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■ LOGOSWARE FLIPPER U 価格表 

2021/02/25 

月払い定額制（デスクトップ版） 

～ 使い放題、月額固定料金制です。                                                （税抜） 

 一般・商用 アカデミック 

初期費用 ０円 

本体価格 

 

バリュー 7,800円／月 5,460円／月 

レギュラー 16,660円／月 11,660円／月 

エキスパート 23,580円／月 16,500円／月 

バージョンアップサービス（無償バージョンアップ） 標準提供（上記価格に含まれています） 

お支払い方法 銀行口座から自動引き落とし（毎月 10日） 

認証方法 インターネット経由オンライン認証 

インストール制限 １ライセンスあたり 1台のＰＣに限ります 

契約期間  最低契約期間 1年間。 以降は月単位で解約可 

コンテンツの二次利用 可能 

コンテンツのＣＤ／ＤＶＤ配布 可能 

その他のオプションサ

ービス 

オフライン閲覧キット 48,000円／一括 

オンラインストレージ 

 ※1 

１ユニットあたり 

9,600円／年 

スコア機能 ※2 月間 1,000レコード利用まで無料 

超過する場合、月間 10,000レコード利用あたり 

10,000円／月 

※1 オンラインストレージの最低契約期間は 1年間となります。 

※2 月間 1,000レコードを超えて利用する月だけ料金がかかります。 

※3 2本目以降同時購入時に限り、本体のみ販売価格の 50%といたします。 

※4 レギュラー／エキスパートでは FLIPPER U Report（ヒートマップ型アクセスログ解析）をご利用いただ

けます。 
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年間定額制（デスクトップ版） 

～ 1年間使い放題の固定料金制です。                   （税抜） 

 一般・商用 アカデミック 

初期費用 ０円 

本体価格 

 

バリュー 95,000円／年 66,500円／年 

レギュラー 204,000円／年 142,800円／年 

エキスパート 288,000円／年 201,600円／年 

バージョンアップサービス（無償バージョンアップ） 標準提供（上記価格に含まれています） 

お支払い方法 銀行振り込み 

認証方法  インターネット経由オンライン認証 ※1 

インストール制限 １ライセンスあたり 1台のＰＣに限ります 

契約期間  1年単位で契約 

コンテンツの二次利用 可能 

コンテンツのＣＤ／ＤＶＤ配布 可能 

その他のオプションサ

ービス 

オフライン閲覧キット 48,000円／一括 

オンラインストレージ  

※2 

１ユニットあたり 

9,600円／年 

スコア機能 ※3 月間 1,000レコード利用まで無料 

超過する場合、月間 10,000レコード利用あたり 

10,000円／月 

※1 オンライン認証が出来ない場合、オフラインで認証する方法があります。 

※2 オンラインストレージの最低契約期間は 1年間となります。 

※3 月間 1,000レコードを超えて利用する月だけ料金がかかります。 

※4 2本目以降同時購入時に限り、本体のみ販売価格の 50%といたします。 

※5 2年目以降の購入は、有効期限内に購入に限り、販売価格の 90%といたします。 

※6 レギュラー／エキスパートでは FLIPPER U Report（ヒートマップ型アクセスログ解析）をご利用いただ

けます。 
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パッケージ販売（買い取り）デスクトップ版 

～ 使い放題、無制限のプランです。                    （税抜） 

 一般・商用 アカデミック 

初期費用 ０円 

本体価格 

 

バリュー 237,500円／一括 166,250円／一括 

レギュラー 600,000円／一括 420,000円／一括 

エキスパート 800,000円／一括 560,000円／一括 

バージョンアップサービス（無償バージョンアップ） 

※1 

初年度無料 

2年目以降は任意契約（年間、上記価格の 15%） 

お支払い方法 銀行振り込み 

認証方法  インターネット経由オンライン認証 ※2 

インストール制限 １ライセンスあたり 1台のＰＣに限ります 

利用期間  無期限で利用できます 

コンテンツの二次利用 可能 

コンテンツのＣＤ／ＤＶＤ配布 可能 

その他のオプションサ

ービス 

オフライン閲覧キット 48,000円／一括 

オンラインストレージ  

※3 

１ユニットあたり 

9,600円／年 

スコア機能 ※4 月間 1,000レコード利用まで無料 

超過する場合、月間 10,000レコード利用あたり 

10,000円／月 

※1 バージョンアップサービスの有効期間中は、バージョンアップが無償で受けられます。契約切れが生じた

状態で、バージョンアップサービスを再開するには、ご購入の製品を再度新規購入いただく必要がございます。

その際、契約切れの期間が 3年未満の場合に限り、製品を通常購入価格の 60％で提供します。 

※2 オンライン認証が出来ない場合、オフラインで認証する方法があります。 

※3 オンラインストレージの最低契約期間は 1年間となります。 

※4 月間 1,000レコードを超えて利用する月だけ料金がかかります。 

※5 2本目以降同時購入時に限り、本体のみ販売価格の 50%といたします。 

※6 レギュラー／エキスパートでは FLIPPER U Report（ヒートマップ型アクセスログ解析）をご利用いただ

けます。 
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オンラインストレージ専用（デスクトップ版） 

～ 作成ソフト FLIPPER Uとクラウド上の本棚「オンラインストレージ」がセットになった

お手軽＆低価格なプラン。 

作成できるページ数・冊数は無制限です。掲載サーバーのご用意が不要です。  （税抜） 

 一般・商用 

初期費用 0円 

本体価格 

 

100 MB 3,800円／月 

500 MB 6,600円／月 

1 GB 9,800円／月 

バージョンアップサービス（無償バージョンアップ）  標準提供（上記価格に含まれています） 

お支払い方法 銀行口座から自動引き落とし（毎月 10日） 

認証方法  インターネット経由オンライン認証  

インストール制限 本体は複数台のＰＣにインストールできます 

利用期間  最低契約期間 1年間。 以降は月単位で解約可 

オンラインストレージ容量／月間流用上限 

 ※1 ※2 

100MB：容量 100MB／月間流量 20GB利用可能 

500MB：容量 500MB／月間流量 100GB利用可能 

1GB： 容量 1GB／月間流量 200GB利用可能 

コンテンツの二次利用 不可 

コンテンツのＣＤ／ＤＶＤ配布 不可 

その他のオプションサ

ービス 

オフライン閲覧キット 利用不可 

スコア機能 ※3 月間 1,000レコード利用まで無料 

超過する場合、月間 10,000レコード利用あたり月額

10,000円 

※1 容量は公開しているブックの保存容量上限となります。1ページ辺り 2MBの容量が必要になります。 

容量が上限に達した際には、公開したいブックをオンラインストレージ上から削除する事で、新たな 

ブックをアップする事が可能になります。ブック作成はオンラインストレージ容量と関係なく、 

PC上で上限なく作成できます。 

※2 月間流量は閲覧されたデータ量に応じて流量がカウントされます。 

※3 月間 1,000レコードを超えて利用する月だけ料金がかかります。 

※4  FLIPPER U Report（ヒートマップ型アクセスログ解析）をご利用いただけます。 

※5 1GB以上のご契約は出来ません。 
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プリペイド制（デスクトップ版） 

～ 必要な作成枚数を事前に購入して頂くプランです。            （税抜） 

 一般・商用 アカデミック 

初期費用 ０円 

本体価格 

※1 

 

100ページ 48,000円／一括 33,600円／一括 

250ページ 78,000円／一括 54,600円／一括 

500ページ 108,000円／一括 75,600円／一括 

800ページ 158,000円／一括 110,600円／一括 

1,400ページ 188,000円／一括 131,600円／一括 

2,000ページ 228,000円／一括 159,600円／一括 

3,000ページ 318,000円／一括 222,600円／一括 

4,000ページ 388,000円／一括 271,600円／一括 

6,000ページ 528,000円／一括 369,600円／一括 

バージョンアップサービス（無償バージョンアップ）  標準提供（上記価格に含まれています） 

お支払い方法 銀行振り込み 

認証方法  インターネット経由オンライン認証  

インストール制限 本体は複数台のＰＣにインストールできます 

利用期間  購入ページ数を消費するまで利用できます 

（途中で追加購入可能） 

コンテンツの二次利用 可能 

コンテンツのＣＤ／ＤＶＤ配布 可能 

その他のオプションサ

ービス 

オフライン閲覧キット 48,000円／一括 

オンラインストレージ  

※2 

１ユニットあたり 

9,600円／年 

スコア機能 ※3 月間 1,000レコード利用まで無料 

超過する場合、月間 10,000レコード利用あたり 

10,000円／月 

※1 サンプル版でコンテンツを書き出す場合、ページは消費されません。 

※2 オンラインストレージの最低契約期間は 1年間となります。 

※3 月間 1,000レコードを超えて利用する月だけ料金がかかります。 

※4 FLIPPER U Report（ヒートマップ型アクセスログ解析）をご利用いただけます。 
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従量課金制（デスクトップ版） 

～ 主に制作会社向けの、作成した分だけお支払頂くプランです。       （税抜） 

 一般・商用 

初期費用 ０円 

本体価格 

 

作成ページ数に応じた月毎の請求になります。 

1ページあたり 500円 

ただし、 

・作成ページ数が 10ページ以下の月は無料 

・月の料金上限は 10万円(200ページ以上何ページ

作成しても 10万円です) ※1 

バージョンアップサービス（無償バージョンアップ）  標準提供（上記価格に含まれています） 

お支払い方法 銀行振り込み 

認証方法  インターネット経由オンライン認証  

インストール制限 本体は複数台のＰＣにインストールできます 

利用期間  期間制限なし 

ただし、お支払い遅延の発生、または 1年以上の利

用が無い場合は、利用を停止させて頂きます。 

コンテンツの二次利用 可能 

コンテンツのＣＤ／ＤＶＤ配布 可能 

その他のオプションサ

ービス 

オフライン閲覧キット 48,000円／一括 

オンラインストレージ  

※2 

１ユニットあたり 

9,600円／年 

スコア機能 ※3 月間 1,000レコード利用まで無料 

超過する場合、月間 10,000レコード利用あたり 

10,000円／月 

※1 サンプル版でコンテンツを作成した場合は、作成ページ数にカウントされません。 

※2 オンラインストレージの最低契約期間は 1年間となります。 

※3 月間 1,000レコードを超えて利用する月だけ料金がかかります。 

※4 FLIPPER U Report（ヒートマップ型アクセスログ解析）をご利用いただけます。 
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月払い定額制（仮想デスクトップ版） 

～ インターネット上にあるアプリケーションを利用 

～  WindowsでもMacでも利用可能 

～  月額固定料金、作成枚数無制限 

～  複数人での利用可（同時利用は１名） 

（税抜） 

 一般・商用 アカデミック 

初期費用 ０円 

本体価格 

 

バリュー なし なし 

レギュラー 19,660円／月 14,660円／月 

エキスパート 26,580円／月 19,500円／月 

バージョンアップサービス（無償バージョンアップ） 標準提供（上記価格に含まれています） 

お支払い方法 銀行口座から自動引き落とし（毎月 10日） 

認証方法 インターネット経由オンライン認証 

利用人数 同一アカウントを複数人で利用が可能 

（同時利用は１名） 

データ保管容量 サーバー上に保管しておけるデータ容量の上限：

30GB 

契約期間  最低契約期間 1年間。 以降は月単位で解約可 

コンテンツの二次利用 可能 

コンテンツのＣＤ／ＤＶＤ配布 可能 

その他のオプションサ

ービス 

オフライン閲覧キット 48,000円／一括 

オンラインストレージ 

 ※1 

１ユニットあたり 

9,600円／年 

スコア機能 ※2 月間 1,000レコード利用まで無料 

超過する場合、月間 10,000レコード利用あたり 

10,000円／月 

※1 オンラインストレージの最低契約期間は 1年間となります。 

※2 月間 1,000レコードを超えて利用する月だけ料金がかかります。 

※3 複数ライセンス同時購入割引はありません。。 

※4 レギュラー／エキスパートでは FLIPPER U Report（ヒートマップ型アクセスログ解析）をご利用いただ

けます。 

 


