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FLIPPER3とは

FLIPPER3は、ロゴスウェアが開発・販売する、ページめくり型のデジタルブックです。

• Flashプレーヤ上で動作するため、追加ソフトなしに、幅広い閲覧環境で動作

• Windows、Mac どちらでも動作、 どちらでも動作

• IE、Firefox、Safari、などどんなブラウザでも閲覧可能

• CDやDVDでの配布も可能

• 「ページめくり」、「多段階ズーム」、「付箋・メモ」、「リンク」、「動画・音声再生」・・・
など充実の機能

• 豊富な販売バリエーション

– 作成ソフトの販売バリエーション

年間定額 パ ケ ジ販売（売り切り） 従量課金 プリペイド（作成枚数制限）• 年間定額、パッケージ販売（売り切り）、従量課金、プリペイド（作成枚数制限）

• 年間定額／パッケージ販売には、更に「バリュー」、「レギュラー」、「エキスパート」の区分

• プラグインで機能強化 （PDFインポーター、・・・・）

– 制作代行サービスも提供制作代行サ ビスも提供



幅広い閲覧環境

プレ ヤで閲覧Flashプレーヤで閲覧

（追加プラグイン不要）

Windows、

Macintosh両OSに対応

Win

Macintosh両OSに対応
Mac

CD-ROMでの配布も可能

（コピー枚数無制限）（コピ 枚数無制限）



充実した機能

優れた操作性

• 進化したページめくり操作

ダ グ

ソーシャル機能

• Twitter × デジタルブック（ソーシャルメディア対応）

• ダイナミックサイジング

• 保存可能な手書きメモ・付箋

• 多段階ズーム

高品位印刷

• ページ内埋め込み機能

• ページ別URL出力

• コメント共有機能（*要Libra）

• 高品位印刷

• クリッピング機能

• コピー＆ペースト

堅牢性

拡張性

• デザインや機能のカスタマイズ

• Eラーニング用SCORM対応

デ ブ堅牢性

• 大量ページ数に対応

柔軟性

リンク設定

• 「しゃべって説明してくれるデジタルブック」

制作も可能

ログ解析
• リンク設定

• 音声・ビデオ再生

• レイヤーデザイン

• スタンプ機能

• Google Analytics対応

• ヒートマップ型アクセスログ解析

幅広い閲覧環境

検索機能

キ ド検索 イ イト表

スタンプ機能

• スキンデザイン選択

幅広い閲覧環境

• マルチデバイス対応

• CDやDVDでの配布も可能

• キーワード検索ハイライト表示

• 検索エンジン対応

• 複数ブック横断検索（*要Libra）

プラグイン機能強化

• PDFインポーター3(有料オプション）



LOGOSWARE FLIPPER 作成ソフト
バリエーションバリエ ション

スキン iPhone ヒートマップスキン iPhone
iPad
対応

ヒ トマップ
型

ログ解析
利用期間 利用人数 料金

標準 追加

年間定額制

バリュー
1種類

(ロゴあり)
× × ×

1年間
1台のPC
のみ

年間固定価格レギュラー 6種類 × ○ ○

エキスパート 7種類 ○ ○ ○キス ト 7種類 ○ ○ ○

パッケージ販売

バリュー
1種類

(ロゴあり)
× × ×

無制限
1台のPC パッケージ

レギ ラ 6種類 × ○ ○ 無制限
のみ 価格レギュラー 6種類 × ○ ○

エキスパート 7種類 ○ ○ ○

プリペイド制

一般・商用 7種類 ○ ○ ○
無制限 無制限

購入した
ページ数に
達するまでアカデミック

1種類
(ロゴあり)

× × ×

従量課金制従量課金制

7種類 ○ ○ ○ 無制限 無制限
使用した分だ

け課金



FLIPPER3 をお使いいただく４大メリット

メリット１： スマートフォン(iPhon Android) iPad対応メリット１： スマ トフォン(iPhon、Android)、iPad対応

メリット2： 高機能・高品質・高操作性

メリット3：しゃべって説明してくれる

デジタ ブ クが作れるデジタルブックが作れる

メリット4： 本棚型システムで利用範囲が拡大



メリット1： スマートフォン(iPhone、Android)、
iPad対応iPad対応

「対応するデバイス」

• パソコン（Windows／MacOS) 

• スマートフォン（iPhone／Android) 

タブレット（iP d)• タブレット（iPad) 

※Android版スマートフォンは、現在未対応ですが、将来のバージョンで対応します。

「作成は1回、必要なデバイス用に一括書き出し」

複数デバイス用のデジタルブックを作成する場合でも、作成は一回だけです。

書き出し時に複数デバイス向けに一括書き出しします。

「コンテンツURLは１つ デバイスに最適な表示を自動選択」「コンテンツURLは１つ、デバイスに最適な表示を自動選択」

どのようなデバイスからアクセスする場合でも共通の一つのURLでアクセスします。



メリット2： 高機能・高品質・高操作性

「読みやすさ」「見やすさ」が格段に向上

閲覧者のパソコン画面の大きさに合わせて、 適な画質を自動選択

高解像度モニタの閲覧者なら、拡大なしで、細部の文字までハッキリ読めます。

従来見られたような 画面サイズに合わせた静止画像の単純拡大ではありません従来見られたような、画面サイズに合わせた静止画像の単純拡大ではありません。

他のデジタルブック FLIPPER3

静止画の単純拡大 ダイナミック・サイジング



メリット2： 高機能・高品質・高操作性

「探している情報」がすぐ見つかる

検索エンジン対応（SEO対策)

＜検索エンジン検索結果＞

検索エンジン対応（SEO対策)

GoogleやYahooにすべてのページをインデックス可能

検索キーワードのハイライト

検索されたキーワードがハイライトされます。

複数ブック横断検索 （*別製品Libraも必要）

Libraを併用すれば、大量のブックから瞬時にLibraを併用すれば、大量のブックから瞬時に

キーワード検索できます。

＜デジタルブック管理システム「Libra」＞ ＜検索ワードハイライト表示＞



メリット2： 高機能・高品質・高操作性

「新しい情報共有」が作れる

コピー＆ペーストT itt デジタルブック（ コピ ＆ペ スト

ブック内の任意の文字を選択し、テキスト形式

で抽出することが可能。 抽出されたテキストは、

Twitterｘデジタルブック（ソーシャルメディア対応）

デジタルブックを使った新しいソーシャルコミュニケーションが

実現します。Twitter機能は、iPhoneやiPad上でも使えます。い

他の文書やメールなどにペーストできます。

ペ ジ内埋め込み

つでも、どこでも、デジタルブックについてツイートできます。

その他、Facebookやはてなブックマークへの投稿機能も整備

されています。
ページ内埋め込み

ページ内埋め込み用URLを取得し、ブログ等に

貼り付けることにより、簡単にページ内に埋め込

す

クリッピング（切り抜き）機能

ブ ク内のお好きな範囲を選択して切り抜き めます。ブック内のお好きな範囲を選択して切り抜き、

画像として保存が可能。

ページ別URL出力

ページ毎の固有のURLが出力されます。このURL

を人に伝えて 特定のページをピンポイントにを人に伝えて、特定のページをピンポイントに

閲覧させることが可能。



メリット2： 高機能・高品質・高操作性

「デザイン変更が簡単」

が提供する 「画像差替え型 キ を利用すれば 簡単 オ ジナ デザイ デジタ ブ クFLIPPER3 Makerが提供する、「画像差替え型スキン」を利用すれば、簡単にオリジナルデザインのデジタルブック

が作れます。

「画像差替え型スキン」は、フォルダ内にある画像データをご自身で作成した画像と差替えることで、自由にデザイ

ンを変更できます。Flash作成技術などを一切必要としないため、多くの方々がご自身でスキンの変更を行えます。

また、マウスが重なったときに表示されるヒントのポップアップの文言も、外部xml により自由に変更ができます。

これにより、日本語以外のスキンの作成も容易になります。れにより、日本語以外の キンの作成も容易になります。



メリット3： しゃべって説明してくれる
デジタルブックが作れるデジタ ック 作れる

学習教材、取扱説明書、製品パンフレット、会社案内などのブック形式資料に説明用音声を加え、

その音声に同期させて、ページをめくったり、拡大したり、移動したり、線を引いたり、ペンで書き込みを

したりと自在な演出が施せます。

既存のブック形式の素材をそのまま利用して このような先進のデジタルコンテンツが誰にでも簡単に低既存のブック形式の素材をそのまま利用して、このような先進のデジタルコンテンツが誰にでも簡単に低

コストで作れてしまいます。

※「しゃべって説明してくれるデジタルブック」の作成には、FLIPPER3 Makerに加えて、

プレゼン型コンテンツ作成ソフト「STORM Maker」が必要になります。プレゼン型コンテンツ作成ソフト STORM Maker」が必要になります。



メリット4： 本棚型システムで利用範囲が拡大

ライブラリ型プラットフォーム「Libra(リブラ)」（別売）を併用すると更に利用範囲が広がります。

Lib は FLIPPER3 M k で作成された大量のデジタルブ クを本棚形式で整理し 検索によりLibraは、FLIPPER3 Makerで作成された大量のデジタルブックを本棚形式で整理し、検索により、

求めている情報に素早くアクセスするためのサーバーシステムです。

デジタルブック「FLIPPER3」とプラットフォーム「Libra」の組み合わせは、商品カタログ、パンフレット、マニュアルなど、”

読む”という行為以上に”探す”という行為が重要なドキュメントのための 良のソリューションになります。

また、デジタルブック「FLIPPER3」もプラットフォーム「Libra」もパソコンのみならずiPhone／iPad閲覧に対応します。

これにより 企業の営業担当者は 客先プレゼンの場で 店頭での接客の場で iPadを使い 自社の商品カタログこれにより、企業の営業担当者は、客先プレゼンの場で、店頭での接客の場で、iPadを使い、自社の商品カタログ、

パンフレット、マニュアル類からお客様の要望にあわせて必要な情報を素早く探し出し提示できるようになります。



FLIPPER 導入事例１

株式会社Z様 出光カード様

野村不動産様 コープさっぽろ様

DC CARD様 帝国ホテル様



FLIPPER 導入事例２

＜その他＞

慶應義塾大学メディアセンター様 阿部興業株式会社様

岡山大学付属図書館様 株式会社 成光社様

日本外国語専門学校様 株式会社メック様

大分大学様 株式会社ワクワクドライブ様

日本体育大学様 株式会社ハンモック様

日本大学様 株式会社内田洋行様

日本メナード様 第一資料印刷株式会社様

総合資格様 財団法人 環境情報普及センター様総合資格様 財団法 環境情報普及 タ 様

株式会社世界貿易センタービルディング様 栄光武道具様

株式会社ぱど様 タヒチアンノニ インク様 等株式会社ぱど様 タヒチアンノ インク様 等



スキン カスタマイズ事例

三省堂様 イフスタジオ様三省堂様 イフスタジオ様

TOTO様 グリーンスタンプ様

JR東海ツアーズ様 富士火災様



お客さまの声（１）

■動作がスムーズ
新日本建物様
「動きも軽快でストレスを感じさせることがなく、大変満足しています」
ソネットエンタテインメント様
「スムーズな動作で非常に満足しています」
セキスイハイムクリエイト様
「ページをめくるのもスムーズだし画像の拡大機能等を含め弊社としては満足しています」
ベネッセコーポレーション様ベネッセコ ポレ ション様
「表示がきれいで速く、「ページめくり感」があり、操作にストレスがないこと」
ハンモック様
「FLIPPERの表示スピードの速さに非常に感銘を受けました」

■高品質 高機能■高品質・高機能
白鷺マーク製作所様
「本物のカタログのようにページをめくる音がしたり付箋を貼れるので見やすいと評判です」
総合資格様
「ページめくり・拡大・移動などの機能があるため、より現実的に、より具体的に見せることができます」ジめくり 拡大 移動などの機能があるため、より現実的に、より具体的に見せる とができます」
ハンモック様
「カタログを閉じてもペンや付箋が残っている技術は素晴らしく、あたかも実物のカタログのようです」
内田洋行様
「紙のカタログのように簡単に閲覧でき、付箋やペン機能も便利と好評です」
第一資料印刷様第一資料印刷様
「誌面レイアウトのまま、快適 に閲覧でき、ページの移動も“めくる”感覚で行えるところが とても気に入っています」
慶応義塾大学様
「拡大できることや、付箋やインデックスをつけることができるために、研究への応用が可能となりました」
フォーサイト様
「 は機能が充実し おり 画質もきれ 価格もリ ズブナ す「FLIPPERは機能が充実しており、画質もきれいで、価格もリーズブナルです」
岡山大学様
「FLIPPERは多くの機能を兼ね備えているので便利で、中でも全文検索がよいです」



お客さまの声（２）

■ 閲覧環境が幅広く MacもOK
日本メナード化粧品様
「Flashでプラットフォームに依存せず閲覧できるFLIPPERは社内で高い評価を得ました」
インターオフィス様
「幅広い環境で利用出来る点が決め手でした」
ユニット様
「私たちが重要視したのは 特殊な追加プラグインを必要としない点とOSに依存しない点です」「私たちが重要視したのは、特殊な追加プラグインを必要としない点とOSに依存しない点です」
内田洋行様
「Flash Playerで利用できるため、利用するための環境設定が不要です」
環境情報普及センター様
「閲覧時に特別なプラグインが必要なく、ブラウザやOSに依存しないため」

■ 自社開発だから、カスタマイズ可能
コクヨストアクリエーション様
「開発会社さんなので、今後の展開が期待できると感じました」
ワクワクドライブ様
「専用の教材用オリジナルスキンも開発していただき、私どもの要望どおりの仕上がりになりました」

■ デザインが豊富で個性的
新日本建物様
「デザインが数パタ ンから選択できるのも良いと思いました」「デザインが数パターンから選択できるのも良いと思いました」
ワクワクドライブ様
「他社でも見本はあったのですが、FLIPPER はデザイン性が優れていました」




