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■ LOGOSWARE SUITE　価格表 2023/2/22

ロゴスウェア株式会社

セットプラン ユーザーイメージ

Platon＆Libra用セット
ロゴスウェアのPlaton・
Libraに掲載したい方

SCORM対応LMS用セット
他社製品のLMSに掲載し
たい方

オンライストレージ＆
スコア用セット

LMSは導入せず、低価格
で手軽にeラーニングを実
施したい方

制作会社用セット
コンテンツ制作ビジネスに
利用したい方

学校・教員用セット
学校の教育コンテンツとし
て利用されたい方

■内含ソフトについて

「STORM」

「THINQ」

「FLIPPER」

「オンラインストレージ」

「オフライン閲覧キット」

■グレードの違いについて

スモールパック

ラージパック

■デスクトップ版／仮想デスクトップ版の違いについて

デスクトップ版

仮想デスクトップ版

お客様に当社ソフトウェアをいつまでも有効にご活用いただくことを目的に、バージョンアップサービスをご提供致します。

当社がご提供するバージョンアップサービスには以下のものが含まれます。

・最新バージョンの無償提供

・障害時の対応

・操作方法等に関するQ&A対応

＜ご注意事項＞

・お支払い方法によって、バージョンアップサービス契約が含まれる場合と含まれない場合があります。

・ご契約が切れてしまった以降でバージョンアップサービスを再開するためには、改めて製品ライセンスをご購入いただく必要が
あります。

：プレゼン型コンテンツを作成するソフトです。「音声合成プレミアム」もご利用いただけます。

：クイズ・テスト形式のコンテンツを作成するソフトです。

：デジタルブック（電子ブック）を作成するソフトです。

：コンテンツのインターネット公開に必要なサーバー類一式をご提供します。

：作成されたWeb用のコンテンツをそのままCDやDVDに焼いて配布できます。

■バージョンアップサービスについて

：Windows　OSのパソコンにインストールして利用します。1ライセンスにつき1台のパソコンで利用で
きます。

：仮想デスクトップ環境にリモートアクセスしてソフトを利用します。複数名で利用ができます。（同時
アクセスは1名）

：プレゼン型コンテンツ作成ソフト「STORM 」と
　テストコンテンツ作成ソフト「THiNQ」のパッケージです。

：スモールパックの構成にさらにデジタルブック作成ソフト「FLIPPER」を加えたパッケージです。

内　　　　　容

教員向けのアカデミックライセンスを買取型でパッケージ
CD／DVDでのコンテンツ配布が可能となる「オフライン閲覧キット」付き

プレイヤーの言語変更や高度カスタマイズが可能なエキスパートグレー
ドが利用できるパッケージ
CD／DVDでのコンテンツ配布が可能となる「オフライン閲覧キット」付き

ロゴスウェア製品システム「LOGOSWARE Platon」以外のSCORM対応
LMSへの掲載用セット

簡易学習履歴管理「スコア」が標準オプションとしてついたパッケージ
コンテンツをインターネット上で公開するための「オンラインストレージ」
付き

ロゴスウェア製品システム「LOGOSWARE Platon」および「LOGOSWARE
Libra」への掲載セット
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【 Platon＆Libra用セット 】 2023/2/22

・「単体ライセンス」と「コーポレートライセンス」より選択いただけます。

■単体ライセンス

・ライセンスを単体で発行いたします。

・共有PCに作成ソフトをインストールして社内で共同使用するときにはこちらが最適です。

■コーポレートライセンス

・企業単位で発行するライセンスです。1企業につき1ライセンス発行いたします。

・500ライセンス以上購入したい場合はこちらが最適です。

■セットに含まれるもの

スモールパック ラージパック 備考

○ ○
グレード：レギュラー
AI文字起こし付き

○ ○ グレード：レギュラー

－ ○
グレード：レギュラー
※Platon・Libra書き出し専用

－ －

－ －

■価格（単体ライセンス） （税別）

スモールパック ラージパック STORM Xe　AI文字起こし機能

月払い定額制 \9.600/月 \14,300/月
月5回までは無料
6回以上、1回あたり300円（税別）

年間定額制 \123,000/年 \172,000/年
月5回までは無料
6回以上、1回あたり300円（税別）

パッケージ販売 ¥314,000 ¥438,000 利用不可

仮想デスクトップ版 月払い定額制 \25,6000/月 \30,300/月
月5回までは無料
6回以上、1回あたり300円（税別）

上記価格はPC1台あたりのライセンス料金です。
■お支払いについて
・月払い定額制は、口座からの自動引き落とし(毎月10日)、毎月の銀行振り込み、カード払いのいずれかの方法を選択できます。
・カード払いは自動引き落としではありません。毎月の決済が必要となります。
・利用開始前に、前払いとなります。
■バージョンアップサービスについて
・月払い定額制および年間定額制の価格にはバージョンアップサービス料を含んでいます。
・パッケージ販売のバージョンアップサービスは、初年度は無料、２年目以降は購入価格の15%（任意加入）になります。
■STORM Xe　AI文字起こし機能について
・月払い定額制・年間定額制をご契約の場合でも、オフライン認証の場合は、AI文字起こし機能をご利用いただけません。
■月払い定額制について
・月払い定額制のご利用にはサーバー認証（インターネット接続）が必要です。
・月払い定額制のご契約は最低契約期間1年間。　以降は月単位で解約可となります。
■年間定額制について
・年間定額制の2年目以降の購入は、有効期限内のご購入に限り、販売価格から10%ディスカウント致します。
■複数ライセンス購入について
・複数ライセンス同時購入に限り、2ライセンス目以降を販売価格の50%オフで提供します。
■FLIPPERのコンテンツについて

■価格（コーポレートライセンス）

スモールパック ラージパック STORM Xe　AI文字起こし機能

月払い定額制
お問い合わせ

ください
お問い合わせ

ください
AI文字起こし機能利用不可

年間定額制
お問い合わせ

ください
お問い合わせ

ください
AI文字起こし機能利用不可

パッケージ販売 なし なし AI文字起こし機能利用不可

仮想デスクトップ版 月払い定額制 なし なし AI文字起こし機能利用不可

■企業規模に応じてお見積りいたします。詳しくはお問い合わせください。

・公開するには、eラーニングシスム「LOGOSWARE Platon」又は本棚型コンテンツ配信システム「LOGOSWARE
Libra」が必要です。一般的なWebサーバーでは掲載できません。

THiNQ

STORM（音声合成プレミアム付）

FLIPPER

デスクトップ版

デスクトップ版

オンラインストレージ　（１ユニット）

オフライン閲覧キット
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【 SCORM対応LMS用セット 】 2023/2/22

■セットに含まれるもの

スモールパック ラージパック 備考

○ ○
グレード：レギュラー
AI文字起こし付き

○ ○ グレード：レギュラー

－ ○ グレード：レギュラー

－ －

－ －

■価格（単体ライセンス） （税別）

スモールパック ラージパック STORM Xe　AI文字起こし機能

月払い定額制 \9,600/月 \21,500/月
月5回までは無料
6回以上、1回あたり300円（税別）

年間定額制 \123,000/年 \264,000/年
月5回までは無料
6回以上、1回あたり300円（税別）

パッケージ販売 ¥314,000 ¥660,000 利用不可

仮想デスクトップ版 月払い定額制 \25,600/月 \ 37,500/月
月5回までは無料
6回以上、1回あたり300円（税別）

上記価格はPC1台あたりのライセンス料金です。
■お支払いについて
・月払い定額制は、口座からの自動引き落とし(毎月10日)、毎月の銀行振り込み、カード払いのいずれかの方法を選択できます。
・カード払いは自動引き落としではありません。毎月の決済が必要となります。
・利用開始前に、前払いとなります。
■バージョンアップサービスについて
・月払い定額制および年間定額制の価格にはバージョンアップサービス料を含んでいます。
・パッケージ販売のバージョンアップサービスは、初年度は無料、２年目以降は購入価格の15%（任意加入）になります。
■STORM Xe　AI文字起こし機能について
・月払い定額制・年間定額制をご契約の場合でも、オフライン認証の場合は、AI文字起こし機能をご利用いただけません。
■月払い定額制について
・月払い定額制のご利用にはサーバー認証（インターネット接続）が必要です。
・月払い定額制のご契約は最低契約期間1年間。　以降は月単位で解約可となります。
■年間定額制について
・年間定額制の2年目以降の購入は、有効期限内のご購入に限り、販売価格から10%ディスカウント致します。
■複数ライセンス購入について
・複数ライセンス同時購入に限り、2ライセンス目以降を販売価格の50%オフで提供します。
 

THiNQ

オンラインストレージ　（１ユニット）

デスクトップ版

オフライン閲覧キット

STORM（音声合成プレミアム付）

FLIPPER
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【 オンラインストレージ＆スコア用セット 】 2023/2/22

■セットに含まれるもの

スモールパック ラージパック 備考

○ ○
グレード：レギュラー
AI文字起こし付き

○ ○ グレード：レギュラー

－ ○ グレード：レギュラー

○ ○ １ユニット：100MB、月間流用20GB

－ －

■価格（単体ライセンス） （税別）

スモールパック ラージパック STORM Xe　AI文字起こし機能

月払い定額制 \10,600/月 \22,400/月
月5回までは無料
6回以上、1回あたり300円（税別）

年間定額制 \134,000/年 \269,000/年
月5回までは無料
6回以上、1回あたり300円（税別）

パッケージ販売 － － －

仮想デスクトップ版 月払い定額制 \26,600/月 \38,400/月
月5回までは無料
6回以上、1回あたり300円（税別）

上記価格はPC1台あたりのライセンス料金です。
■お支払いについて
・月払い定額制は、口座からの自動引き落とし(毎月10日)、毎月の銀行振り込み、カード払いのいずれかの方法を選択できます。
・カード払いは自動引き落としではありません。毎月の決済が必要となります。
・利用開始前に、前払いとなります。
■バージョンアップサービスについて
・月払い定額制および年間定額制の価格にはバージョンアップサービス料を含んでいます。
■STORM Xe　AI文字起こし機能について
・月払い定額制・年間定額制をご契約の場合でも、オフライン認証の場合は、AI文字起こし機能をご利用いただけません。
■月払い定額制について
・月払い定額制及びオンラインストレージのご利用にはサーバー認証（インターネット接続）が必要です。
・月払い定額制のご契約は最低契約期間1年間。　以降は月単位で解約可となります。
・オンラインストレージ追加の場合、１ユニット追加にあたり、￥800(税抜）/月追加となります。
■年間定額制について
・年間定額制の2年目以降の購入は、有効期限内のご購入に限り、販売価格から10%ディスカウント致します。
・オンラインストレージ追加の場合、１ユニット追加にあたり、￥9,600(税抜）追加となります。
■複数ライセンス購入について
・複数ライセンス同時購入に限り、2ライセンス目以降を販売価格の50%オフで提供します。

STORM（音声合成プレミアム付）

オンラインストレージ　（１ユニット）

オフライン閲覧キット

THiNQ

FLIPPER

デスクトップ版
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【 制作会社用セット 】 2023/2/22

■セットに含まれるもの

スモールパック ラージパック 備考

○ ○
グレード：エキスパート
AI文字起こし、AI翻訳機能付き

○ ○ グレード：エキスパート

－ ○ グレード：エキスパート

－ －

○ ○

■価格（単体ライセンス） （税別）

スモールパック ラージパック
STORM Xe

AI文字起こし機能・AI翻訳機能

月払い定額制 \14,800/月 \28,500/月
月5回までは無料
6回以上、1回あたり300円（税別）

年間定額制 \178,000/年 \352,000/年
月5回までは無料
6回以上、1回あたり300円（税別）

パッケージ販売 ¥458,000 ¥880,000 利用不可

仮想デスクトップ版 月払い定額制 \30,800/月 \44,500/月
月5回までは無料
6回以上、1回あたり300円（税別）

上記価格はPC1台あたりのライセンス料金です。
■お支払いについて
・月払い定額制は、口座からの自動引き落とし(毎月10日)、毎月の銀行振り込み、カード払いのいずれかの方法を選択できます。
・カード払いは自動引き落としではありません。毎月の決済が必要となります。
・利用開始前に、前払いとなります。
■バージョンアップサービスについて
・月払い定額制および年間定額制の価格にはバージョンアップサービス料を含んでいます。
・パッケージ販売のバージョンアップサービスは、初年度は無料、２年目以降は購入価格の15%（任意加入）になります。
■STORM Xe　AI文字起こし機能、AI翻訳機能について
・月払い定額制・年間定額制をご契約の場合でも、オフライン認証の場合は、AI文字起こし・AI翻訳機能をご利用いただけません。
■月払い定額制について
・月払い定額制のご利用にはサーバー認証（インターネット接続）が必要です。
・月払い定額制のご契約は最低契約期間1年間。　以降は月単位で解約可となります。
■年間定額制について
・年間定額制の2年目以降の購入は、有効期限内のご購入に限り、販売価格から10%ディスカウント致します。
■複数ライセンス購入について
・複数ライセンス同時購入に限り、2ライセンス目以降を販売価格の50%オフで提供します。

THiNQ

オンラインストレージ　（１ユニット）

オフライン閲覧キット

デスクトップ版

STORM（音声合成プレミアム付）

FLIPPER
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【 学校・教員用セット 】 2023/2/22

■セットに含まれるもの

スモールパック ラージパック 備考

○ ○ グレード：レギュラー

○ ○ グレード：レギュラー

－ ○ グレード：レギュラー

－ －

○ ○

■価格（単体ライセンス） （税別）

スモールパック ラージパック STORM Xe　AI文字起こし機能

月払い定額制 － － －

年間定額制 － － －

パッケージ販売 ¥258,000 ¥488,000 利用不可

上記価格はPC1台あたりのライセンス料金です。
■学校・教員用セットについて
お申込の際には、身分証のコピーの提示をお願い致します。
本セットは非営利目的でのご使用に限ります。
■バージョンアップサービスについて
・パッケージ販売のバージョンアップサービスは、初年度は無料、２年目以降は購入価格の15%（任意加入）になります。
■複数ライセンス購入について
・複数ライセンス同時購入に限り、2ライセンス目以降を販売価格の50%オフで提供します。

THiNQ

オンラインストレージ　（１ユニット）

オフライン閲覧キット

価格

STORM（音声合成プレミアム付）

FLIPPER
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