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FLIPPER U概要紹介 
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魅力的なデジタルブックを、もっと簡単に 

「簡単に作れるけど、平凡で   
  ありきたりなブックしか 
 作れない」 

「すごく魅力的な 
 デジタルブックが作れるけど、 
 作るのが面倒」 

従来の 
デジタルブック作成ソフト 

すごく魅力的な 

デジタルブックが、 

なら 

超簡単に作れます！ 

もっと簡単に、 
もっと魅力的なブックを 

作れないだろうか？ 

解決します！ 
が 
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FLIPPER Uとは？ 

お手持ちのPDFやJPEGファイルから 

デジタルブックを作成するソフトウェアです。 
 

どなたでも簡単に、わずか3ステップで 

高品質なデジタルコンテンツを 

作成できます。 
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優れた特長 4つのメリット 

① マルチデバイス対応 
話題のKindleFireにもいち早く対応 

② ライブラリ・システムとのセットプランを用意 
デジタル本棚が簡単に持てる※別売「Libra SQUARE」で実現 

③ CD/DVD配布可能 
販促ツールや書籍添付用に便利 

④ 着せ替えスキンパッケージで自在にデザイン変更 
多言語化も自由自在  
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FLIPPER Uで作られたコンテンツなら、 
どんなデバイスでも閲覧できます。 
Windws,MacOS,iPhone,iPad,Androidに加えて 

Kindle Fire(Fire HD)にも 対応！ 
どんなデバイスからも閲覧ログの情報取得OK 

 
 

 

 

メリット① 

マルチデバイス対応 
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メリット② 
ライブラリ・システムとのセットプランを用意 

デジタル本棚が簡単に持てる 
 

ブックの管理は専用本棚システム 

 「Libra SQUARE」にお任せ！ 
 

• 複数ブック間を横断したキーワード検索が実現 

• ブックの版を自動的に管理 

 

 

  SaaS型 
「お手軽スタートパック」    
  新登場！ 

月額 
26,000円～ 



Copyright© 2013 LOGOSWARE Corporation, All Rights Reserved.  

メリット③ 
CD/DVDで配布可能 

販促ツールや書籍添付用に便利 
 

オフライン閲覧キット（別売：48,000円（税別））で 
コンテンツをCD/DVD化！ 
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メリット④ 
着せ替えスキンパッケージで自在にデザイン変更 

多言語化も自由自在 
 

スキンデザインを自在に変更 

 
 
 

 

多言語化対応 

 
 
 

 

 

•デジタルブックの利用目的に合わせて、 

デザインを自在に変更。 

•「着せ替えスキン」*を使えば、 

ボタン類の画像を入れ替えるだけで、 

オリジナルデザインに。 

•着せ替えスキンは、 

どんな外国語にも柔軟に対応可能。 

•英語・中国語は既にご用意。 

•ボタン画像を用意するだけで言語変更可能。 

※エキスパート、プリペイド、従量課金版対応 

着せ替えスキン 
パッケージを 

ご用意！ 
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主な機能① 

お客さまの求めている機能が全部揃っています。 

検索エンジン対応 

CD/DVDオフライン閲覧 内部ハイライト検索 

ソーシャル対応 

ヒートマップログ解析 

マルチデバイス対応 
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主な機能② 

便利な編集機能 
 

• 複数PDF／JPEGファイルを 
１つのデータに 

• 作成済みブックにページ追加 

• 作成済みブックの 
ページ差し替え 

 

多彩な演出 
 

• グラフィカルなリンクツールで自由なリンク領域を作成 

• ドラッグ＆ドロップで素材配置 

• 動く素材（flashファイル）を追加して、動きのある 
演出を簡単実現 
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主な機能③ 

機敏で軽快な動作 
 

• 複数1,000ページを超えるような 

 大型ブックでも素速く起動し、検索可能。 
 

見やすい表示 
 

• 両面開きの表示方法に加えて、 
単ページ表示もOK 

 

素速く 
検索！ 
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機能一覧① 

デジタルブック制作に関する機能 

パソコン閲覧 
スマートフォン／タブレット閲覧
(iPhone,iPad,Android,KindeFire) 

▼簡単さ 

3ステップ作成 〇 

PDFから 
ノンストップ作成 

〇 
※従量課金制プランのみ 

PDFエクステンションが必要 

PDFリンク自動抽出 〇 
※サーチエクステンションが必要 

検索ワード自動登録 〇 
※サーチエクステンションが必要 

ページ編集機能 〇 

作成のバッチ処理 〇 

マルチデバイス用 
一括書き出し 

〇  
※レギュラー以上が対応 

▼カスタマイズ性 

スキンデザイン選択 〇 

着せ替えスキン 〇 
※エキスパート、プリペイド、従量課金で対応 

多言語対応 〇 

パソコン閲覧 
スマートフォン／タブレット閲覧 
(iPhone,iPad,Android,KindleFire) 

▼演出効果 

リンク設定 ○ ○ 

音声再生 ○ ○ 

ビデオ再生 ○ 
× 

（外部にあるビデオファイルの再生
は可能） 

動きのある装飾 ○ × 

人物ビデオの重ね合わせ ○ × 

スタンプ機能 ○ △  
（静止画スタンプのみ可能） 

レイヤー機能 ○ × 

しゃべるデジタルブック ○ × 

▼サイトへの掲載 

Webページ内埋め込み 〇 〇  
（ブック閲覧は別ウィンドウ） 

WordPress用プラグイン 〇 〇 
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機能一覧② 
運用に関する機能 

パソコン閲覧 
スマートフォン／タブレット閲覧 
(iPhone,iPad,Android,KindleFire
) 

▼ログ解析 

Google Analytics対応 〇※レギュラー／エキスパート、プリペイド、従量課

金で対応 

ヒートマップ型解析 〇※レギュラー／エキスパート、プリペイド、従量課

金で対応 

▼システム連携 

eラーニング 
SCORM対応 

〇 〇 

本棚型システムの 
整備（別売Libraが必要） 〇 〇 

パソコン閲覧 
スマートフォン／タブレット閲覧 

(iPhone,iPad,Android,KindleFir
e) 

▼幅広い閲覧環境 

閲覧用プラグイン／ 
アプリ不要 

〇 〇 

CDやDVDでの配布 〇 該当せず 

閲覧環境に関する機能 

ユーザー操作に関する機能 
パソコン閲覧 スマートフォン／タブレット閲覧 

(iPhone,iPad,Android,KindleFire) 

▼操作性 

両面見開き表示 〇 × 

単ページ表示 ○ ※レギュラー／エキスパート、プリペイド、 
従量課金で対応 

ダイナミックサイジング 〇 該当せず （常にフル画面） 

手書きメモ 〇 × 

付箋 〇 × 

多段階ズーム 〇 〇（２段階まで） 

高品位印刷 〇 × 

切り抜き機能 〇 × 

コピー＆ペースト 〇 × 

▼検索 

検索エンジン対応 〇 〇 

ブック内全文検索 〇 〇 

検索文字ハイライト表示 〇 〇 

▼ソーシャル 

Twitter連携 〇 〇 

Facebook連携 〇 ○ 

ページ別URL出力 〇 〇 

Webページ内埋め込み 〇 △ （ブック閲覧は別 

http://libra.logosware.com/


Copyright© 2013 LOGOSWARE Corporation, All Rights Reserved.  

活用事例 

FLIPPERは多くのお客さまに支持されています。 

大学 フリーペーパー 印刷会社・一般企業 教育サービス 

（一部抜粋・順不同） 

http://suite.logosware.com/category/voice/flipper-maker/
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動作環境：作成ソフト側／掲載サーバー環境 

OS 

Windows® 8、8.1／Windows® 7 日本語版(32bit版、64bit版) ※／ Windows® XP 日本
語版（32bit版） 
作成ソフトは、Windows®パソコン上で動作します。 
※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。 

CPU Intel Core2 Duo,2GHz以上 

PCメモリ 1GB以上のRAM（64-bitマシンは２GB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 

.NET 
Framework 

.NET Framework 3.5が必要です。 
パソコンにインストールされていない場合は、マイクロソフト社のダウンロードサイトから、 
または Windows Update の機能を使ってインストールしてください。 

FlashPlayer® 
FlashPlayer® 10.2 以上 
InternetExplorer®にインストールしてください。 

環境 
インターネット接続環境が必要です。 
ユーザー認証や作成ページ数のカウントが、インターネットに接続した環境で行なわれます。 

※ Windows7®特有の現象として、操作が困難になる場合、また原因不明の問題が発生することがございます。 
  この場合、ユーザーアカウント制御を解除することで、問題が解決することがあります。 
※2 Windows® XP Home Editionは推奨対象外です。アプリケーションが適切に終了しないことがあります。 

■動作環境 

■掲載サーバー環境 

一般的なWebサーバーに掲載いただけます（特殊な設定や機器などは不要です）。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/netframework/aa569263.aspx
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動作環境：閲覧側（推奨環境） 

Windows® Macintosh® 

OS 
Windows®8、8.1 ※１ 

Windows®7／Windows Vista®／
Windows®XP 

Mac OS X 10.4(インテル)、10.5、 
10.6日本語版 

CPU 
Intel® Pentium® III 800MHz 相当 
(但し、ブックの大きさに依存する) 

インテルCore Duo 1.83GHz以上 推奨 

メモリ 256MB 以上の空きメモリ（512MB 以上推奨） 

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® 7以上 ※１ 

Firefox® 3 以上 
Google Chrome 

Firefox® 3 以上 
Safari 4 以上 
Google Chrome 

プラグイン FlashPlayer® 10.2 以上 

環境 
インターネット接続環境（回線速度：ブロードバンド以上） 
※CD-ROMなどのオフライン閲覧時には必要ありません。 

■パソコン 

■スマートフォン／タブレット 

対応機種 ・iPhone (iPhone4, iPhone4S, iPhone5) : iOS4.3以上 
・iPad : iOS4.3以上 
・Android : Android2.2以上 
・Kindle Fire (Kindle Fire 2nd Generation, Kindle Fire HD) 
※標準ブラウザでの閲覧を前提とします。Android対応機種リストはこちらをご覧ください 

※１）Internet Explorer10はデスクトップ版のみ動作します。メトロ版のInternet Explorerでは動作しません。 
OS及びブラウザの環境につきましては、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。 

http://suite.logosware.com/wp-content/uploads/11-FL030164.pdf
http://suite.logosware.com/wp-content/uploads/11-FL030164.pdf
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/
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販売プラン 
FLIPPER Uは、5種類の販売プランがあります。 

 

 

 

 

 

 

グレード（料金プラン） 
販売プランには３つのグレード（料金プラン）があります。 

販売プラン・グレードの違い 

月払い定額制プラン 

年間定額制プラン 

パッケージ販売プラン 

プリペイド制プラン 

従量課金制プラン 
5種類の販売プラン 

バリュー 

レギュラー 

エキスパート 

販売プラン 

月払い定額制／年間定額制／ 
パッケージ販売 グレード（料金プラン） 
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販売プランによる利用期間・制作枚数・利用人数の違い 

 

 

 

 

 

グレードによる機能の違い 

販売プラン 利用期間 制作枚数 利用人数 コンテンツの二次利用 

月払い定額制※1 １年間 ※２ 無制限 1台のPCのみ 可能 

年間定額制※1 １年間 無制限 1台のPCのみ 可能 

パッケージ販売※1 無期限 無制限 1台のPCのみ 可能 

プリペイド制 無期限 購入ページ数に達するまで（途中で追加購入可能） 無制限 可能 

従量課金制 無期限※ 無制限（作成した分だけ課金） 無制限 可能 

販売プラン・グレードの違い 

有効期限はありませんが、お支払いの遅延又は1年以上ご利用が無い場合には、停止させて頂きます。 
すべての製品において制作物の配布条件に制限はありません。制作代行業務をすることも、作成されたコンテンツを販売することも可能です。 
※1  グレード（バリュー／レギュラー／エキスパート）による違いはありません。 ※2  ２年目以降は自由に解約可能です 

スキン  iPhone/iPad/Android/ 
Kindle Fire対応 

Google Analytics＆ 
ヒートマップ型ログ解析 

着せ替えスキン スライドスキン 
標準 追加 

月払い定額制・年間定額制・パッケージ販売（買取）（一般・商用／アカデミック共通） 

バリュー １種類 × × × × × 

レギュラー ７種類 × ○ ○ × ○ 

エキスパート 10種類 ○ ○ ○ ○ ○ 

プリペイド制・従量課金制（一般・商用のみ、１グレード制） 

プリペイド制 10種類 ○ ○ ○ ○ ○ 

従量課金制 10種類 ○ ○ ○ ○ ○ 
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販売価格① 月払い定額制 

月払い定額制 
 月額固定料金でご利用できる方式。作成枚数は無制限です。 

 料金プラン 
（グレード） 

一般・商用 アカデミック 内 容 

バリュー ¥7,800 ¥5,460 ロゴスウェアのロゴ入りスキン 1種類固定 

レギュラー ¥19,600 ¥13,720 
標準スキン７種類同梱 
iPhone／iPad／Android／KindleFire対応 

エキスパート ¥26,200 ¥18,340 
標準スキン10種類同梱／スキンの追加可能 
iPhone／iPad／Android／KindleFire対応 

NEW 

※1 上記価格はPC1台あたりのライセンス料金となり、保守サービス料を含んでいます。  
※2 2本目以降同時購入時に限り、販売価格の50%といたします。 
※3 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。  
※4 お支払いは、口座引落(毎月10日)となります。  
※5 最低利用期間は1年となります。その後は1ヶ月ごとに解約可能となります。  
※6 レギュラー／エキスパートではFLIPPER Report（ヒートマップ型アクセスログ解析）をご利用いただけます。  

税抜 
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販売価格② 年間定額制／パッケージ販売（買い取り） 

年間定額制  1年間、固定料金でご利用できる方式。作成枚数は無制限です 

 
 
 
 
 

パッケージ販売（買い取り）使い放題、無期限のプランです 

 

料金プラン（グレード） 一般・商用 アカデミック 内 容 

バリュー ¥95,000 ¥66,500 ロゴスウェアのロゴ入りスキン 1種類固定 

レギュラー ¥240,000 ¥168,000 
標準スキン７種類同梱 
iPhone／iPad／Android／KindleFire対応 

エキスパート ¥320,000 ¥224,000 
標準スキン10種類同梱／スキンの追加可能 
iPhone／iPad／Android／KindleFire対応 

税抜 

料金プラン（グレード） 一般・商用 アカデミック 内 容 

バリュー ¥237,500 ¥166,250 ロゴスウェアのロゴ入りスキン 1種類固定 

レギュラー ¥600,000 ¥420,000 
標準スキン７種類同梱 
iPhone／iPad／Android／KindleFire対応 

エキスパート ¥800,000 ¥560,000 
標準スキン10種類同梱／スキンの追加可能 
iPhone／iPad／Android／KindleFire対応 

※1 上記価格はPC1台あたりのライセンス料金となり、初年度は保守サービス料を含んでいます。 
※2 2本目以降同時購入時に限り、販売価格の50%といたします。 
※3 ご利用にはサーバー認証（インターネット接続）が必要になりますが、不可の場合には別途ご相談下さい。 
※4 2年目以降は任意で加入できる保守サービスがございます。 
※5 レギュラー／エキスパートではFLIPPER Report（ヒートマップ型アクセスログ解析）をご利用いただけます。  

税抜 
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販売価格③ プリペイド制／従量課金制 

プリペイド制  必要な作成枚数を事前に購入していただく方式です 

 
 
 

 
従量課金制  毎月の作成ページ数をカウントし、作成した分だけお支払い 

料金プラン 一般・商用 アカデミック 内 容 

100 ページ ¥49,500 ¥34,650 

標準スキン10種類／スキンの追加可能 
iPhone／iPad／Android／KindleFire対応 

250 ページ ¥98,000 ¥68,600 

500 ページ ¥180,000 ¥126,000 

1,200 ページ ¥380,000 ¥266,000 

2,000 ページ ¥580,000 ¥406,000 

4,000 ページ ¥880,000 ¥616,000 

8,000 ページ ¥1,200,000 ¥840,000 

料金プラン 一般・商用 アカデミック 内 容 

初期費用 
無料 - 

導入時のみ 
無料 - 

ページ単価 

毎月の作成ページ数をカウントし、利用した分だけお支払いただきます。  
毎月20日〆・月末請求 
標準スキン10種類／スキンの追加可能 
iPhone／iPad／Android対応 

※1 PCへのインストール数に制限はございません。複数台のPCでご利用いただけます。 
※2 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。 
※3 有効期限はございません。購入枚数に達するまでご利用いただけます。（途中で追加購入可能） 
※4 サンプル版としてコンテンツを書き出す場合はページは消費されません。  
※5 （プリペイド制のみ）上記価格は保守サービス料を含んでいます。 
※6 FLIPPER Report（ヒートマップ型アクセスログ解析）をご利用いただけます。 

税抜 
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販売価格④ オプション 

種類 販売価格 内 容 

PDFエクステンション 
¥16,680 
/１PC※ 

• PDFファイルをブックの素材として使えるようにします。 
 
※年間定額制、パッケージ販売、月払い定額制、プリペイド制に標準搭載 

サーチエクステンション 
¥42,800 
/１PC※ 

• PDFファイルから内部の文字を抽出し、ブック内全文検索を自動設定しま
す。 

• PDFファイルから目次情報を抽出して、インデックスを自動生成します。 
• PDFに設定されたリンク情報を抽出して、リンクを自動設定します 
  
※「PDF エクステンション」とセットでのご利用が条件となります 

オフライン閲覧キット 
¥48,000 
/１PC※ 

CD-ROMやDVD-ROMなどオフラインで複数のコンテンツを 
閲覧させることができるキット 

オンラインストレージ 
¥9,600 

/1ユニット 

作成したコンテンツをアップロードするインターネット公開用Webサーバー
です。１ユニットあたり100MBの容量が提供されます。 
オンラインストレージに関する詳細は専用ウェブページをご覧ください。 

※上記価格はPC1台あたりのライセンス料金です。 

税抜 

http://suite.logosware.com/online-storage/
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最後に 

 

最後までご試聴いただき、 

誠にありがとうございました！ 

無料体験を申し込む 

クリック！ 


