
15-PT120474

■ Platon　価格表 2023/3/31

ロゴスウェア株式会社

クラウド（SaaS）型販売 お手軽スタートパック
従量課金制 通常プラン

税別

プランA プランB プランC

数名～千人の範囲
内で利用人数が変
化する場合に最適

千人～数千人の範
囲内で利用人数が
変化する場合に最適

数千人以上で利用
人数が変化する場合
に最適

作成ソフトなし \14,000/月 \128,000/月 \288,000/月

デスクトップ版
作成ソフトSUITE Platon&Libra用スモールパック付 (※1)

\21,000/月 \135,000/月 \295,000/月

仮想デスクトップ版
作成ソフトSUITE Platon&Libra用スモールパック付 (※1)

\37,000/月 \151,000/月 \311,000/月

デスクトップ版
作成ソフトSUITE Platon&Libra用 ラージパック付 (※1)

\26,300/月 \140,300/月 \300,300/月

仮想デスクトップ版
作成ソフトSUITE Platon&Libra用 ラージパック付 (※1)

\42,300/月 \156,300/月 \316,300/月

作成ソフトなし - \12,800/月 \28,800/月

デスクトップ版
作成ソフトSUITE Platon&Libra用スモールパック付 (※1)

- \13,500/月 \29,500/月

仮想デスクトップ版
作成ソフトSUITE Platon&Libra用スモールパック付 (※1)

- \29,500/月 \45,500/月

デスクトップ版
作成ソフトSUITE Platon&Libra用 ラージパック付 (※1)

- \14,030/月 \30,030/月

仮想デスクトップ版
作成ソフトSUITE Platon&Libra用 ラージパック付 (※1)

- \30,030/月 \46,030/月

移行手数料金（※6） ¥128,000 ¥288,000

¥250 ¥100 ¥45

その他、詳細は、別紙、「お手軽スタートパック(従量課金制）仕様一覧」を参照ください。

従量料金 (※2)　利用者一人あたり料金

初期費用 ¥0

月額料金
（通常月）

最適な利用人数の範囲

月額料金
（スリープ
モード）※5

利用開始から１年以内は下位プラン（例：プランB→プランA）への変更はできません。
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。同様に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A→プランBはいつでも可能です。

有料オプション

独自ドメイン設定（※3）
￥3,000/月

Platonに独自ドメインを設定できます。
※ドメイン取得料金は含まれておりません。

一斉テスト (※4)
　受講者50名あたり　￥5,000/週
必要なときだけ週単位で利用可能

※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。
　エキスパートグレードで利用できる「STORM Xe AI翻訳機能」月5回までは無料、6回以上、1回あたり300円（税別）がご利用になれます。

※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　通常ドメイン名は、https://(お客さまご指定).platon.jpn.comですが、独自ドメインにすると、https://(お客さまご指定)にできます。

※4　一斉テストとは、受講者全員が同一時刻にログインして実施するテストを指します。
　　本オプションを利用せずに一斉テストを実施すると サーバーに高負荷がかかり、不具合の原因になります。

※5 スリープモードとはPlatonを利用しない月に利用を停止するプランです。
   スリープモードに切り替えた場合、Platonの管理画面・受講画面へのアクセスができません。
   利用者リスト・学習履歴などはすべて保存されます。
   18か月以上連続でスリープモードにはできません。

※6 「通常稼働状態」から「スリープモード」に移行させる時にかかる料金です。移行の都度、料金が発生します。
    なお、「スリープモード」から「通常稼働状態」に戻す際には料金は発生しません。

IPアドレス制限

１教材400円～600円（1カ月１人あたり）
教育コンテンツ専門会社が作成した、高品質な専門教材が利用

できます。
アドバンス教材

関係者を限定した秘密性の高い研修を実施可能
※ご利用にはお申し込みが必要です

￥3,000/月
月額3,000円で10個まで設定できます

月5回までは無料、6回以上、1回あたり300円（税別）

【プランの変更について】

STORM Xe　AI文字起こし機能

無料オプション

標準教材
ロゴスウェアオリジナルのビジネス基礎教材が利用できます。

※ご利用にはお申し込みが必要です

バージョンアップサービス（無償バージョンアップ） 標準提供（上記価格に含まれています）

特別研修システム
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15-PT120474

■ Platon　価格表 2023/3/31

ロゴスウェア株式会社

クラウド（SaaS）型販売 お手軽スタートパック
従量課金制 通常プラン(EC機能付きプラン)

税別

プランA プランB プランC

数名～千人の範囲
内で利用人数が変
化する場合に最適

千人～数千人の範
囲内で利用人数が
変化する場合に最適

数千人以上で利用
人数が変化する場合
に最適

¥40,000 ¥40,000 ¥40,000

作成ソフトなし \14,000/月 \128,000/月 \288,000/月

デスクトップ版
作成ソフトSUITE Platon&Libra用スモールパック付 (※2)

\21,000/月 \135,000/月 \295,000/月

仮想デスクトップ版
作成ソフトSUITE Platon&Libra用スモールパック付 (※2)

\37,000/月 \151,000/月 \311,000/月

デスクトップ版
作成ソフトSUITE Platon&Libra用 ラージパック付 (※2)

\26,300/月 \140,300/月 \300,300/月

仮想デスクトップ版
作成ソフトSUITE Platon&Libra用 ラージパック付 (※2)

\42,300/月 \156,300/月 \316,300/月

作成ソフトなし - \12,800/月 \28,800/月

デスクトップ版
作成ソフトSUITE Platon&Libra用スモールパック付 (※2)

- \13,500/月 \29,500/月

仮想デスクトップ版
作成ソフトSUITE Platon&Libra用スモールパック付 (※2)

- \29,500/月 \45,500/月

デスクトップ版
作成ソフトSUITE Platon&Libra用 ラージパック付 (※2)

- \14,030/月 \30,030/月

仮想デスクトップ版
作成ソフトSUITE Platon&Libra用 ラージパック付 (※2)

- \30,030/月 \46,030/月

移行手数料金（※7） ¥128,000 ¥288,000

¥288 ¥115 ¥52

※1　導入時の他、コースの追加／削除の場合に構築費用がかかります。

その他、詳細は、別紙、「お手軽スタートパック(従量課金制）仕様一覧」を参照ください。

【プランの変更について】

利用開始から１年以内は下位プラン（例：プランB→プランA）への変更はできません。
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。同様に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A→プランBはいつでも可能です。

※3　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。

※4　通常ドメイン名は、https://(お客さまご指定).platon.jpn.comですが、独自ドメインにすると、https://(お客さまご指定)にできます。

※5　一斉テストとは、受講者全員が同一時刻にログインして実施するテストを指します。
　　本オプションを利用せずに一斉テストを実施すると サーバーに高負荷がかかり、不具合の原因になります。

※6 スリープモードとはPlatonを利用しない月に利用を停止するプランです。
   スリープモードに切り替えた場合、Platonの管理画面・受講画面へのアクセスができません。
   利用者リスト・学習履歴などはすべて保存されます。
   18か月以上連続でスリープモードにはできません。

※7 「通常稼働状態」から「スリープモード」に移行させる時にかかる料金です。移行の都度、料金が発生します。
    なお、「スリープモード」から「通常稼働状態」に戻す際には料金は発生しません。

関係者を限定した秘密性の高い研修を実施可能
※ご利用にはお申し込みが必要です

標準教材 利用不可

有料オプション

独自ドメイン設定（※4）
￥3,000/月

Platonに独自ドメインを設定できます。
※ドメイン取得料金は含まれておりません。

アドバンス教材 利用不可

STORM Xe　AI文字起こし機能

※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。
　エキスパートグレードで利用できる「STORM Xe AI翻訳機能」月5回までは無料、6回以上、1回あたり300円（税別）がご利用になれます。

IPアドレス制限
￥3,000/月

月額3,000円で10個まで設定できます

月5回までは無料、6回以上、1回あたり300円（税別）

最適な利用人数の範囲

構築費用 (※1)

月額料金
（通常月）

月額料金
（スリープ
モード）※6

一斉テスト (※5)
　受講者50名あたり　￥5,000/週
必要なときだけ週単位で利用可能

従量料金 (※3)　利用者一人あたり料金

バージョンアップサービス（無償バージョンアップ） 標準提供（上記価格に含まれています）

無料オプション

特別研修システム
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15-PT120474

■ Platonお手軽スタートパック 従量課金制 2023/3/31

   （通常プラン／EC機能付きプラン）仕様一覧 ロゴスウェア株式会社

利用制限

メール

電話

ストレージ容量

回線

SSL

ドメイン

バックアップ（標準）

セキュリティ

監視

SUITE
Platon＆Libra用セット
スモールパック

SUITE
Platon＆Libra用セット
ラージパック

サーバー関係

STORM （月払い定額制レギュラー）１ライセンス
THiNQ （月払い定額制レギュラー）１ライセンス
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

500GB

CDN

標準対応

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

複数のストレージ構成での冗長化対応、日次バックアップ

標準アクセス制御（TCP Wrapper）

死活監視

Platon ライセンス関係

自社コンテンツでの利用に限る（外部公開および販売は可）

営業日営業時間対応（10：00～18：00、土日祝日除く）

24時間受付

サポート関係

STORM （月払い定額制レギュラー）１ライセンス
THiNQ（月払い定額制レギュラー）１ライセンス

教材作成ソフト（SUITE付を選択した場合、各々次のソフトが付属されます）※1,※2
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15-PT120474

■ Platon　価格表 2023/3/31

ロゴスウェア株式会社

クラウド（SaaS）型販売 お手軽スタートパック
月額定額制　利用人数プラン（月間利用者数）※最低契約期間1年

税別

100 500 1,000 2,000 3,000

100人 500人 1,000人 2,000人 3,000人

作成ソフトなし \28,000/月 \88,000/月 \163,000/月 \228,200/月 \293,400/月

デスクトップ版
作成ソフトSUITE Platon&Libra用スモールパック付

\35,000/月 \95,000/月 \170,000/月 \235,200/月 \300,400/月

仮想デスクトップ版
作成ソフトSUITE Platon&Libra用スモールパック付

\51,000/月 \111,000/月 \186,000/月 \251,200/月 \316,400/月

デスクトップ版
作成ソフトSUITE Platon&Libra用ラージパック付

\40,300/月 \100,300/月 \175,300/月 \240,500/月 \305,700/月

仮想デスクトップ版
作成ソフトSUITE Platon&Libra用ラージパック付

\56,300/月 \116,300/月 \191,300/月 \256,500/月 \321,700/月

最大利用人数

初期費用

有料オプション

バージョンアップサービス（無償バージョンアップ） 標準提供（上記価格に含まれています）

¥0

月額料金

無料オプション

特別研修システム
関係者を限定した秘密性の高い研修を実施可能

※ご利用にはお申し込みが必要です

標準教材
ロゴスウェアオリジナルのビジネス基礎教材が利用できます。

※ご利用にはお申し込みが必要です

STORM Xe　AI文字起こし機能 月5回までは無料、6回以上、1回あたり300円（税別）

【プランの変更について】

利用開始から１年以内は下位プラン（例：500名→100名）への変更はできません。
その他、詳細は、別紙、「お手軽スタートパック　月額定額制(月間利用者数プラン）仕様一覧」を参照ください。

※　【タイプの組み合わせ】ご利用人数にあわせて、タイプを組み合わせることができます。
例）700人で利用したい場合：タイプ500＋タイプ100×2　→　最大利用人数が700人になります。
3,000人以上のご利用につきましては、 お問い合わせください。

※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。
　エキスパートグレードで利用できる「STORM Xe AI翻訳機能」月5回までは無料、6回以上、1回あたり300円（税別）がご利用になれます。

※3　通常ドメイン名は、https://(お客さまご指定).platon.jpn.comですが、独自ドメインにすると、https://(お客さまご指定)にできます。

※4　一斉テストとは、受講者全員が同一時刻にログインして実施するテストを指します。
　　本オプションを利用せずに一斉テストを実施するとサーバーに高負荷がかかり、不具合の原因になります。

アドバンス教材
１教材400円～600円（1カ月１人あたり）

教育コンテンツ専門会社が作成した、高品質な専門教材が利用
できます。

独自ドメイン設定（※3）

一斉テスト (※4)

￥3,000/月
Platonに独自ドメインを設定できます。

※ドメイン取得料金は含まれておりません。

　受講者50名あたり　￥5,000/週
必要なときだけ週単位で利用可能

IPアドレス制限
￥3,000/月

月額3,000円で10個まで設定できます
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15-PT120474

■ Platon　価格表 2023/3/31

ロゴスウェア株式会社

クラウド（SaaS）型販売 お手軽スタートパック
月額定額制　利用人数プラン（月間利用者数）※最低契約期間1ヵ月

税別

100 500 1,000 2,000 3,000

100人 500人 1,000人 2,000人 3,000人

作成ソフトなし ¥56,000 ¥176,000 ¥326,000 ¥456,400 ¥586,800

デスクトップ版
作成ソフトSUITE Platon&Libra用スモールパック付
(※2)

¥70,000 ¥190,000 ¥340,000 ¥470,400 ¥600,800

仮想デスクトップ版
作成ソフトSUITE Platon&Libra用スモールパック付
(※2)

¥102,000 ¥222,000 ¥372,000 ¥502,400 ¥632,800

デスクトップ版
作成ソフトSUITE Platon&Libra用ラージパック付 (※
2)

¥80,600 ¥200,600 ¥350,600 ¥481,000 ¥611,400

仮想デスクトップ版
作成ソフトSUITE Platon&Libra用ラージパック付 (※
2)

¥112,600 ¥232,600 ¥382,600 ¥513,000 ¥643,400

作成ソフトなし \28,000/月 \88,000/月 \163,000/月 \228,200/月 \293,400/月

デスクトップ版
作成ソフトSUITE Platon&Libra用スモールパック付
(※2)

\35,000/月 \95,000/月 \170,000/月 \235,200/月 \300,400/月

仮想デスクトップ版
作成ソフトSUITE Platon&Libra用スモールパック付
(※2)

\51,000/月 \111,000/月 \186,000/月 \251,200/月 \316,400/月

デスクトップ版
作成ソフトSUITE Platon&Libra用ラージパック付 (※
2)

\40,300/月 \100,300/月 \175,300/月 \240,500/月 \305,700/月

仮想デスクトップ版
作成ソフトSUITE Platon&Libra用ラージパック付 (※
2)

\56,300/月 \116,300/月 \191,300/月 \256,500/月 \321,700/月

※4　一斉テストとは、受講者全員が同一時刻にログインして実施するテストを指します。
　　本オプションを利用せずに一斉テストを実施するとサーバーに高負荷がかかり、不具合の原因になります。

その他、詳細は、別紙、「お手軽スタートパック　月額定額制(月間利用者数プラン）仕様一覧」を参照ください。

初期費用

一斉テスト (※4)
　受講者50名あたり　￥5,000/週

必要なときだけ週単位で利用可能

※　【タイプの組み合わせ】ご利用人数にあわせて、タイプを組み合わせることができます。
例）700人で利用したい場合：タイプ500＋タイプ100×2　→　最大利用人数が700人になります。
3,000人以上のご利用につきましては、 お問い合わせください。

※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。
　エキスパートグレードで利用できる「STORM Xe AI翻訳機能」月5回までは無料、6回以上、1回あたり300円（税別）がご利用になれます。

※3　通常ドメイン名は、https://(お客さまご指定).platon.jpn.comですが、独自ドメインにすると、https://(お客さまご指定)にできます。

無料オプション

特別研修システム
関係者を限定した秘密性の高い研修を実施可能

※ご利用にはお申し込みが必要です

有料オプション

独自ドメイン設定（※3）
￥3,000/月

Platonに独自ドメインを設定できます。
※ドメイン取得料金は含まれておりません。

最大利用人数

月額料金

バージョンアップサービス（無償バージョンアップ） 標準提供（上記価格に含まれています）

IPアドレス制限
￥3,000/月

月額3,000円で10個まで設定できます

アドバンス教材
１教材400円～600円（1カ月１人あたり）

教育コンテンツ専門会社が作成した、高品質な専門教材が利用
できます。

標準教材 利用不可
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15-PT120474

■ Platonお手軽スタートパック 月額定額制
利用人数プラン（月間利用者数）仕様一覧 ロゴスウェア株式会社

グレード

最大利用人数※1

利用制限

データ転送量（月）

メール

電話

ストレージ容量

回線

SSL

ドメイン

バックアップ（標準）

セキュリティ

監視

SUITE
Platon＆Libra用セット
スモールパック

SUITE
Platon＆Libra用セット
ラージパック

2023/3/31

死活監視

標準アクセス制御（TCP Wrapper）

標準対応

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

複数のストレージ構成での冗長化対応、日次バックアップ

自社コンテンツでの利用に限る（外部公開および販売は可）

24時間受付

営業日営業時間対応（10：00～18：00、土日祝日除く）

CDN

サポート関係

サーバー関係

教材作成ソフト（SUITE付を選択した場合、各々次のソフトが付属されます）※2,※3

100GB 500GB 3TB

STORM （月払い定額制レギュラー）１ライセンス
THiNQ （月払い定額制レギュラー）１ライセンス
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

STORM （月払い定額制レギュラー）１ライセンス
THiNQ（月払い定額制レギュラー）１ライセンス

500GB／月 2.5TB/月  15TB/月

1000

1,000人

100 500 3000

Platon ライセンス関係

100人 500人 3,000人

1TB

2,000人

2TB

2000

5TB/月  10TB/月
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■ Platon　価格表 2023/3/31

ロゴスウェア株式会社

クラウド（SaaS）型販売 お手軽スタートパック
月額定額制　利用人数プラン（年間利用者数）

税別

超過料金
（1人1カ月あたり）（＊2）

¥588

¥403

¥288

¥240

¥204

¥168

¥132

¥96

¥72

¥60

超過料金
なし

100人 x ￥420

50人 x ￥420

STORM Xe　AI文字起こし機能 月5回までは無料、6回以上、1回あたり300円（税別）

11カ月目  1,100人

　受講者50名あたり　￥5,000/1週
必要なときだけ週単位で利用可能

アドバンス教材
１教材400円～600円（1カ月１人あたり）

教育コンテンツ専門会社が作成した、高品質な専門教材が利用
できます。

月額料金（年間料金）

￥44,100（￥529,200）

￥60,480（￥725,760）

￥432,000（￥5,184,000）

￥540,000（￥6,480,000）

￥675,000（￥8,100,000）

※5【一斉テスト】とは、受講者全員が同一時刻にログインして実施するテストを指します。本オプションを利用せずに一斉テストを実施すると
サーバーに高負荷がかかり、不具合の原因になります。

その他、詳細は、別紙、「お手軽スタートパック　月額定額制（年間利用者数プラン）仕様一覧」を参照ください。

※1 【年間利用者数】とは、月毎の利用者数の年間合計値を指します。１年間に利用すると想定される値を持って契約します。契約した年間利
用者数に達するまでは、提示された月額料金で利用できます。契約した年間利用者数を超えた場合は、超過料金が別途かかります。

※2【超過料金】は、実際の利用者数が、契約した年間利用者数を超えた場合に、一人一月単位でかかる料金です。
例：契約した年間利用者数が1,000人の場合

\7,000/月

\12,300/月

※4【独自ドメイン設定】通常ドメイン名は、https://(お客さまご指定).platon.jpn.comですが、独自ドメインにすると、https://(お客さまご指定)に
できます。

12カ月目 1,150人

6,000人 ￥108,000（￥1,296,000）

10,000人 ￥153,000（￥1,836,000）

20,000人 ￥ 252,000（￥3,024,000）

年間利用者数（＊1）

1,000人

2,000人

3,500人 ￥ 75,600（￥907,200）

35,000人

100,000人

150,000人

バージョンアップサービス（無償バージョンアップ） 標準提供（上記価格に含まれています）

￥346,500（￥4,158,000）

60,000人

有料オプション

無料オプション

特別研修システム
関係者を限定した秘密性の高い研修を実施可能

※ご利用にはお申し込みが必要です

標準教材
ロゴスウェアオリジナルのビジネス基礎教材が利用できます。

※ご利用にはお申し込みが必要です

※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。
　エキスパートグレードで利用できる「STORM Xe AI翻訳機能」月5回までは無料、6回以上、1回あたり300円（税別）がご利用になれます。

IPアドレス制限
￥3,000/月

月額3,000円で10個まで設定できます

デスクトップ版
作成ソフトSUITE Platon&Libra用スモールパック付 (※3)

仮想デスクトップ版
作成ソフトSUITE Platon&Libra用スモールパック付 (※3)

\23,000/月

仮想デスクトップ版
作成ソフトSUITE Platon&Libra用ラージパック付 (※3)

\28,300/月

10カ月目  900人

デスクトップ版
作成ソフトSUITE Platon&Libra用ラージパック付 (※3)

実際の月毎利用者数の合計

独自ドメイン設定 (※4)
￥3,000/月

Platonに独自ドメインを設定できます。
※ドメイン取得料金は含まれておりません。

一斉テスト (※5)
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■Platonお手軽スタートパック 月額定額制 2023/3/31

   （利用人数プラン：年間利用者数プラン）仕様一覧 ロゴスウェア株式会社

利用制限

メール

電話

ストレージ容量

回線

SSL

ドメイン

バックアップ（標準）

セキュリティ

監視

SUITE
Platon＆Libra用セット
スモールパック

SUITE
Platon＆Libra用セット
ラージパック

Platon ライセンス関係

サポート関係

サーバー関係

教材作成ソフト（SUITE付を選択した場合、各々次のソフトが付属されます）（※1）（※2）

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

複数のストレージ構成での冗長化対応、日次バックアップ

自社コンテンツでの利用に限る（外部公開および販売は可）

標準アクセス制御（TCP Wrapper）

24時間受付

営業日営業時間対応（10：00～18：00、土日祝日除く）

500GB

CDN

標準対応

死活監視

STORM （月払い定額制レギュラー）１ライセンス
THiNQ（月払い定額制レギュラー）１ライセンス

STORM （月払い定額制レギュラー）１ライセンス
THiNQ （月払い定額制レギュラー）１ライセンス
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
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■ Platon　価格表 2023/3/31

ロゴスウェア株式会社

クラウド（SaaS）型販売 お手軽スタートパック
月額定額制 利用人数プラン Libra付き※最低契約期間1年

税別

100 500 1,000 2,000 3,000

100人 500人 1,000人 2,000人 3,000人

作成ソフトなし \36,400/月 \114,400/月 \211,900/月 \296,660/月 \381,420/月

デスクトップ版
作成ソフトSUITE Platon&Libra用スモールパック付
(※2)

\43,400/月 \121,400/月 \218,900/月 \303,600/月 \388,420/月

仮想デスクトップ版
作成ソフトSUITE Platon&Libra用スモールパック付
(※2)

\59,400/月 \137,400/月 \234,900/月 \319,660/月 \ 404,420/月

デスクトップ版
作成ソフトSUITE Platon&Libra用ラージパック付
(※2)

\48,700/月 \126,700/月 \224,200/月 \308,960/月 \393,720/月

仮想デスクトップ版
作成ソフトSUITE Platon&Libra用ラージパック付
(※2)

\64,700/月 \142,700/月 \240,200/月 \324,960/月 \409,720/月

Platon

Libra

IPアドレス制限
￥3,000/月

月額3,000円で10個まで設定できます

最大利用人数（Platon・Libra共通）

独自ドメイン設定（※3）
￥3,000/月

Platonに独自ドメインを設定できます。
※ドメイン取得料金は含まれておりません。

STORM Xe　AI文字起こし機能 月5回までは無料、6回以上、1回あたり300円（税別）

標準教材
ロゴスウェアオリジナルのビジネス基礎教材が利用できます。

※ご利用にはお申し込みが必要です

初期費用 ¥0

無料オプション

特別研修システム
関係者を限定した秘密性の高い研修を実施可能

※ご利用にはお申し込みが必要です

月額料金

その他、詳細は、別紙、「お手軽スタートパック　月額定額制(月間利用者数プラン）仕様一覧」を参照ください。

※　【タイプの組み合わせ】ご利用人数にあわせて、タイプを組み合わせることができます。
例）700人で利用したい場合：タイプ500＋タイプ100×2　→　最大利用人数が700人になります。
3,000人以上のご利用につきましては、 お問い合わせください。

※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。
　エキスパートグレードで利用できる「STORM Xe AI翻訳機能」月5回までは無料、6回以上、1回あたり300円（税別）がご利用になれます。

※3　通常ドメイン名はPlaton：https://(お客さまご指定).platon.jpn.com 、 Libra：https://(お客さまご指定).libra.jpn.com です。
独自ドメインにすると、https://(お客さまご指定)にできます。

※4　一斉テストとは、受講者全員が同一時刻にログインして実施するテストを指します。
　　本オプションを利用せずに一斉テストを実施するとサーバーに高負荷がかかり、不具合の原因になります。

【プランの変更について】

利用開始から１年以内は下位プラン（例：500名→100名）への変更はできません。

IPアドレス制限
￥3,000/月

月額3,000円で10個まで設定できます

一斉テスト (※4)
　受講者50名あたり　￥5,000/週

必要なときだけ週単位で利用可能

月間データ転送量の追加 100GB追加ごとに ￥3,000/月

独自ドメイン設定（※3）
￥3,000/月

Libraに独自ドメインを設定できます。
※ドメイン取得料金は含まれておりません。

有料オプション

コンテンツ作成ソフト PDF2FLIPEPR ￥30,000/月

有料オプション

アドバンス教材
１教材400円～600円（1カ月１人あたり）

教育コンテンツ専門会社が作成した、高品質な専門教材が利用
できます。

バージョンアップサービス（無償バージョンアップ） 標準提供（上記価格に含まれています）
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■ Platon　価格表 2023/3/31

ロゴスウェア株式会社

クラウド（SaaS）型販売 お手軽スタートパック
月額定額制 利用人数プラン Libra付き※最低契約期間1ヵ月

税別

100 500 1,000 2,000 3,000

100人 500人 1,000人 2,000人 3,000人

作成ソフトなし ¥72,800 ¥228,800 ¥423,800 ¥593,320 ¥762,840

デスクトップ版
作成ソフトSUITE Platon&Libra用スモールパック付
(※2)

¥86,800 ¥242,800 ¥437,800 ¥607,200 ¥776,840

仮想デスクトップ版
作成ソフトSUITE Platon&Libra用スモールパック付
(※2)

¥118,800 ¥274,800 ¥469,800 ¥639,320 ¥808,840

デスクトップ版
作成ソフトSUITE Platon&Libra用ラージパック付
(※2)

¥97,400 ¥253,400 ¥448,400 ¥617,920 ¥787,440

仮想デスクトップ版
作成ソフトSUITE Platon&Libra用ラージパック付
(※2)

¥129,400 ¥285,400 ¥480,400 ¥649,920 ¥819,440

作成ソフトなし \36,400/月 \114,400/月 \211,900/月 \296,660/月 \381,420/月

デスクトップ版
作成ソフトSUITE Platon&Libra用スモールパック付

\43,400/月 \121,400/月 \218,900/月 \303,600/月 \388,420/月

仮想デスクトップ版
作成ソフトSUITE Platon&Libra用スモールパック付

\59,400/月 \137,400/月 \234,900/月 \319,660/月 \ 404,420/月

デスクトップ版
作成ソフトSUITE Platon&Libra用ラージパック付

\48,700/月 \126,700/月 \224,200/月 \308,960/月 \393,720/月

仮想デスクトップ版
作成ソフトSUITE Platon&Libra用ラージパック付

\64,700/月 \142,700/月 \240,200/月 \324,960/月 \409,720/月

Platon

Libra

独自ドメイン設定（※3）
￥3,000/月

Libraに独自ドメインを設定できます。
※ドメイン取得料金は含まれておりません。

IPアドレス制限
￥3,000/月

月額3,000円で10個まで設定できます

※　【タイプの組み合わせ】ご利用人数にあわせて、タイプを組み合わせることができます。
例）700人で利用したい場合：タイプ500＋タイプ100×2　→　最大利用人数が700人になります。
3,000人以上のご利用につきましては、 お問い合わせください。

※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。
　エキスパートグレードで利用できる「STORM Xe AI翻訳機能」月5回までは無料、6回以上、1回あたり300円（税別）がご利用になれます。

※3　通常ドメイン名はPlaton：https://(お客さまご指定).platon.jpn.com 、 Libra：https://(お客さまご指定).libra.jpn.com です。
独自ドメインにすると、https://(お客さまご指定)にできます。

※4　一斉テストとは、受講者全員が同一時刻にログインして実施するテストを指します。
　　本オプションを利用せずに一斉テストを実施するとサーバーに高負荷がかかり、不具合の原因になります。

【プランの変更について】

利用開始から１年以内は下位プラン（例：500名→100名）への変更はできません。
その他、詳細は、別紙、「お手軽スタートパック　月額定額制(月間利用者数プラン）仕様一覧」を参照ください。

月間データ転送量の追加（月額） 100GB追加ごとに ￥3,000/月

有料オプション

アドバンス教材
１教材400円～600円（1カ月１人あたり）

教育コンテンツ専門会社が作成した、高品質な専門教材が利用
できます。

独自ドメイン設定（※3）
￥3,000/月

Platonに独自ドメインを設定できます。
※ドメイン取得料金は含まれておりません。

IPアドレス制限
￥3,000/月

月額3,000円で10個まで設定できます

一斉テスト (※4)
　受講者50名あたり　￥5,000/週
必要なときだけ週単位で利用可能

有料オプション

コンテンツ作成ソフト PDF2FLIPEPR ￥30,000/月

標準教材 利用不可

最大利用人数（Platon・Libra共通）

STORM Xe　AI文字起こし機能 月5回までは無料、6回以上、1回あたり300円（税別）

バージョンアップサービス（無償バージョンアップ） 標準提供（上記価格に含まれています）

無料オプション

特別研修システム
関係者を限定した秘密性の高い研修を実施可能

※ご利用にはお申し込みが必要です

初期費用

月額料金
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■Platonお手軽スタートパック 月額定額制
利用人数プラン Libra付き　仕様一覧 ロゴスウェア株式会社

グレード

Platon最大利用人数※1

利用制限

データ転送量（月）

ストレージ容量

回線

SSL

ドメイン

バックアップ（標準）

セキュリティ

監視

Libra最大利用人数※1

最大公開コンテンツ数限

登録コンテンツ数

利用制限

データ転送量（月）

ストレージ容量

回線

SSL

ドメイン

バックアップ（標準）

セキュリティ

監視

SUITE
Platon＆Libra用セット
スモールパック

SUITE
Platon＆Libra用セット
ラージパック

メール

電話

2023/3/31

自社コンテンツでの利用に限る（外部公開および販売は可）

100 500 1000 2000 3000

ライセンス関係

100人 500人 1,000人 2,000人 3,000人

■Platon

500GB 1TB 2TB 3TB

500GB／月 2.5TB/月 5TB/月  10TB/月  15TB/月

STORM （月払い定額制レギュラー）１ライセンス
THiNQ（月払い定額制レギュラー）１ライセンス

STORM （月払い定額制レギュラー）１ライセンス
THiNQ （月払い定額制レギュラー）１ライセンス
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

24時間受付

営業日営業時間対応（10：00～18：00、土日祝日除く）

サポート関係

1,000人 2,000人 3,000人

無制限

教材作成ソフト（SUITE付を選択した場合、各々次のソフトが付属されます）※2、※3

複数のHDD構成での冗長化対応、日次バックアップ

標準アクセス制御（TCP Wrapper）

死活監視

サーバー関係

100GB

無制限

5TB/月  10TB/月  15TB/月

CDN

標準対応

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

複数のストレージ構成での冗長化対応、日次バックアップ

標準アクセス制御（TCP Wrapper）

■Libra

ライセンス関係

100人 500人

死活監視

自社コンテンツでの利用に限る（外部公開および販売は可）

サーバー関係

100GB 500GB 1TB 2TB 3TB

500GB／月 2.5TB/月

CDN

標準対応

(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)
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■ Platon　価格表 2023/3/31

ロゴスウェア株式会社

クラウド（SaaS）型販売　お手軽スタートパック
月額定額制　同時接続数プラン

税別

作成ソフトなし
デスクトップ版

SUITE Platon＆Libra用セット
スモールパック付（※1）

仮想デスクトップ版
SUITE Platon＆Libra用セット

スモールパック付（※1）

デスクトップ版
SUITE Platon＆Libra用セット

ラージパック付（※1）

仮想デスクトップ版
SUITE Platon＆Libra用セット

ラージパック付（※1）

50人 ¥130,000 ¥137,000 ¥153,000 ¥142,300 ¥158,300

75人 ¥161,000 ¥168,000 ¥184,000 ¥173,300 ¥189,300

100人 ¥200,000 ¥207,000 ¥223,000 ¥212,300 ¥228,300

150人 ¥262,500 ¥269,500 ¥285,500 ¥274,800 ¥290,800

200人 ¥320,000 ¥327,000 ¥343,000 ¥332,300 ¥348,300

300人 ¥390,000 ¥397,000 ¥413,000 ¥402,300 ¥418,300

400人 ¥440,000 ¥447,000 ¥463,000 ¥452,300 ¥468,300

500人 ¥500,000 ¥507,000 ¥523,000 ¥512,300 ¥528,300

750人 ¥600,000 ¥607,000 ¥623,000 ¥612,300 ¥628,300

1,000人 ¥700,000 ¥707,000 ¥723,000 ¥712,300 ¥728,300

1,500人 ¥900,000 ¥907,000 ¥923,000 ¥912,300 ¥928,300

¥0

※2　通常ドメイン名は、https://(お客さまご指定).platon.jpn.comですが、独自ドメインにすると、https://(お客さまご指定)にできます。

※3　一斉テストとは、受講者全員が同一時刻にログインして実施するテストを指します。
　　本オプションを利用せずに一斉テストを実施するとサーバーに高負荷がかかり、不具合の原因になります。

【注意点】

長時間のビデオデータを主体とする学習教材の場合はご相談ください。ひとつ上位のプラン、もしくは回線の増強が必要な場合があります。

独自ドメイン設定（※2）

【プランの変更について】

一斉テスト (※3)

バージョンアップサービス
（無償バージョンアップ）

初期費用

月額料金

利用開始から１年以内は下位プラン（例：500名→100名）への変更はできません。
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。同様に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：100名→500名）はいつでも可能です。

その他、詳細は、別紙、「お手軽スタートパック　月額定額制（同時接続数プラン）仕様一覧」を参照ください。

※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。
　エキスパートグレードで利用できる「STORM Xe AI翻訳機能」月5回までは無料、6回以上、1回あたり300円（税別）がご利用になれます。

STORM Xe　AI文字起こし機能 月5回までは無料、6回以上、1回あたり300円（税別）

標準教材

￥3,000/月
Platonに独自ドメインを設定できます。

※ドメイン取得料金は含まれておりません。

　受講者50名あたり　￥5,000/1週
必要なときだけ週単位で利用可能

標準提供（上記価格に含まれています）

特別研修システム

無料オプション

関係者を限定した秘密性の高い研修を実施可能
※ご利用にはお申し込みが必要です

ロゴスウェアオリジナルのビジネス基礎教材が利用できます。
※ご利用にはお申し込みが必要です

有料オプション

アドバンス教材
１教材400円～600円（1カ月１人あたり）

教育コンテンツ専門会社が作成した、高品質な専門教材が利用できます。

IPアドレス制限
￥3,000/月

月額3,000円で10個まで設定できます
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■ お手軽スタートパック 月額定額制 2023/3/31

同時接続数プラン　仕様一覧 ロゴスウェア株式会社

利用制限

メール

電話

ストレージ容量

回線

SSL

ドメイン

バックアップ（標準）

セキュリティ

監視

SUITE
Platon＆Libra用セット
スモールパック

SUITE
Platon＆Libra用セット
ラージパック

教材作成ソフト（SUITE付を選択した場合、各々次のソフトが付属されます）※1,※2

自社コンテンツでの利用に限る（外部公開および販売は可）

CDN

標準対応

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

複数のストレージ構成での冗長化対応、日次バックアップ

標準アクセス制御（TCP Wrapper）

死活監視

STORM （月払い定額制レギュラー）１ライセンス
THiNQ（月払い定額制レギュラー）１ライセンス

STORM （月払い定額制レギュラー）１ライセンス
THiNQ （月払い定額制レギュラー）１ライセンス
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

Platon ライセンス関係

500GB

24時間受付

営業日営業時間対応（10：00～18：00、土日祝日除く）

サポート関係

サーバー関係
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■ Platon　価格表 2023/3/31

ロゴスウェア株式会社

インストール（オンプレミス）型販売

【 パッケージ販売（買い取り） 】 税別

ライセンス
一般・商用
販売価格

¥320,000

ユーザー追加（10名） ¥80,000

ユーザー追加（50名） ¥220,000

ユーザー追加（100名） ¥340,000

ユーザー追加（500名） ¥580,000

ユーザー追加（1,000名） ¥720,000

ユーザー追加（2,000名） ¥1,080,000

ユーザー追加（5,000名） ¥2,180,000

ユーザー追加（10,000名） ¥3,800,000

【 年間定額制 】

年払い

月払い

税別 税別

特別研修システム

※　契約期間は１年単位となります。途中での解約はできません。
※　利用するユーザー数に応じて推奨するサーバー構成や台数が変わります。詳細は弊社までお問い合わせください。

※　納品物には、サーバー構築を担当する技術者様向けインストール用プログラム、及びマニュアルが含まれています

有効ユーザー数　50名追加

有効ユーザー数　100名追加

有効ユーザー数　500名追加

有効ユーザー数　1,000名追加

※　ユーザ数は有効ユーザ数とし、登録ユーザ数に制限はありません。

有効ユーザー数　2,000名追加

有効ユーザー数　5,000名追加

有効ユーザー数　10,000名追加

特別研修システム 関係者を限定した秘密性の高い研修を実施可能（ご利用にはお申し込みが必要です）

無料オプション

内　容

基本セット（30名）
無料

＜無料条件＞
・Platonサイト上での事例掲載
・「LOGOSWARE SUITE」のご購入
※LOGOSWARE SUITE１ライセンスにつき１セットまでが無料対象です。

有効ユーザー数　10名追加

※　マルチサイト機能を利用する場合は年間ライセンスを適用できません。マルチサイト機能を利用する場合は製品
ライセンスをご購入ください。

※　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。

※　ユーザー数に応じて推奨するサーバー台数が変動いたしますので、ご検討時には弊社までお問い合わせください。

※　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。

※　任意で加入できるバージョンアップサービス契約（年間）がございます。

追加ライセンス

\8,500/月

10,001人以降1,000人あたり

\102,000/年

※　納品物には、サーバー構築を担当する技術者様向けインストール用プログラム、及びマニュアルが含まれています

基本ライセンス

有効ユーザー数10,000人まで

\1,200,000/年

\100,000/月

関係者を限定した秘密性の高い研修を実施可能
※ご利用にはお申し込みが必要です

無料オプション

－ 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。

【パッケージ販売】

年間：上記販売価格の15％

※基本セットが無料の場合は￥48,000（税抜）となります。

※基本セットが無料かつユーザー追加をした場合は、￥48,000（税抜）＋ユーザー追加ライセンスの15％となります。

【年間定額制】

無料（料金に含まれています）
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