販売価格② プラグインオプション 

種類 販売価格 内 容 

オフライン閲覧キット 
¥48,000 
/１PC※ 

CD-ROMやDVD-ROMなどオフラインで 
複数のコンテンツを閲覧させる事ができるキット 

オンラインストレージ 
¥9,600 

/1ユニット 

作成したコンテンツをアップロードするインターネット公開用Webサーバー
です。１ユニットあたり100MBの容量が提供されます。 
オンラインストレージに関する詳細は専用ウェブページをご覧ください。 

※上記価格はPC1台あたりのライセンス料金です。 

税抜 

http://suite.logosware.com/online-storage/
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最後に 

 

最後までご視聴いただき、 

誠にありがとうございました！ 

無料体験を申し込む 

クリック！ 


