
■ LOGOSWARE Libra V 価格表
ロゴスウェア株式会社

【 お手軽スタートパック（従量課金制） 】 （税抜）

50 100 200 500 1000

¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

¥5,000 ¥10,000 ¥25,000 ¥48,000 ¥78,000

¥150 ¥130 ¥105 ¥85 ¥75

¥300 ¥260 ¥210 ¥170 ¥150

50 100 200 500 1000

50GB 100GB 200GB 500GB 1000GB（1TB）

¥3,200 ¥6,200 ¥11,700 ¥24,700 ¥37,200

※1：　基本料金および従量料金は本棚システムの利用料のみです。コンテンツ作成ソフトの料金は含まれません。

※2：　利用者の人数は、システムにログインしたユニークID数を基に、毎月月末に算出します。

※3：　【作成ソフトSUITEのグレード変更】追加料金により「レギュラー」版から「エキスパート」版に変更できます。

最大公開コンテンツ数

利用可能　HDD容量

有料オプション

PDF2FLIPPER（月額）

デスクトップ版
SUITE Platon&Libra用　ラージパック（月額）　※3

¥12,300

閲覧者数
無制限
※ログイン人数に応じて従量料金が発生します（*2）

仮想デスクトップ版
SUITE Platon&Libra用（月額）　ラージパック　※3

¥28,300

独自ドメイン設定（月額）
￥3,000/月

※ドメイン取得料金はふくまれておりません

2022/12/20

プラン　※1

初期費用　※1

基本料金（月額）　※1

従量料金
（月額）
※1※2

ブック用

ブックプラン＆動画用

－ バージョンアップサービスについて －

バージョンアップサービスの契約はオプションです。バージョンアップサービス契約を結ばない場合でも

システムは継続してお使いいただけます。

ただし、バージョンアップ、不具合修復、調査などは有料での作業となります。

【お手軽スタートパック】

無料（月額固定料金に含まれています）
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■ LOGOSWARE Libra V 価格表
ロゴスウェア株式会社

【 お手軽スタートパック（従量課金制）サブスク配信プラン 】 （税抜）

※1：　基本料金および従量料金は本棚システムの利用料のみです。コンテンツ作成ソフトの料金は含まれません。

※2：　利用者の人数は、システムにログインしたユニークID数を基に、毎月月末に算出します。

※3：　【作成ソフトSUITEのグレード変更】追加料金により「レギュラー」版から「エキスパート」版に変更できます。

サブスク配信プラン

¥100,000

¥60,000

¥200

¥400

1,000個

1TB

無制限
※ログイン人数に応じて従量料金が発生します（*2）

仮想デスクトップ版
SUITE Platon&Libra用（月額）　ラージパック　※3

¥28,300

独自ドメイン設定（月額）
￥3,000/月
※ドメイン取得料金はふくまれておりません

最大公開コンテンツ数

利用可能　HDD容量

有料オプション

PDF2FLIPPER（月額）

デスクトップ版
SUITE Platon&Libra用　ラージパック（月額）　※3

¥12,300

¥30,000

閲覧者数

2022/12/20

プラン　※1

初期費用　※1

基本料金（月額）　※1

従量料金
（月額）
※1※2

ブック用

ブックプラン＆動画用

－ バージョンアップサービスについて －

バージョンアップサービスの契約はオプションです。バージョンアップサービス契約を結ばない場合でも

システムは継続してお使いいただけます。

ただし、バージョンアップ、不具合修復、調査などは有料での作業となります。

【お手軽スタートパック】

無料（月額固定料金に含まれています）
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■ LOGOSWARE Libra V 価格表
ロゴスウェア株式会社

【 お手軽スタートパック（月額定額制） 】※最低契約期間1年 （税抜）

50 100 200 500 1,000

¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

¥12,800 ¥24,800 ¥46,800 ¥98,800 ¥148,800

¥25,600 ¥49,600 ¥93,600 ¥197,600 ¥297,600

50 100 200 500 1000

50GB 100GB 200GB 500GB 1000GB（1TB）

ブックプラン 200GB 400GB 800GB 2TB 4TB

ブック＆動画プラン 500GB 1TB 2TB 5TB 10TB

¥3,200 ¥6,200 ¥11,700 ¥24,700 ¥37,200

※1：　基本料金は本棚システムの利用料のみです。コンテンツ作成ソフトの料金は含まれません。

※2：　【作成ソフトSUITEのグレード変更】追加料金により「レギュラー」版から「エキスパート」版に変更できます。

利用可能　HDD容量

最大月間流量

有料オプション

PDF2FLIPPER（月額）

デスクトップ版（月額）
SUITE Platon&Libra用ラージパック　※2

¥12,300

¥28,300

最大公開コンテンツ数

仮想デスクトップ版（月額）
SUITE Platon&Libra用ラージパック　※2

最大月間流量の追加（月額）

独自ドメイン設定（月額）

100GB追加ごとに¥3,000/月

￥3,000/月
※ドメイン取得料金はふくまれておりません

2022/12/20

プラン

初期費用

基本料金
（月額） ※1

ブックプラン

ブックプラン＆動画プラン

－ バージョンアップサービスについて －

バージョンアップサービスの契約はオプションです。バージョンアップサービス契約を結ばない場合でも

システムは継続してお使いいただけます。

ただし、バージョンアップ、不具合修復、調査などは有料での作業となります。

【お手軽スタートパック】

無料（月額固定料金に含まれています）
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■ LOGOSWARE Libra V 価格表
ロゴスウェア株式会社

【 お手軽スタートパック（月額定額制） 】※最低契約期間1ヶ月 （税抜）

50 100 200 500 1,000

¥25,600 ¥49,600 ¥93,600 ¥197,600 ¥297,600

¥51,200 ¥99,200 ¥187,200 ¥395,200 ¥595,200

¥12,800 ¥24,800 ¥46,800 ¥98,800 ¥148,800

¥25,600 ¥49,600 ¥93,600 ¥197,600 ¥297,600

50 100 200 500 1000

50GB 100GB 200GB 500GB 1000GB（1TB）

ブックプラン 200GB 400GB 800GB 2TB 4TB

ブック＆動画プラン 500GB 1TB 2TB 5TB 10TB

¥3,200 ¥6,200 ¥11,700 ¥24,700 ¥37,200

※1：　基本料金は本棚システムの利用料のみです。コンテンツ作成ソフトの料金は含まれません。

独自ドメイン設定（月額）

¥28,300

100GB追加ごとに¥3,000/月

￥3,000/月
※ドメイン取得料金はふくまれておりません

※2：　【作成ソフトSUITEのグレード変更】追加料金により「レギュラー」版から「エキスパート」版に変更できます。

基本料金
（月額）　※

1

ブックプラン

デスクトップ版（月額）
SUITE Platon&Libra用ラージパック　※2

仮想デスクトップ版（月額）
SUITE Platon&Libra用ラージパック　※2

最大月間流量の追加（月額）

ブックプラン＆動画プラン

最大公開コンテンツ数

利用可能　HDD容量

最大月間流量

有料オプション

PDF2FLIPPER（月額）

¥12,300

2022/12/20

プラン

初期費用

ブックプラン

ブックプラン＆動画プラン

－ バージョンアップサービスについて －

バージョンアップサービスの契約はオプションです。バージョンアップサービス契約を結ばない場合でも

システムは継続してお使いいただけます。

ただし、バージョンアップ、不具合修復、調査などは有料での作業となります。

【お手軽スタートパック】

無料（月額固定料金に含まれています）
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2022/12/20

・

・

1 サーバーの補強 設定費 １回 ¥10,000 １回 ¥30,000

ブック用 利用料 １日 ￥1,000 （500名ごと）※1 １日 ￥5,000 （500名ごと）※1

ブック＆動画用 利用料 １日 ￥2,000 （500名ごと）※1 １日 ￥10,000 （500名ごと）※1

2 １日 ¥10,000 １日 ¥10,000

3 １日 ¥50,000 １日 ¥50,000

4 １日 ¥50,000 １日 ¥50,000

5 別サーバーの待機 設定費 1回 ¥10,000 1回 ¥30,000

ブック用 利用料 １日 ¥1,000 １日 ¥5,000

ブック＆動画用 利用料 １日 ¥2,000 １日 ¥10,000

※1

※2

１日にアクセスされる予測人数でご契約いただきます。

イベント会場が都内以外の場合、交通費・宿泊費は別途請求となります。

現地サポート　（※2）

ご注意点：

イベント支援オプションは、イベント実施日の２週間前までにご依頼ください。

下記の３つは、イベント当日のみではなく、設定・準備期間も含めた日の利用料が発生します

　　・１：サーバーの補強
　　・２：書き込み操作ログの保管・復旧
　　・５：別サーバーの待機

拡張オプション
下記は任意で契約可能です。必要なものをお選びください。

従量料金 月額定額制

書き込み操作ログの保管・復旧

システム監視（ロゴスウェアオフィス内にて）

このオプションを申込メリット

イベントによる「LibraV」へのアクセスが通常より増えサーバーへの負荷が原因による、閲覧遅延やペン・付箋の
書き込みに失敗する可能性を低減する事ができます。

基本オプション
イベント支援オプションのお申し込みの際は「サーバーの補強」は必須となります。

従量料金 月額定額制

■ LOGOSWARE Libra Vお手軽スタートパック イベントオプション  価格表

以下に当てはまる場合、心配の方は申込をお願いします。

イベントにて、100人を超えて電子カタログを見ながら販売店の方や営業担当者の方が、ペン・付箋を書き込む操
作を実施する場合



■ お手軽スタートパック(従量課金制)仕様一覧
ロゴスウェア株式会社

50 100 200 500 1000

無制限 無制限 無制限 無制限 無制限

50 100 200 500 1000

LOGOSWARE Libra V に掲載可能なコンテンツ

50GB 100GB 200GB 500GB 1000GB

※1　1000コンテンツ以上を掲載したい場合はお問い合わせください。

■ プラン変更について

■ 有料オプション

※1 【作成ソフトSUITEのグレード変更】追加料金により「レギュラー」版から「エキスパート」版に変更できます。

※2 デスクトップ版と仮想デスクトップ版の２種類ご用意しています。

標準アクアセス制御（TCP Wrapper）

死活監視

（お客様ご指定）.libra.jpn.com
※独自ドメインの利用可能（有料オプション）

　　 利用開始から１年以内は下位プランへの変更（例：プラン200→プラン100）はできません。

　　現プランを１年以上利用していることが変更条件となります。プラン再変更の場合も、現プランの1年以上の利用が必要です。

　　但し、上位プランへの変更（例：プラン50→プラン100）はいつでも可能です。

コンテンツ作成ソフト

　PDF2FLIPPER

PDFファイルをLOGOSWARE FLIPPER形式に変換してLOGOSWARE Libra Vに自動アップロードすることができる
パソコン用のソフトです。

インストール数は無制限です。

PDF2FLIPPERでは、デジタルブックに対するデザインカスタマイズ、リンクの追加、動画の挿入などの高度な編集
機能がサポートされていません。これらの機能のご利用を希望される場合は、SUITE Platon＆Libra用ラージパック
内のFLIPPER U2をご利用ください。

　　SUITE Platon＆Libra用ラージパック

LOGOSWARE Libra Vに掲載可能なコンテンツを作成する下記の３種類のソフトをセットにしたものです。（＊1）（＊
2）
①LOGOSWARE STORM（月払い定額制レギュラー）１ライセンス
　オプション：音声合成プレミアムを含む
②LOGOSWARE THiNQ（月払い定額制レギュラー）１ライセンス
③LOGOSWARE FLIPPER（月払い定額制レギュラー／Platon＆Libra書き出し専用）１ライセンス

　　最大月間流量の追加
掲載コンテンツの閲覧時に発生するデータ通信量には、LOGOSWARE Libra V の契約ごとに上限があります。その
上限値である最大月間流量を増やす場合にこのオプションをご利用ください。
月間流量とコンテンツ閲覧数の関係はこちらをご参照ください。

　　独自ドメイン設定

LOGOSWARE Libra V のドメイン名は、「https://(お客さまご指定).libra.jpn.com」です。独自ドメイン設定オプション
をつけると、ドメイン名を「https://(お客さまご指定)」にできます。
お客さまが取得済みのドメインをLOGOSWARE Libra V に設定するオプションです。ドメイン取得およびドメイン維
持は含まれていません。

　　監視

　　ドメイン

　　電話 営業日営業時間対応（10：00～18：00、土日祝日除く）

サーバー関係
　　HDD

　　SSL 標準対応

複数のHDD構成での冗長化対応、日次バックアップ

サポート関係
　　メール 24時間受付

　　バックアップ（標準）

　　セキュリティ

　　利用制限 商用利用および外部公開は、自社所有コンテンツでの利用に限られます

　　ブックプラン

・LOGOSWARE FLIPPER コンテンツ
・LOGOSWARE THiNQ コンテンツ
※LOGOSWARE Libra V以外の外部サーバーに格納されている「LOGOSWARE STORM コンテンツ」「MP4動画ファイル」もリンク
を使ってLibra V 本棚上に掲載が可能です

　　ブックプラン＆動画プラン

・LOGOSWARE FLIPPER コンテンツ
・LOGOSWARE THiNQ コンテンツ
・LOGOSWARE STORM コンテンツ
・MP4動画ファイル

2022/12/20

プラン
LOGOSWARE Libra V ライセンス関係

　　利用者数

　　最大公開コンテンツ数　※1
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■ LOGOSWARE Libra V  価格表
ロゴスウェア株式会社

【 パッケージ販売（買い取り） 】 （税抜)

なし PDF2FLIPPER付き なし PDF2FLIPPER付き

基本セット
（20コンテンツ）

¥80,000 ¥100,000 ¥120,000 ¥140,000

コンテンツ追加
（50コンテンツ）

¥220,000 ¥275,000 ¥330,000 ¥385,000

コンテンツ追加
（100コンテンツ）

¥340,000 ¥425,000 ¥510,000 ¥595,000

コンテンツ追加
（500コンテンツ）

¥580,000 ¥725,000 ¥870,000 ¥1,015,000

コンテンツ追加
（1000コンテンツ）

¥720,000 ¥900,000 ¥1,080,000 ¥1,260,000

【 年間定額制 】 （税抜)

なし PDF2FLIPPER付き なし PDF2FLIPPER付き

年間ライセンス
（コンテンツ数無制限）

\580,000/年 \725,000/年 \870,000/年 \1,015,000/年 \172,000/年 左記価格に含まれる

※　インストールを当社で行う場合は、別途インストール料金がかかります。
※　バージョンアップサービスを含んだ価格です。
※　特別に許可をしない限り、次の目的での利用は禁じられます
　　　　・システムの再使用権を第三者に許諾すること
　　　　・お客さまが使用権および著作権を持たないコンテンツを掲載し外部販売または外部公開すること

定価の15%

デスクトップ版
SUITE

Platon&Libra用
ラージパック

バージョンアップサービ
ス

オプション

¥438,000

※　コンテンツ数は公開コンテンツ数とし、登録コンテンツ数に制限はありません。

※　インストール作業は、インストーラーで対応しています
　　　動作環境： https://libra.logosware.com/products/requirements/
     ダウンロードデータには、サーバー構築を担当する技術者さま向けのインストール用プログラム、およびマニュアルが含まれています。

※　弊社にてインストール作業を行う場合には、別途有償対応となります。

ライセンス

ブックプラン ブック＆動画プラン

2022/12/20

ライセンス

ブックプラン ブック＆動画プラン デスクトップ版
SUITE

Platon&Libra用
ラージパック

バージョンアップサービ
ス

オプション

－ バージョンアップサービスについて －

バージョンアップサービスの契約はオプションです。バージョンアップサービス契約を結ばない場合でもシステムは継続して

お使いいただけます。

ただし、バージョンアップ、不具合修復、調査などは有料での作業となります。

【製品ライセンス販売】

年間：上記販売価格の15％

【年間ライセンス販売】

無料（年間ライセンス料金に含まれています）
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