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機能一覧

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

• Twwiter × 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）



さらに進化したページめくり

FLIPPER3は、ページのめくり感も大きく進化し、本当に本をめくっているような感覚を体験。

また、右クリックメニューやスクロールホイールによる操作にも対応。また、右クリックメニュ やスクロ ルホイ ルによる操作にも対応。

画面いっぱいに拡大させる機能も搭載。

従来のデジタルブックでは味わえなかった操作性を実現。

リアルな

ページめくり
全画面

表示

マウス

表

ウ

ホイールで

拡大・縮小



ダイナミック・サイジング

閲覧者のパソコン画面の大きさに合わせて、 適な画質の電子ブックを表示。

高解像度モニタを使用している閲覧者であれば 細部の文字まで拡大無しで読めます高解像度モニタを使用している閲覧者であれば、細部の文字まで拡大無しで読めます。

この機能は、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。
単純拡大では、細かい文字はにじんでよく読めませんが、ダイナミック・サイジングでは、単純拡大では、細かい文字はにじんでよく読めませんが、ダイナミック サイジングでは、
細かい文字でもくっきり見えます。

ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ･ｻｲｼﾞﾝｸﾞ無し ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ･ｻｲｼﾞﾝｸﾞあり



保存可能な手書きメモ、付箋

「ちょっとしたメモを書き込む」、「よく使うページに付箋を貼る」など、

紙媒体で行なっている動作をFLIPPER3上で可能。紙媒体で行なっている動作をFLIPPER3上で可能。

この情報は個人のPCに記録されるので、自分専用の本のように扱えます。

フリーハンド
入力入力

付箋 テキスト
入力

メモ



多段階ズーム

閲覧しているページを多段階にズーム可能。

多段階多段階

ズーム

拡大縮小ツール

マウスを活用した拡大操作



ページ印刷

表示しているページを綺麗に印刷する事が可能。

片ページづつに印刷する事も、見開きで一緒に

印刷することも可能。

さらに、ペン・付箋で書き込みした情報も一緒に

印刷する事も可能印刷する事も可能。

従来に比べて、高品位で印刷を実現。

細かい文字や画像も、より綺麗に印刷。細かい文字や画像も、より綺麗に印刷。



インデックス表示

ビジュアル目次・テキスト目次から指定ページにジャンプすることが可能。

ビジ アル テキストビジュアル

目次

テキスト

目次



クリッピング機能

ブック内の任意の部分を自由に切り取り、保存することが可能。

例えば、閲覧者は、電子チラシで気になる商品を切り取って、メール添付でお友達に送れます。

また、カタログに掲載されている商品を切り取って、説明資料作成等に役立てられます。

▲切り抜いた画像

＊ パソコン内への保存は Flash Player10での閲覧者限定の＊ パソコン内への保存は、Flash Player10での閲覧者限定の

機能です。 すべてのFlashバージョンに対応させるには、サー

バー側に簡単なソフトを組み込む必要があります。



コピー＆ペースト機能

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事が可能。

抽出されたテキストは、他の文章やメールにペーストできます。抽出されたテキストは、他の文章やメ ルに ストできます。

野菜(やさい)とは、一般には

水分が多い草本性で食用と

なる植物を指す。青物ともい

う。食用となる植物で、主に

葉や根、茎(地下茎)、甘くな

い実を食べるものを野菜とい

うことが多い。同様な部分を

食べるもので、野生のものを

利用する場合、山菜という。

農業・園芸の分野では野菜

になる作

▲コピーしたテキスト



URLリンク、動画、音声の挿入

HTMLのwebページと同じように画面や文字の好きなところにリンクの追加が可能。

特定のページに、ビデオや音声を組み込む事が可能になり、紙媒体では実現不可能な

幅広い表現を可能に。

▼音声再生

▲音声再生

▲WEBサイトへのリンク

▲動画再生



スタンプ機能

スタンプ機能を使えば、「セール中10％OFF」「在庫切れ」などの追加情報を

いつでも好きなところに表示させることができます。いつでも好きなところに表示させることができます。

スタンプの追加には、ブックの元データの編集不要。

そのため、運営者の方々自身で簡単こまめな情報更新が可能になります。



スキン（デザイン）の選択

標準スキンを数種類用意。

また、お客様の用途に合わせてデザインを完全に作り変えることも可能。



キーワード検索

探している情報をキーワード検索で素早く探し出します。

検索されたキ ワ ドは ブ ク内で イライト表示検索されたキーワードは、ブック内でハイライト表示。

サーバー側の機能

は使いませんは使いません。

従って、CD/DVD配布用

に作成し もに作成しても

検索可能

▲検索入力



検索エンジンＳＥＯ対応

GoogleやYahoo等の検索エンジンを使用し、該当するブックのページが表示。

検索結果をクリックするとブックの該当のページが開くばかりでなく、検索結果をクリックす ック 該 開 り な 、

キーワードに使用された単語がハイライト表示。

サーバー側に特別なプログラムは一切不要です。サ 側に特別なプ グラムは 切不要です。

▲ Googleで検索した結果

▼結果から自動的にブックが開く

検索単語には、

１．ブックのタイトル

２．目次に設定したキーワード
▲ Googleの結果をクリックした画面

３．検索文字に設定したキーワード等

で検索することができます。



Twitter × デジタルブック（ソーシャルメディア対応)

• 話題のTwitterとの連携が実現しました。デジタルブックの指定した領域をハイライト
で示しながら T itt に書き込めますで示しながら、Twitterに書き込めます。

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。いつでも、どこでも、デジタルブックに
ついてツイ トできます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。



ページ内埋め込み機能

FLIPPER3のデジタルブックは、画面上で右クリックすると、ページ内埋め込み用URLを取得することが

できます。そのURLをコピーし、ブログなどに貼り付けることにより、簡単にページ内に埋め込めます。できます。そのURLをコピ し、ブログなどに貼り付けることにより、簡単に ジ内に埋め込めます。

FLIPPER3
ブログ側

▲3種類の大きさのURLの取得が可能



ページ別URL出力

ブック内の特定のページの“ここ”をピンポイントで友達に紹介したい！

と言うことはありませんか？ ページ毎にURLを出力させる機能が装備と言うことはありませんか？ ペ ジ毎にURLを出力させる機能が装備。

このURL情報をお友達に送信すれば、特定のページを一発で開けます。

特定ページの

URLを

指定可能

URL紹介機能



デザインや機能のカスタマイズ

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 クが作れます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 により自由に表

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。



しゃべって説明してくれる
デジタルブックが作れる

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。



Google Analyticsを利用した
ヒートマップ型アクセス解析（FLIPPER Report）

Google Analyticsからデータを取り出し、ヒートマップ型で表示させる専用ビューアー

（FLIPPER Report）を無償提供

p

（FLIPPER Report）を無償提供。

これを利用すれば、各ページ内において、閲覧者の関心を惹いている箇所の分析結果が、色の

濃淡によって視覚的に表現されます。



マルチデバイス対応

• FLIPPER3 Makerで作成されたデジタルブックは、パソコンのみならず、

スマートフォン(iPhone iPad） そしてiPadにも完全対応していますスマ トフォン(iPhone,iPad）、そしてiPadにも完全対応しています。

デバイスを選ばない、完全マルチデバイス対応です。

• 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。書き出し時に複数デバイス向けに 括書き出しします。

• 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。

Win

Mac



LOGOSWARE FLIPPER3 閲覧環境

Windows Macintosh

OS Windows 2000/XP/Vista /7 日本語版 OS X 10.2.8 以降、10.3.4 日本語版/ / /

CPU Intel Pentium III 800MHz 相当
(但し、ブックの大きさに依存する) 

PowerPC G4 800MHz 以上

メモリ 256MB 以上の空きメモリ 256MB 以上の空きメモリメモリ 256MB 以上の空きメモリ
(512MB 以上推奨) 

256MB 以上の空きメモリ
(512MB 以上推奨) 

モニタ 解像度1024 x 768、16 ビット以上を表示
可能なカラーモニタ

解像度1024 x 768、16 ビット以上を表
示可能なカラーモニタ

ブラウザ Microsoft Internet Explorer6以上
Firefox 1.x 以上

Firefox 1.x Opera 6 
Safari 1.x 以降

FlashPlayer FlashPlayer バージョン9.0.115.0以上 FlashPlayer バージョン9.0.115.0以上

【スマートフォン／iPad版】
・iPhone：3GS
・iPhone：4G
iP d・iPad

【掲載サーバー環境】
一般的なＷｅｂサーバー 例）IIS Apache 等

但し、クリッピング機能及びＢＢＳ機能を使用する際には、PHP5が必要となります。



ライブラリ型プラットフォーム Libra （別製品）

ライブラリ型プラットフォーム「Libra」は、電子ブック「FLIPPER3」を本棚型で整理し、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 バ システムです素早くアクセスするためのサーバーシステムです。

電子ブック「FLIPPER3」とライブラリ型プラットフォーム「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、教材、論文など、”探す・調べる”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です。

■■ Libraを使う４大メリット ■■

メリット１：10冊までの利用は無料

メリット２： 強力な検索機能で 大量のデジタルブックを楽々管理メリット２： 強力な検索機能で、大量のデジタルブックを楽々管理

メリット３： コメント共有で、ブック上にコミュニティが作れる

メリット４ マイページ機能で、個人ごとの情報保管ができる




