
ロゴスウェア ラーニングソリューション

suite.logosware.com

LOGOSWARE 
LEARNING SOLUTIONS

講義で学ぶ

読んで学ぶ

試験で学ぶ

プレゼン型コンテンツ作成ソフト

デジタルブック作成ソフト

３つのコンテンツ作成ソフトをワンパックに

クイズ・テスト作成ソフト

4つのポイント
LOGOSWARE 4 ADVANTAGES

1. マルチデバイス対応

2. ソーシャル機能対応

3. SEO対策コンテンツ

4.トータルソリューションの
　 提供

Twitterに対応。ロゴスウェア独自のソーシャル機能でピンポイント

にコンテンツを共有

Yahoo や Google の検索クローラーにしっかり中を見てもらえる

コンテンツ設計

PC（Windows, Mac OS）、スマートフォン（iPhone, Android)、

iPad に対応

コンテンツ制作ソフトに加え、進捗管理型学習プラットフォーム

Platon、ライブラリ型学習プラットフォーム Libraのプラット

フォーム製品も充実。トータルソリューションをご提供　

〒110-0016 東京都台東区台東4-13-21 TOWA SKY BLDG. 3F
 TEL : 03-5818-8011  FAX: 03-5818-8012

www.logosware.com

販売代理店開発元

LOGOSWARE 
PLATFORM SYSTEM PRUDUCTSプラットフォーム・システム製品

　　　ラーニングの運用を強力に支援するための学習 
　　　管理システム(LMS)です。
使いやすい受講者画面と柔軟な管理機能のコンビネー
ション、低価格設定。初めてeラーニングを構築され
る方はもちろんのこと、既存システムから移行をお考
えの方にも高い満足をいただけるシステムです。

直感的で使いやすい受講者画面
柔軟な管理機能
利用者30名まで無料 *

e

の特長

　　　ジタルブックFLIPPER3をより有効にご活用い
　　　ただくためのシステム製品です。
Libraを活用すれば、単にデジタルブックを閲覧する
だけでなく、情報の保管、検索、コミュニケーション
など、仕事や学習の効率を高めるために利用できます。

デ

ライブラリ型学習プラット フォーム進捗管理型学習プラットフォーム
対応コンテンツ 対応コンテンツ

platon.logosware.com libra.logosware.com

* 次の条件を満たした場合　①弊社 e-LEARNING SUITE をご購入
　戴けること　②当製品の導入事例をいただけること

導入事例を戴ければ10冊まで利用無料
強力な検索機能で大量のデジタルブックを
らくらく管理
マイページ機能で個人ごとに情報保管
コメント共有機能でブック上にコミュニ
ティが作れる

の特長

主な機能
■受講者画面
　ステータス別講座表示／過去の受講履歴／講座・教材別
　進捗表示／管理者とのメッセージ送受信機能

■管理者画面
　受講者管理／講座の設定／部署・学習コミュニティの設
　定／学習者講座割当／お知らせ機能／SCORM対応

主な機能
キーワード検索・カテゴリ検索／おすすめブック・新着ブッ
ク・最近閲覧されたブック等のレコメンド機能／コメント
共有／ブックマーク／切り抜き保存／閲覧履歴／利用者権
限の設定／管理者機能

Microsoft、Windows、PowerPointは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Macintosh、Apple、iPad、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。Adobe、Flashは、Adobe 

Systems Incorporatedの米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 その他すべての商品名または規格名は関係各社の商標または登録商標です。 

製品情報  suite.logosware.com お問い合わせ  suite@logosware.com



日本のeラーニングのために開発された純国産コンテンツ作成ソフト
suite.logosware.com 3 1Package

Software

in
プレゼン型コンテンツ作成ソフト

PowerPoint のアニメーション効果を再現
書籍・パンフレットを素材利用できる
音声合成でナレーション追加
イベント・レコーディング方式で簡単編集
検索エンジン対応
ビデオ・音声とスライドが完全同期
eラーニング用 SCORM対応
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クイズ・テスト作成ソフト

　　　ンデマンド型プレゼンテーションやeラーニン 
　　　グコンテンツを作成するソフトウェアです。 既
存の出版物、書籍、パンフレット、PowerPoint ファ
イルを有効利用して高品質なプレゼンテーションコン
テンツを作成します。

　　　005年の発表以来、充実の機能と優れた操作性、
　　　低価格設定でデジタルブックの世界をリードし
続けてきたロゴスウェアFLIPPERシリーズ。
紙の手軽さとデジタルの多機能を両立させた新しいデ
ジタルブックは、お客さまに多くのメリットをご提供
いたします。

パイオニア株式会社／立教大学／信州大学／金沢
大学／株式会社洋々　他多数

導入ユーザーさま

（順不同／敬称略）

検索エンジンに完全対応
キーワード検索・ハイライト表示
ログ解析・ヒートマップ型アクセス解析を
無料提供
大量ページでも安定動作
eラーニング用 SCORM対応
STORM Makerを使用すればしゃべって
説明してくれるブックも作成可能

株式会社 Z会／株式会社ぱど／株式会社内田洋行
慶応義塾大メディアセンター／日本大学／大分大
学／日本体育大学／日本外国語専門学校　他多数

導入ユーザーさま

（順不同・敬称略）

オ

デジタルブック作成ソフト

2
　　　画や音声等のマルチメディアファイルを活用し 
　　　てリッチなクイズ・テストコンテンツを作成で
きるソフトウェアです。
受講者を飽きさせることのない、訴求力の高いコンテ
ンツを作成します。

簡単！ 5分で作れる
動画・音声組み込み自由自在
豊富な出題・解答形式
リッチテキストエディタ搭載
eラーニング用 SCORM対応
学習履歴管理（無料）*
簡易アンケートにも活用可能

リヴォルヴ学校教育研究所／北海道大学／ファス
トブレイク合資会社 ／社団法人 京都府トラック
協会  他多数

導入ユーザーさま

（順不同・敬称略）

動

PowerPoint
ファイルから
手軽に制作！ 800

契約

社
突破！

の特長 の特長

の特長

３つの学習スタイルを
低価格で実現
「先生の授業を受ける」「本を読んで知識を身に
つける」「試験を受けて実力を試す」。３つの学
習スタイルを組み合わせることで、eラーニン
グをより有効に活用できます。
e-LEARNING SUITEは、人気の eラーニングコン
テンツ作成ソフト３製品をワンパックにして低
価格で提供します。

教材コンテンツの LMS 登録を簡単に！

「マニフェスト・エディタ」を
無償提供
LOGOSWARE e-LEARNING SUITE には、マニフェ
スト・エディタが標準で含まれています。
マニフェスト・エディタは、複数教材で構成され
た学習コース用マニフェストファイルを簡単に
作成できる便利なソフトです。

*学習履歴管理「THiNQ Report」
　学習者の学習履歴を蓄積し、管理者に学習履歴データを
　提供するためのサーバーシステム。THiNQ Makerエキス
　パート版ご購入の方に月間1,000レコードまで無償提供

 簡単！
５分で制作

３つのコンテンツ作成ソフトをワンパックに

動画

音声

PPT

PDF

JPG

PDF

jpg画像

スマートフォン・iPad にも対応
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製品情報  suite.logosware.com お問い合わせ  suite@logosware.com


	1.pdf
	2
	3
	4

