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STORM Maker 概要紹介 

1. 魅力的なプレゼン型コンテンツを、もっと簡単に。 

2. STORM Makerとは？ 

3. 優れた特長～４つのメリット 

4. 主な機能 

5. 機能一覧 

6. 活用事例 

7. 動作環境 

8. 販売プラン・グレードの違い 

9. 販売価格 



Copyright© 2013 LOGOSWARE Corporation, All Rights Reserved.  

「低予算を求めると、チープな 
 コンテンツになってしまう」 

「既存のパンフレットや   
 PowerPointを活用できず 
 素材作成が手間」 

従来の 
Flashコンテンツ作成 

魅力的なプレゼン型コンテンツをもっと簡単に 

もっと簡単に、 
もっと魅力的なコンテンツを 

作れないだろうか？ 

解決します！ 
が 

すごく 

なら 

超簡単に作れます！ 

プレゼン型コンテンツが、 

魅力的 な 
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STORM Makerとは？ 

お手持ちのPowerPointファイルから 

プレゼン型コンテンツを作成するソフトウェアです。 

 

 どなたでも簡単に高品質な 

プレゼン型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いつでもどこでもラーニング 

    

②2種類の学習履歴管理を提供 

 

③CD・DVDで配布可能 

 

④画面の操作説明も作成可能 

スマートフォンでも進捗管理ができる 

 

「無料・簡単」と「有料・高機能」  

   

顧客配布や書籍添付に便利 

 

キャプチャ機能で画面操作を簡単録画 
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必要なデバイス用に一括書き出し 
 
  

すべてのデバイスで学習進捗がとれる 

 

 

 

メリット① 
いつでもどこでもラーニング 

＜対応デバイス＞ 
• パソコン（Windows／Mac) 
• スマートフォン（iPhone／Android) 
• タブレット（iPad／Android／Kindle Fire) 

複数デバイスごとにコンテンツを作成しなくてOK 

*バリュー版はパソコン用コンテンツのみ作成可能。マルチデバイス対応はレギュラー版以上が対応。 

ブラウザベースのマルチデバイス対応 

どのデバイスを使っても、前回の続きから学習が可能 



Copyright© 2013 LOGOSWARE Corporation, All Rights Reserved.  

メリット② 
2種類の学習履歴管理を提供 

「無料・簡単」スコア機能 

 
 
 

 

「有料・高機能」eラーニングお手軽スタートパック 

 
 
 

 

 

閲覧者がコンテンツを見終わるタイミングで、その履歴をサーバー側に自動的に送り、記録
させておく仕組みです。管理者は、誰が、どの学習コンテンツを、いつ受講完了したのかを
把握することが出来るようになります。社内で徹底させなければならない規程教育での活用
に最も適しています。 
 
スコア機能のデータを蓄積するサーバー類は、すべて無料でロゴスウェアが提供します。 

eラーニングに必要なソフト類とサーバーを全部まとめてワンパックにして、且つ低価格で

お客様に提供するものです。学習管理システム導入の悩みを一気に解決することが可能で

す。 

「無料・簡単」と「有料・高機能」 

サーバーの準備や保守を心配する必要がありません 

月額3万5千円で100名に使える 
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メリット③ 
CD・DVDで配布可能 

 

オフライン閲覧キット 

 
 
 

コンテンツをそのまま利用できる 
 
 
 

 

 

インターネットがなくてもパソコンで閲覧できる 

「オフライン閲覧キット」でCDやDVD用コンテンツを 

作成可能 

 

インターネット閲覧用に作成したコンテンツを 

そのまま利用可能 

*オフライン閲覧キットはオプション（有料）です 

顧客配布や書籍添付に便利 
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メリット④ 
画面の操作説明も作成可能 

キャプチャ機能で画面操作を簡単録画 

キャプチャツール標準搭載 

 

 

 

 

スライドでの説明と組み合わせられる 
 

STORM Makerにはパソコンの画面操作をレ

コーディングする「キャプチャツール」を搭載。 

ソフトウェアの操作説明用として使えば利用者

の理解を大いに高めることができます。 

単なる画面キャプチャと異なり、STORM Maker

ではスライドでの説明と画面操作ビデオを自由

に組み合わせるといった使い方も可能 
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主な機能 

お客さまの求めている機能が全部揃っています。 

マルチデバイス対応 

検索エンジン対応 PPTアニメ再現 

資料、音声、ビデオ同期 

画面操作レコーディング 音声合成 

ソーシャル対応 

学習履歴を記録するスコア機能 
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機能一覧① 

コンテンツ制作に関する機能 

▼使用可能な素材 

PowerPoint®ファイル 

○ 
PowerPoint®2010 
PowerPoint®2007 
PowerPoint®2003 

デジタルブック 
（FLIPPER形式） 

○ 
※別売「FLIPPER U」が必要 

オリジナルFlashファイル ○ 

ビデオファイル（FLV形式） ○ 

音声ファイル（MP3形式） ○ 

▼出力形式 

Flash形式 ○ 

スマートフォン・タブレット 
閲覧形式 

○ 
HTML5+JavaScript 
※レギュラー以上が対応 

ビデオ形式 
○ 

MPEG4 (.mp4) 
※レギュラー以上が対応 

▼PowerPoint®からの変換機能 

静止イメージへの変換 ○ 

アニメーションの再現 
○ 

※プラグイン 
「PPTアニメーション」(有料)が必要 

PowerPoint®内の 
音声・動画の再現 

○ 
※プラグイン 

「PPTアニメーション」(有料)が必要 

メニュー項目の自動抽出 ○ 

ノートの自動抽出 ○ 

▼作成方法 

通常作成モード ○ 

簡単作成モード ○ 

スライドモード ○ 
※レギュラー以上が対応 

キャプチャーツール ○ 

▼その他 

音声合成 ○ オプション 
※プラグイン「音声合成」(有料)が必要 

WordPress用プラグイン ○ 

http://suite.logosware.com/flipper-maker/products/
http://suite.logosware.com/storm-maker/system/
http://suite.logosware.com/storm-maker/system/
http://suite.logosware.com/storm-maker/functiondetail/
http://suite.logosware.com/storm-maker/functiondetail/
http://suite.logosware.com/storm-maker/functiondetail/
http://suite.logosware.com/storm-maker/functiondetail/
http://suite.logosware.com/storm-maker/functiondetail/
http://suite.logosware.com/storm-maker/functiondetail/
http://suite.logosware.com/storm-maker/functiondetail/
http://suite.logosware.com/storm-maker/functiondetail/
http://suite.logosware.com/storm-maker/functiondetail/
http://suite.logosware.com/storm-maker/functiondetail/
http://suite.logosware.com/storm-maker/functiondetail/
http://suite.logosware.com/storm-maker/functiondetail/
http://suite.logosware.com/storm-maker/functiondetail/
http://suite.logosware.com/storm-maker/functiondetail/
http://suite.logosware.com/storm-maker/functiondetail/
http://suite.logosware.com/storm-maker/functiondetail/
http://suite.logosware.com/storm-maker/functiondetail/
http://suite.logosware.com/storm-maker/functiondetail/
http://suite.logosware.com/storm-maker/system/
http://suite.logosware.com/storm-maker/functiondetail/
http://suite.logosware.com/storm-maker/functiondetail/
http://suite.logosware.com/storm-maker/functiondetail/
http://suite.logosware.com/storm-maker/functiondetail/
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機能一覧② 

利用可能な形式 

 
 

パソコン閲覧 スマートフォン／タブレット閲覧 
※レギュラー以上が対応 

YouTube／デジタルサイネージ閲覧 
※レギュラー以上が対応 

スライド形式 
（静止画） 

○ ○ ○ 

スライド形式 
（アニメーション付き） 

○ × ○ 

スライド形式 
（スライド内の音声・動画） 

○ × ○ 

ブック形式 
（FLIPPER形式） 

○ × ○ 

オリジナルFlash形式 ○ × ○ 

ビデオファイル ○ 
× 

※音声ファイルへ自動変換され 
音声のみ再生されます 

○ 

音声ファイル ○ ○ ○ 
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機能一覧③ 

演出効果 

 
 

パソコン閲覧 スマートフォン／タブレット閲覧 
※レギュラー以上が対応 

YouTube／デジタルサイネージ閲覧 
※レギュラー以上が対応 

音声・ビデオとスライド／ブック
の完全同期 

○ 

○ 
※ブック形式未対応 

※スマートフォンおよびKindleはビデオ再生未対
応（音声のみ再生可） 

○ 

ペンツールでの書き込み演出効果 ○ × ○ 

拡大・移動 
○ 

※デジタルブック形式の場
合のみ 

× 該当せず 

ソーシャル機能 

 
 

パソコン閲覧 スマートフォン／タブレット閲覧 
※レギュラー以上が対応 

YouTube／デジタルサイネージ閲覧 
※レギュラー以上が対応 

ページ内埋め込み機能 ○ × × 

メニュー別URL出力 ○ × × 

Twitter連携 ○ ○ × 

Facebook連携 ○ × × 
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機能一覧④ 

拡張性 

 
 

パソコン閲覧 スマートフォン／タブレット閲覧 
※レギュラー以上が対応 

YouTube／デジタルサイネージ閲覧 
※レギュラー以上が対応 

フリー画像エリア 
○ 

タイムラインでの 
切替が可能 

× × 

デザイン／レイアウトの選択 ○ × × 

デザイン／レイアウトのカスタマ
イズと追加 

○ 
※有料オプション 

× ○ 
※有料オプション 

メニュー別URL出力 ○ × 
※特定メニューからの再生のみ対応 

× 

簡易テストの組み込み ○ × × 

THiNQ Makerとの連携 × 
※検討中 

× × 

SCORM1.2対応 ○ ○ 
※iframe表示は不可 

○ 
※iframe表示は不可 

SCORM2004対応 ○ 検証中 検証中 

ストリーミング配信 
○ 

※別途ストリーミング配信
サーバーが必要 

× ○ 
※別途ストリーミング配信サーバーが必要 

http://suite.logosware.com/thinq-maker/products/
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機能一覧⑤ 

ログ解析 

 
 

パソコン閲覧 スマートフォン／タブレット閲覧 
※レギュラー以上が対応 

YouTube／デジタルサイネージ閲覧 
※レギュラー以上が対応 

学習ログ管理 
スコア機能 

○ 
※レギュラー以上 

○ 
※レギュラー以上 

× 

Google Analyticsを利用した 
閲覧ログ解析 

○ 
※「ga.js」に対応

（Googleでサービス
停止の可能性あり）。
「非同期トラッキング
コード」対応は検討中

です。 

× × 

http://suite.logosware.com/storm-maker/functiondetail/
http://suite.logosware.com/storm-maker/functiondetail/
http://suite.logosware.com/storm-maker/functiondetail/
http://suite.logosware.com/storm-maker/system/
http://suite.logosware.com/storm-maker/system/
http://suite.logosware.com/info_googleanalytics/
http://suite.logosware.com/info_googleanalytics/
http://suite.logosware.com/info_googleanalytics/
http://suite.logosware.com/info_googleanalytics/
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機能一覧⑥ 

閲覧環境に関する機能 

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 
※レギュラー以上が対応 

YouTube／デジタルサイネージ閲覧 
※レギュラー以上が対応 

OS Windows／Mac 
iOS4.0以上 

Android2.3以上 YouTube：特に指定なし 
デジタルサイネージ：MPEG4ビデオが再

生できること 
ブラウザ・プラグイン FlashPlayer®9以上 

プラグイン・専用アプリ不要 
（HTML5+JavaScriptで閲覧） 

CD・DVDでの配布 

○ 
※プラグイン「オフライン閲

覧キット」(有料)が 
必要 

該当せず ○ 

 
 

パソコン閲覧 スマートフォン／タブレット閲覧 
※レギュラー以上が対応 

YouTube／デジタルサイネージ閲覧 
※レギュラー以上が対応 

▼検索 

検索エンジン対応 ○ × × 

http://suite.logosware.com/storm-maker/functiondetail/
http://suite.logosware.com/storm-maker/functiondetail/
http://suite.logosware.com/storm-maker/functiondetail/
http://suite.logosware.com/storm-maker/functiondetail/
http://suite.logosware.com/storm-maker/functiondetail/
http://suite.logosware.com/storm-maker/functiondetail/
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活用事例 

STORMは多くのお客さまに支持されています。 

IRコンテンツ プロモーション 動画マニュアル  eラーニング 

（一部抜粋・順不同） 

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

OS 
Windows® 7 日本語版(32bit版、64bit版)  
Windows® XP 日本語版 SP2以降（32bit版） 
作成ソフトは、Windows®パソコン上で動作します。 

CPU IntelR Pentium 4、2GHz 以上 

PCメモリ 1024MB 以上の空きメモリ（Windows® 7の場合は2GB以上を推奨） 

モニタ 解像度1280×1024、16ビット以上推奨 

ソフトウェア 
・PowerPoint2010、PowerPoint2007、PowerPoint2003 ※１ 
・Internet Explorer 7 以上 
・ステレオミックス機能（サウンドデバイス） ※音声付き動画書き出し利用の場合のみ 

.NET Framework .NET Framework 3.5 ※２ 

FlashPlayer® FlashPlayer® 9.0.115 以上 
※InternetExplorer®にインストール 

環境 Windowsの管理者権限 ※半角英数字のユーザー名であること 

※１ ブック形式、オリジナルFlash のみご利用の場合は必要ありません。 
※２ マイクロソフト社のダウンロードサイトまたは Windows Updateを使ってインストールしてください。 

■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）。 

学習管理システム（LMS）に掲載する場合は、SCORM1.2または2004に対応したLMSに掲載いただけます。 

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／Windows®7／Windows 
Vista®／Windows®XP 

Mac OS X 10.4以上 

CPU Intel® Pentium® 4 1GHz相当以上 PowerPC G4 800MHz以上 

メモリ 512MB 以上の空きメモリ（Windows Vista以降は1GB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® 7以上 ※１ 
Firefox® 2以上 
Google Chrome 

Safari 3 以上 
Firefox® 2以上 
Google Chrome 

プラグイン FlashPlayer® 9.0.115.0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） ※２ 

■パソコン 

■スマートフォン／タブレット 

対応機種 ・iPhone (iPhone5, iPhone4S, iPhone4) : iOS4.3以上 
・iPad : iOS4.3以上 
・Android : Android2.3以上 
・Kindle Fire (Kindle Fire 2nd Generation, Kindle Fire HD) 

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。 
※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。 
※２ CD-ROMなどのオフライン閲覧時にはインターネットのかわりに「KeyringFlash（無料）」が必要です。 

標準ブラウザでの閲覧を前提とします。 
※Androidの詳細はAndroid対応機種リストをご覧ください。 
※スマートフォン／タブレット対応の詳細はホワイトペーパーをご覧ください。 

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/
http://suite.logosware.com/wp-content/uploads/11-ST030206.pdf
http://suite.logosware.com/wp-content/uploads/11-ST030206.pdf
http://doclib.logosware.com/-site_media/media/content/files/book/128/3/book.pdf


Copyright© 2013 LOGOSWARE Corporation, All Rights Reserved.  

販売プラン 
 

 

 

 

 

 

 

グレード（料金プラン） 
 

販売プラン・グレードの違い 

年間定額制プラン 

パッケージ販売プラン 

3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 

年間定額制／パッケージ販売 

グレード（料金プラン） 

STORM Makerは、3種類の販売プランがあります。 

販売プランには３つのグレード（料金プラン）があります。 

1ヵ月使い放題プラン 
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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 

1ヵ月使い放題 1ヵ月 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 

販売プラン・グレードの違い 

※上記以外の機能の違いはありません 

スキン  iPhone/iPad/And
roid/Kindle Fire 
閲覧対応 

ビデオ書き出し スライドモード スコア機能 API 
標準 追加 

1ヵ月使い放題・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 ６種類 × ○ ○ ○ × × 

エキスパート ６種類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

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。 
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販売価格① １ヵ月使い放題／年間定額制 

１ヵ月使い放題 1ヵ月使い放題でご利用できるプラン 

 
 
 
 

 

 

 

料金プラン（グレード） 一般・商用 アカデミック 内 容 

レギュラー 26,000円 - 
標準スキン６種類同梱 
iPhone／iPad／Android／Kindle Fire 対応 
※PPTアニメーションは無償標準搭載 

エキスパート 38,000円 - 
標準スキン６種類同梱／スキンの追加可能 
iPhone／iPad／Android／Kindle Fire 対応 
※PPTアニメーションは無償標準搭載 

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 48,000円 33,600円 ロゴスウェアのロゴ入りスキン 1種類固定 

レギュラー 98,000円 68,600円 
標準スキン６種類同梱 
iPhone／iPad／Android／Kindle Fire 対応 

エキスパート 150,000円 105,000円 
標準スキン６種類同梱／スキンの追加可能 
iPhone／iPad／Android／Kindle Fire 対応 

税抜 
年間定額制  1年間、固定料金でご利用できるプラン 

 
 
 
 

 

 

 

※ アカデミック版はありません。  
※  「バリュー」のグレードはありません。 
※ 同時複数購入割引はありません。  
※ 上記価格は作成ソフトをインストールするPC１台あたりのライセンス料金です。   

※ 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本目以降同時購入時に限り、販売価格の50%といたします。 
※ 年間定額制の2年目以降の購入は、有効期限内に購入に限り、特別割引を適応いたします。 
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販売価格② パッケージ販売（買い取り） 

パッケージ販売（買い取り）使い放題、無期限のプラン 

 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 120,000円 84,000円 ロゴスウェアのロゴ入りスキン 1種類固定 

レギュラー 245,000円 171,500円 
標準スキン６種類同梱 
iPhone／iPad／Android／Kindle Fire 対応 

エキスパート 375,000円 262,500円 
標準スキン６種類同梱／スキンの追加可能 
iPhone／iPad／Android／Kindle Fire 対応 

※ 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本目以降同時購入時に限り、販売価格の50%といたします。 
※ 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。  

税抜 
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販売価格③ オプション 

種類 販売価格 内 容 

PPTアニメーション 
40,000円 
/1PC※ 

PowerPointファイル素材のアニメーション効果を活かした 
コンテンツ作成を実現するためのファイル変換用プラグイン 

音声合成 
40,000円 
/1PC※ 

読み上げ用テキストやPowerPointのノートから 
合成音声データ（MP3形式）を生成できるプラグイン 

オフライン閲覧キット 
48,000円
/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事
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。 
※FLVを素材としたコンテンツでのご利用は行えません。 

※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 

 

最後までご視聴いただき 

  誠にありがとうございました！ 

無料体験版を申し込む 

クリック！ 


