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ドキュメント、動画、スライドなどのデジタルコンテンツを 
本棚に整理し、活用するためのシステムです。 
「公開先の管理」や「閲覧ログ」も可能なので、一般公開コンテンツのみなら
ず、社内業務マニュアル、顧客向け資料の配信システムとして活用できます。 
 

LOGOSWARE Libra V とは 
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自在な管理 公開先指定、閲覧ログ、版管理など充実した管理機能 
社内業務マニュアル、顧客向け資料配信などのビジネスユースに対応 

低価格 クラウド12,800円 （月額） ～、インストール8万円  （一括）  ～ 
デジタルドキュメント作成オプションも月額6,400円～提供 

 いつでもどこでも、素早く検索、素早く閲覧 
「モバイル閲覧」と「全文横断検索」で情報に素早くアクセス 

快適操作 
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LOGOSWARE Libra V とは 



「情報量が多すぎて、情報が伝わらない」を 
解決するのがLibra V 

情報を本棚に整理。 
見つけやすく、 
閲覧しやすい。 
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Libra Vで実現する“使える”デジタルライブラリ 



Libra Vがバッチリはまる市場 

業務マニュアル 

顧客向け資料配布 
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学校シラバス 

広報誌・カタログ 

•スマホ・タブレット・パソコン閲覧対応 
•情報を瞬時に探しだせる横断検索 
•親しみやすい本棚スタイル 

•顧客ごとの限定サイトにできる 
•スマホ・タブレット・パソコン閲覧対応 
•コンテンツごとに閲覧者を指定可能 
•閲覧ログがとれる 

•スマホ・タブレット・パソコン閲覧対応 
•情報をカテゴリー分けして本棚に掲載 
•情報を瞬時に探しだせる横断検索 

•社員限定サイトにできる 
•スマホ・タブレット・パソコン閲覧対応 
•コンテンツごとに閲覧者を指定可能 
•閲覧ログがとれる 
 

利用例 

利用例 

利用例 

利用例 

https://seitoku.libra.jpn.com/
https://libra.logosware.com/voice/hammock/
https://libra.logosware.com/voice/ms-ins/
https://libra.logosware.com/voice/osaka_city/


Libra Vがバッチリはまる市場 
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会員制書籍サイト 

•ID・パスワードで会員制サイトにできる 
•ブックのダウンロード禁止を実現 
•印刷禁止・コピー禁止を実現 

利用例 

https://libra.logosware.com/voice/kyouiku-kaihatu/
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新たなメディアで市民へ効率的情報発信 
 

公開している冊子をカテゴライズし、
必要な情報に簡単にたどりつけるよ
う検索性・視認性の高い本棚として、
運用しておられます。 
 
スマートフォン等のモバイルデバイ
スでの公開も行っており、幅広い利
用者へ情報を提供されています。 

お客さまの声・導入事例 
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活用事例１：大阪市 

https://libra.logosware.com/voice/osaka_city/
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完全ペーパーレス化で業務効率に絶大効果 
LOGOSWARE Libraの導入で各オ
ペレーターが持っていた印刷物の完
全ペーパーレス化を実現。 
 
元々、商品パンフレットやマニュア
ル等、数多くの印刷物を手元から探
し出すのに苦労されていましたが、
LOGOSWARE Libra導入によって最
新の資料をすばやく共有できるよう
になりました。 

お客さまの声・導入事例 
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活用事例2：三井住友海上火災保険株式会社 

https://libra.logosware.com/voice/ms-ins/
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マニュアルの検索性向上と管理効率化 
IT資産管理ソフトウェアのマニュア
ルにLOGOSWARE Libraを活用し、
ソフトユーザーの専用サイトにおい
てオンラインマニュアルを公開して
います。 
ユーザーが目的のマニュアルをすぐ
に見つけられ、シンプルで使いやす
く、だれでも簡単に操作できる点が
評価されています。 

お客さまの声・導入事例 
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活用事例3：株式会社ハンモック 

https://libra.logosware.com/voice/hammock/


PDFからデジタルブックを自動生成 

•デジタルブック作成ソフト不要 
•インストール数 無制限。利用者全員が使える。 
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「PDF2FLIPPER（オプション）」で 
 利用者全員がドキュメント作成＆登録可能 
 



必要な情報を１ヵ所にまとめられる 

•Libra V にコンテンツを登録 
•他のWebサイトのコンテンツも登録可能 
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点在するデジタルコンテンツを集約させ、 
統合されたデジタルライブラリを作る 



ドキュメント（FLIPPER） 
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掲載できるコンテンツは４種類 

プレゼン（STORM） 

クイズ・テスト（THiNQ） 動画（MP4） 
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2.優れた特長 
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快適操作 
いつでもどこでも、素早く検索、素早く閲覧 
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1. どんなデバイスでも閲覧可能 

2. 本棚型に整理 

HTML5対応 
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快適操作 
いつでもどこでも、素早く検索、素早く閲覧 
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3. 全文横断検索で求めている情報に最速で到達 

4. 素早く閲覧 
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自在な管理 
公開先指定、閲覧ログ、版管理など充実した管理機能 

1. コンテンツを誰に見せるかの管理も自在 
顧客ごと、部署ごと、職種ごと、役職ごと、個人ごとに割り当て可能 
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自在な管理 
公開先指定、閲覧ログ、版管理など充実した管理機能 

2. 閲覧ログの取得 
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3. 版管理 
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低価格 
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クラウド型（SaaS型）、 
インストール型（オンプレミス型）の両方に対応 
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ユーザーの機能 
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幅広い閲覧環境 キーワード検索 カテゴリー検索 管理者への 
問い合わせ 

非公開サイトも実現
可能（ログイン機能） 

  
 
 
 
 
パソコン、スマー
トフォン、タブ
レットで閲覧可能 

 
 
 
 
 
全コンテンツを横
断検索。素早く情
報を見つけ出せる 

 
 
 
 
 
特定カテゴリー内
のキーワード検索
が可能 

 
 
 
 
 
コンテンツ詳細画
面から問い合わせ
可能 

 
 
 
 
 
ID・パスワードに
よる閲覧制限が可。 

LDAP認証対応 PDF2FLIPPER 
（オプション） 

URL共有 

  
 
 
 
 
他社システムの
ID・パスワードで
もログイン可能 

  
 
 
 
 
PDFからデジタル
ブックを自動生成 

 
 
 
 
 
常に最新版を表示
可能なURLを発行 
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3. 主な機能 

ユーザーの機能 



多彩なフォーマット
のコンテンツ 

コンテンツ登録 版管理 公開期間設定 表示順の指定 

  
 
 
 
 
同一システム内で 
多様なフォーマッ
トのコンテンツを
扱う事が可能 

 
 
 
 
 
アップロードと
URL指定、PDF変
換の３種類の登録
方法 

 
 
 
 
 
コンテンツごとに
版管理を実現。版
ごとに個別のURL
の取得が可能 

 
 
 
 
 
公開開始日時、公
開終了日時の指定
が可能。特定期間
だけの公開が可能 

 
 
 
 
 
最上段に掲載した
いコンテンツの指
定が可能 

ユーザーの 
権限管理 

ユーザーの 
グループ管理 

コンテンツ閲覧ログ Web画面 
カスタマイズ 

  
 
 
 
 
ユーザーの権限を
設定・管理可能 

 
 
 
 
 
ユーザーのグルー
プ分け＆階層化が
可能 

  
 
 
 
 
誰がいつ何を閲覧
したか確認＆CSV
ダウンロード可能 

  
 
 
 
 
管理者による画面
デザインの変更が
可能 
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3. 主な機能 

管理者の機能 
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機能 概要 パソコン スマートフォン 
／タブレット 

PDF2FLIPPER 
（オプション） 

PDFファイルをデジタルブックFLIPPERに自動
変換してLibra V へアップロード ○ × 

HTML5対応 
（Flash不要） Flashが不要なHTML5形式の画面表示 ○ ○ 

レスポンシブ 
デザイン 

画面の表示サイズに合わせて本棚等の表示を 
自動調整 ○ ○ 

本棚表示画面 本棚にコンテンツの表紙を並べて表示 ○ ○ 

リスト表示画面 コンテンツを一覧表示 ○ ○ 

日付順表示 Libra V上に公開されているコンテンツを日付
でソートして表示 ○ ○ 

人気順表示 公開されているコンテンツを閲覧された回数で
ソートして表示 ○ ○ 

おすすめ順表示 管理者が設定した順番にコンテンツを表示 ○ ○ 

カテゴリー カテゴリーの表示 ○ ○ 
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4. 機能一覧 

ユーザー画面の機能 

更新日：2017年8月21日 
最新の情報はウェブページ（https://libra.logosware.com/products/functionlist/）でご確認ください。  

https://libra.logosware.com/products/functionlist/
https://libra.logosware.com/products/functionlist/
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機能 概要 パソコン スマートフォン 
／タブレット 

コンテンツ検索 
（カテゴリー別） 

カテゴリー登録されている 
コンテンツデータから検索 ○ ○ 

コンテンツ検索 
（検索語別） 

フリー検索語でLibra V上に登録されている 
コンテンツデータから検索 ○ ○ 

検索項目の 
絞り込み 

タイトル、概要、管理番号、コンテンツ内の 
どれを検索対象にするか選択可能 ○ ○ 

問い合わせボタン コンテンツ詳細画面から管理者宛に 
問い合わせを送信可能 ○ ○ 

URL共有 コンテンツ共有用URLの発行 ○ ○ 

ログイン ログインした人のみ閲覧可能な非公開サイト設
定可能。ログイン無しの公開サイト設定も可能 ○ ○ 

LDAP認証 他社システムのログインID・パスワード利用 ○ ○ 

 
 

27 / 33 

4. 機能一覧 

ユーザー画面の機能 

更新日：2017年8月21日 
最新の情報はウェブページ（https://libra.logosware.com/products/functionlist/）でご確認ください。  

http://libra.logosware.com/products/functionlist/
http://libra.logosware.com/products/functionlist/
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機能 概要 

表示 HTML5対応 
（Flash不要） Flashが不要なHTML5形式の画面表示 

コンテンツ 
管理 

登録可能な 
コンテンツ形式 FLIPPER／STORM／THiNQ／MP4動画 

一覧検索 登録されているコンテンツの確認 

コンテンツ新規登録 新しいコンテンツの登録 

コンテンツ更新 登録されているコンテンツデータ情報の更新 

コンテンツ削除 登録されているコンテンツデータの削除 

版管理機能 コンテンツの版情報を管理 

ホーム画面の 
デフォルト表示設定 

ホーム画面のデフォルト表示を本棚表示または
リスト表示から選択可能 

コンテンツの 
並び順指定 コンテンツの並び順を自由に設定可能 

カテゴリー
管理 

一覧検索 登録されているカテゴリーの確認 

カテゴリー登録 新しいカテゴリーの登録 

カテゴリー更新 登録されているカテゴリーの更新 

カテゴリー削除 登録されているカテゴリーの削除 

機能 概要 

アカウント 
管理 

一覧検索 登録されているアカウントの確認 

アカウント 
新規登録 

新しいアカウントの登録 
＜登録項目＞ 
・名前、ふりがな、アカウント名 
・メールアドレス 
・権限 
・管理番号 
・所属組織グループ、所属コミュニティ 
・パスワード 

アカウント更新 登録されているアカウントの更新 

アカウント削除 登録されているアカウントの削除 

グループ管理 組織グループ 
管理 

階層構造を持ったグループの作成・管理
（複数所属可能） 

コミュニティ 
管理 

階層構造を持たないグループの 
作成・管理（複数所属可能） 

コンテンツ 
閲覧ログ 

コンテンツ別 
閲覧数 

各コンテンツの閲覧数を 
対象期間ごとに一覧表示 

コンテンツ別 
閲覧者リスト 

選択したコンテンツの閲覧者・閲覧数を
対象期間ごとに一覧表示 

閲覧ログ 各コンテンツの閲覧状況を 
時間軸で一覧表示 

CSV出力 
コンテンツ別閲覧数、コンテンツ別閲覧
者リスト、閲覧ログをCSVファイルでダ
ウンロード可能 

カスタマイズ ロゴ、タイトル、ヘッダー、フッターの 
デザインをカスタマイズ可能 
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4. 機能一覧 

管理者画面の機能 

更新日：2017年8月21日 
最新の情報はウェブページ（https://libra.logosware.com/products/functionlist/）でご確認ください。  

https://libra.logosware.com/products/functionlist/
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サーバー構成 専用サーバー 

OS CentOS 7（推奨）、Red Hat Enterprise Linux6（※要 サブスクリプション契約
済） ※64bit版のみ 

CPU 2.2GHz dual core以上 

メモリ 4GB以上 

環境 インストール時（バージョンアップ含む）にインターネット接続環境が必要です 

備考 Memcached 1.4.4 
Postfix 2.6.6（Mailサーバー） 

5. 動作環境  
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サーバー側 

更新日：2017年10月19日 
最新の情報はウェブページ（https://libra.logosware.com/products/requirements/）でご確認ください。  

https://libra.logosware.com/products/requirements/


© 2017 LOGOSWARE Corporation, All Rights Reserved.  

OS 

Windows®10 
Windows® 8、8.1 
Windows® 7 
PDF変換アップローダーアプリは、Windows®パソコン上で動作します。 
※MacintoshにインストールされたWindows上での動作検証は実施しておりません。 
 その為、動作についての保証はしておりません。 
※インストール時は管理者権限のユーザーでログインしてください。 

メモリ 2GB 以上（4GB以上推奨） 

モニタ 解像度1280x 1024、16 ビット以上を表示可能なカラーモニタ 

ソフトウェア Adobe AIR 2.0以上のランタイム環境（インストール時に合わせてインストールされるた
め、別途ご準備いただく必要はございません。） 

環境 

・.NET Framework 
 .NET Framework 3.5 Service Pack 1が必要です。 
・インターネット接続環境 
 ソフトウェア起動時にアップデート情報の確認を行います。 
・インストール時には管理者権限のアカウントでログインしている必要があります。 

5. 動作環境  
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PDF2FLIPPER(推奨環境) 

更新日：2017年2月17日 
最新の情報はウェブページ（https://libra.logosware.com/products/requirements/）でご確認ください。  

https://libra.logosware.com/products/requirements/
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Windows® Mac® 

OS 
Windows® 10 
Windows® 8、8.1 ※１ 
Windows®  7 

Mac OS X®  10.8以上 

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 
Internet Explorer® 10 以上 
Edge 最新版 
Firefox® 最新版 
Chrome 最新版 

Safari 最新版 
Firefox® 最新版 
Chrome 最新版 

プラグイン FlashPlayer® 10.2 以上 

環境 インターネット接続環境 
OSおよびブラウザの環境については、Adobe FlashPlayer®のシステム条件に依存します。詳細はAdobe社Webサイトでご確認ください。 
※１：Windows8特有のインタフェース（メトロ版）でもご覧いただけますが、万一想定外の動作をした場合は、デスクトップモードで閲覧
してください。 

5. 動作環境  
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閲覧者側(推奨環境) 

更新日：2017年8月21日 
最新の情報はウェブページ（https://libra.logosware.com/products/requirements/）でご確認ください。  

スマートフォン／タブレット 
 
 
 

対応機種 
・iPhone : iOS9以上 
・iPad : iOS9以上 
・Android : Android4.4.4以上 

※標準ブラウザでの閲覧を前提とします。 

パソコン 
 
 
 

http://www.adobe.com/jp/software/flash/about/
http://www.adobe.com/jp/software/flash/about/
http://www.adobe.com/jp/software/flash/about/
http://www.adobe.com/jp/software/flash/about/
https://libra.logosware.com/products/requirements/


デモを試す 

最後までご覧いただき 
誠にありがとうございました 

クリック！ 
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https://libra.logosware.com/demo/
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