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■ LOGOSWARE STORM Xe 価格表 
2023/02/22 

月払い定額制 

（税別） 
  本体価格（月額） 従量料金 

初期費用  なし 

本体価格 一般・商用 バリュー 3,500 円／月 なし 

レギュラー 9,000 円／月 
付属機能 

・音声合成プレミアム※1 

・AI文字起こし（月 5回） 

 

 
AI文字起こし 

1回あたり 300円 

エキスパート 13,500 円／月 
付属機能 

・音声合成プレミアム※1 

・AI文字起こし（月 5回） 

・AI翻訳（月 5回） 

 

 

 

AI文字起こし・AI翻訳 

1回あたり 300円 

アカデミック 

※2 

バリュー 2,450 円／月 なし 

レギュラー 6,750 円／月 
付属機能 

・音声合成プレミアム※1 

・AI文字起こし（月 5回） 

 

 
AI文字起こし 

1回あたり 300円 
エキスパート 9,900 円／月 

付属機能 

・音声合成プレミアム※1 

・AI文字起こし（月 5回） 

・AI翻訳（月 5回） 

 

 

 

AI文字起こし・AI翻訳 

1回あたり 300円 

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 銀行振込・カード払い※3 

口座引き落とし（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 ※4 

拡張機能

（有料） 

 

オフライン閲覧キット 一括買い取り 48,000円 

オンラインストレージ※5、6 １ユニットあたり 年間 9,600円 

スコア機能※5、7 月間 1,000 レコード利用まで無料 

超過する場合、月額 10,000円 （税別）で 

月間 10,000 レコードに拡張できます 

※1 音声合成プレミアムは日本語のみの対応となります。 

※2 アカデミック版は、教育関係者様向けとなります。対象者の詳細は、「アカデミック版ご利用案内」

をご覧ください。 

※3 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。 

※4 別途、オフライン閲覧キットのご購入が必要です。 

※5 拡張機能は STORM Xe 本体のご契約がないとご利用いただけません。 

※6 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。 

※7 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。 

※  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。 

https://suite.logosware.com/info_academic/


19 製-ST120845-01 

2 / 4 

 

年間定額制 

                 （税別） 
  本体価格（年額） 従量料金 

初期費用  なし 

本体価格 一般・商用 バリュー 48,000 円／年 なし 

レギュラー 116,000 円／年 
付属機能 

・音声合成プレミアム※1 

・AI文字起こし（月 5回） 

 

 
AI文字起こし 

1回あたり 300円 

エキスパート 168,000 円／年 
付属機能 

・音声合成プレミアム※1 

・AI文字起こし（月 5回） 

・AI翻訳（月 5回） 

 

 

 

AI文字起こし・AI翻訳 

1回あたり 300円 

アカデミック 

※2 

バリュー 33,600 円／年 なし 

レギュラー 86,600 円／年 
付属機能 

・音声合成プレミアム※1 

・AI文字起こし（月 5回） 

 

 
AI文字起こし 

1回あたり 300円 
エキスパート 123,000 円／年 

付属機能 

・音声合成プレミアム※1 

・AI文字起こし（月 5回） 

・AI翻訳（月 5回） 

 

 

 

AI文字起こし・AI翻訳 

1回あたり 300円 

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 銀行振込・カード払い 

 認証方法  インターネット経由オンライン認証 ※3 

 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 ※4 

拡張機能

（有料） 

 

オフライン閲覧キット 一括買い取り 48,000円 

オンラインストレージ※5、6 １ユニットあたり 年間 9,600円 

スコア機能※5、7 月間 1,000 レコード利用まで無料 

超過する場合、月額 10,000円 （税別）で 

月間 10,000 レコードに拡張できます 

 
※1 音声合成プレミアムは日本語のみの対応となります。 

※2 アカデミック版は、教育関係者様向けとなります。対象者の詳細は、「アカデミック版ご利用案内」

をご覧ください。 

※3 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。 

     ただし、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。 

※4 別途、オフライン閲覧キットのご購入が必要です。 

※5 拡張機能は STORM Xe 本体のご契約がないとご利用いただけません。 

※6 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。 

※7 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。 

※  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。 

※  2年目以降の契約継続について、期間内に更新していただいた場合、販売価格の 90%で提供します。 

https://suite.logosware.com/info_academic/
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パッケージ販売（買い取り） 

                 （税別） 
 一般・商用 アカデミック※2 

初期費用 なし 

本体価格 

 

バリュー 120,000円／一括 84,000円／一括 

レギュラー 
付属機能 

・音声合成プレミアム※1 

285,000円／一括 
 

211,500円／一括 

エキスパート 
付属機能 

・音声合成プレミアム※1 

415,000円／一括 302,500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）※3 

初年度：標準提供（上記価格に含まれています） 

2年目以降：任意契約（定価の 15%/年） 

お支払い方法 銀行振り込み・カード払い 

認証方法  インターネット経由オンライン認証 ※4 

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 ※5 

拡張機能（有料） オフライン閲覧キット 一括買い取り 48,000円 

オンラインストレージ  

※6、7 

１ユニットあたり 年間 9,600円 

スコア機能 ※6、8 月間 1,000レコード利用まで無料 

超過する場合、月額 10,000円 （税別）で 

月間 10,000レコードに拡張できます 

※２年目以降のご利用にはバージョンアップサービ

スの契約が必要です。 

※1 音声合成プレミアムは日本語のみの対応となります。 

※2 アカデミック版は、教育関係者様向けとなります。対象者の詳細は、「アカデミック版ご利用案内」

をご覧ください。 

※3 バージョンアップサービスは「本体・拡張機能」セットでの申し込みとなります。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。 

※4 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。 

※5 別途、オフライン閲覧キットのご購入が必要です。 

※6 拡張機能は STORM Xe本体のご契約がないとご利用いただけません。 

※7 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。 

※8 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。 

※  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。 

  

https://suite.logosware.com/storm-maker/support/maintenance/
https://suite.logosware.com/storm-maker/support/maintenance/
https://suite.logosware.com/info_academic/
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1ヵ月使い放題 

～１ヵ月、使い放題のプランです～                   （税別） 
 一般・商用 

初期費用 なし 

本体価格 バリュー 12,000円／月 

レギュラー 
付属機能 

・音声合成プレミアム※1 

40,500円／月 

エキスパート 
付属機能 

・音声合成プレミアム※1 

53,500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 銀行振り込み・カード払い 

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  1カ月単位で契約 

コンテンツの二次利用 可能 

     コンテンツのＣＤ／ＤＶＤ配布 可能 ※2 

拡張機能（有料） 

 

オフライン閲覧キット 一括買い取り 48,000円 

オンラインストレージ  

※3、4 

１ユニットあたり 年間 9,600円 

スコア機能 ※3、5 月間 1,000レコード利用まで無料 

超過する場合、月額 10,000円 （税別）で 

月間 10,000レコードに拡張できます 

※1 音声合成プレミアムは日本語のみの対応となります。 

※2 別途、オフライン閲覧キットのご購入が必要です。 

※3 拡張機能は STORM Xe 本体のご契約がないとご利用いただけません。 

※4 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。 

※5 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。 

※  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。 

 


