
LOGOSWARE POWER-LIVE 3（サーバーインストール版）　費用 文書番号：09製-PL990046-01

2008年10月6日現在

ロゴスウェア（株）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

税込価格 税込価格 税込価格 税込価格 税込価格 税込価格 税込価格 税込価格 税込価格 税込価格 税込価格

税抜価格 税抜価格 税抜価格 税抜価格 税抜価格 税抜価格 税抜価格 税抜価格 税抜価格 税抜価格 税抜価格
¥525,000 ¥840,000 ¥1,102,500 ¥1,312,500 ¥1,470,000 ¥1,627,500 ¥1,785,000 ¥1,942,500 ¥2,100,000 ¥2,257,500 ¥110,250

¥500,000 ¥800,000 ¥1,050,000 ¥1,250,000 ¥1,400,000 ¥1,550,000 ¥1,700,000 ¥1,850,000 ¥2,000,000 ¥2,150,000 ¥105,000

¥151,200 ¥241,920 ¥317,520 ¥378,000 ¥423,360 ¥468,720 ¥514,080 ¥559,440 ¥604,800 ¥650,160 ¥31,752

¥144,000 ¥230,400 ¥302,400 ¥360,000 ¥403,200 ¥446,400 ¥489,600 ¥532,800 ¥576,000 ¥619,200 ¥30,240

vDocドキュメント共有 ¥134,400 ¥197,400 ¥249,900 ¥291,900 ¥323,400 ¥354,900 ¥386,400 ¥417,900 ¥449,400 ¥480,900 ¥22,050

¥128,000 ¥188,000 ¥238,000 ¥278,000 ¥308,000 ¥338,000 ¥368,000 ¥398,000 ¥428,000 ¥458,000 ¥21,000

ルーム管理 （複数部屋 - 1管理システム） ¥357,000 ¥392,700 ¥428,400 ¥464,100 ¥499,800 ¥535,500 ¥571,200 ¥606,900 ¥642,600 ¥678,300 ¥24,990

¥340,000 ¥374,000 ¥408,000 ¥442,000 ¥476,000 ¥510,000 ¥544,000 ¥578,000 ¥612,000 ¥646,000 ¥23,800

ルーム管理 （複数部屋 - 複数管理システム） ¥357,000 ¥571,200 ¥749,700 ¥892,500 ¥999,600 ¥1,106,700 ¥1,213,800 ¥1,320,900 ¥1,428,000 ¥1,535,100 ¥74,970

¥340,000 ¥544,000 ¥714,000 ¥850,000 ¥952,000 ¥1,054,000 ¥1,156,000 ¥1,258,000 ¥1,360,000 ¥1,462,000 ¥71,400

掲示板（グループウェアオプション） ¥84,000 ¥134,400 ¥176,400 ¥210,000 ¥235,200 ¥260,400 ¥285,600 ¥310,800 ¥336,000 ¥361,200 ¥17,640

¥80,000 ¥128,000 ¥168,000 ¥200,000 ¥224,000 ¥248,000 ¥272,000 ¥296,000 ¥320,000 ¥344,000 ¥16,800

お知らせ（グループウェアオプション） ¥42,000 ¥67,200 ¥88,200 ¥105,000 ¥117,600 ¥130,200 ¥142,800 ¥155,400 ¥168,000 ¥180,600 ¥8,820

¥40,000 ¥64,000 ¥84,000 ¥100,000 ¥112,000 ¥124,000 ¥136,000 ¥148,000 ¥160,000 ¥172,000 ¥8,400

ドキュメント管理（グループウェアオプション） ¥84,000 ¥134,400 ¥176,400 ¥210,000 ¥235,200 ¥260,400 ¥285,600 ¥310,800 ¥336,000 ¥361,200 ¥17,640

¥80,000 ¥128,000 ¥168,000 ¥200,000 ¥224,000 ¥248,000 ¥272,000 ¥296,000 ¥320,000 ¥344,000 ¥16,800

マイフレンド（グループウェアオプション） ¥84,000 ¥134,400 ¥176,400 ¥210,000 ¥235,200 ¥260,400 ¥285,600 ¥310,800 ¥336,000 ¥361,200 ¥17,640

¥80,000 ¥128,000 ¥168,000 ¥200,000 ¥224,000 ¥248,000 ¥272,000 ¥296,000 ¥320,000 ¥344,000 ¥16,800

フリープラン設計 ¥126,000 ¥201,600 ¥264,600 ¥315,000 ¥352,800 ¥390,600 ¥428,400 ¥466,200 ¥504,000 ¥541,800 ¥26,460

¥120,000 ¥192,000 ¥252,000 ¥300,000 ¥336,000 ¥372,000 ¥408,000 ¥444,000 ¥480,000 ¥516,000 ¥25,200

録画機能　　　録画PC1台の単価 ¥50,400

¥48,000

11以降
部屋あたり

同時稼動ルーム数

基本機能

初年度（初年度メンテナンス含む）

LiveOutデスクトップ共有
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２年目　年間メンテナンス費用 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11以降　
¥78,750 ¥126,000 ¥165,375 ¥196,875 ¥220,500 ¥244,125 ¥267,750 ¥291,375 ¥315,000 ¥338,625 ¥16,538

¥75,000 ¥120,000 ¥157,500 ¥187,500 ¥210,000 ¥232,500 ¥255,000 ¥277,500 ¥300,000 ¥322,500 ¥15,750

¥30,240 ¥48,384 ¥63,504 ¥75,600 ¥84,672 ¥93,744 ¥102,816 ¥111,888 ¥120,960 ¥130,032 ¥6,350

¥28,800 ¥46,080 ¥60,480 ¥72,000 ¥80,640 ¥89,280 ¥97,920 ¥106,560 ¥115,200 ¥123,840 ¥6,048

vDocドキュメント共有 ¥20,160 ¥29,610 ¥37,485 ¥43,785 ¥48,510 ¥53,235 ¥57,960 ¥62,685 ¥67,410 ¥72,135 ¥3,308

¥19,200 ¥28,200 ¥35,700 ¥41,700 ¥46,200 ¥50,700 ¥55,200 ¥59,700 ¥64,200 ¥68,700 ¥3,150

ルーム管理（複数部屋 - 1管理システム） ¥53,550 ¥58,905 ¥64,260 ¥69,615 ¥74,970 ¥80,325 ¥85,680 ¥91,035 ¥96,390 ¥101,745 ¥3,749

¥51,000 ¥56,100 ¥61,200 ¥66,300 ¥71,400 ¥76,500 ¥81,600 ¥86,700 ¥91,800 ¥96,900 ¥3,570

¥53,550 ¥85,680 ¥112,455 ¥133,875 ¥149,940 ¥166,005 ¥182,070 ¥198,135 ¥214,200 ¥230,265 ¥11,246

¥51,000 ¥81,600 ¥107,100 ¥127,500 ¥142,800 ¥158,100 ¥173,400 ¥188,700 ¥204,000 ¥219,300 ¥10,710

掲示板（グループウェアオプション） ¥12,600 ¥20,160 ¥26,460 ¥31,500 ¥35,280 ¥39,060 ¥42,840 ¥46,620 ¥50,400 ¥54,180 ¥2,646

¥12,000 ¥19,200 ¥25,200 ¥30,000 ¥33,600 ¥37,200 ¥40,800 ¥44,400 ¥48,000 ¥51,600 ¥2,520

お知らせ（グループウェアオプション） ¥6,300 ¥10,080 ¥13,230 ¥15,750 ¥17,640 ¥19,530 ¥21,420 ¥23,310 ¥25,200 ¥27,090 ¥1,323

¥6,000 ¥9,600 ¥12,600 ¥15,000 ¥16,800 ¥18,600 ¥20,400 ¥22,200 ¥24,000 ¥25,800 ¥1,260

ドキュメント管理（グループウェアオプション） ¥12,600 ¥20,160 ¥26,460 ¥31,500 ¥35,280 ¥39,060 ¥42,840 ¥46,620 ¥50,400 ¥54,180 ¥2,646

¥12,000 ¥19,200 ¥25,200 ¥30,000 ¥33,600 ¥37,200 ¥40,800 ¥44,400 ¥48,000 ¥51,600 ¥2,520

マイフレンド（グループウェアオプション） ¥12,600 ¥20,160 ¥26,460 ¥31,500 ¥35,280 ¥39,060 ¥42,840 ¥46,620 ¥50,400 ¥54,180 ¥2,646

¥12,000 ¥19,200 ¥25,200 ¥30,000 ¥33,600 ¥37,200 ¥40,800 ¥44,400 ¥48,000 ¥51,600 ¥2,520

フリープラン設計 - - - - - - - - - - -

¥10,080

¥9,600
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ルーム管理（複数部屋 - 複数管理システム）

LiveOutデスクトップ共有

基本モジュール

録画機能    録画PC1台の単価



３年目以降　年間メンテナンス費用 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11以降　
¥47,250 ¥75,600 ¥99,225 ¥118,125 ¥132,300 ¥146,475 ¥160,650 ¥174,825 ¥189,000 ¥203,175 ¥9,923

¥45,000 ¥72,000 ¥94,500 ¥112,500 ¥126,000 ¥139,500 ¥153,000 ¥166,500 ¥180,000 ¥193,500 ¥9,450

¥18,144 ¥29,030 ¥38,102 ¥45,360 ¥50,803 ¥56,246 ¥61,690 ¥67,133 ¥72,576 ¥78,019 ¥3,810

¥17,280 ¥27,648 ¥36,288 ¥43,200 ¥48,384 ¥53,568 ¥58,752 ¥63,936 ¥69,120 ¥74,304 ¥3,629

vDocドキュメント共有 ¥12,096 ¥17,766 ¥22,491 ¥26,271 ¥29,106 ¥31,941 ¥34,776 ¥37,611 ¥40,446 ¥43,281 ¥1,985

¥11,520 ¥16,920 ¥21,420 ¥25,020 ¥27,720 ¥30,420 ¥33,120 ¥35,820 ¥38,520 ¥41,220 ¥1,890

ルーム管理（複数部屋 - 1管理システム） ¥32,130 ¥35,343 ¥38,556 ¥41,769 ¥44,982 ¥48,195 ¥51,408 ¥54,621 ¥57,834 ¥61,047 ¥2,249

¥30,600 ¥33,660 ¥36,720 ¥39,780 ¥42,840 ¥45,900 ¥48,960 ¥52,020 ¥55,080 ¥58,140 ¥2,142

¥32,130 ¥51,408 ¥67,473 ¥80,325 ¥89,964 ¥99,603 ¥109,242 ¥118,881 ¥128,520 ¥138,159 ¥6,747

¥30,600 ¥48,960 ¥64,260 ¥76,500 ¥85,680 ¥94,860 ¥104,040 ¥113,220 ¥122,400 ¥131,580 ¥6,426

掲示板（グループウェアオプション） ¥7,560 ¥12,096 ¥15,876 ¥18,900 ¥21,168 ¥23,436 ¥25,704 ¥27,972 ¥30,240 ¥32,508 ¥1,588

¥7,200 ¥11,520 ¥15,120 ¥18,000 ¥20,160 ¥22,320 ¥24,480 ¥26,640 ¥28,800 ¥30,960 ¥1,512

お知らせ（グループウェアオプション） ¥3,780 ¥6,048 ¥7,938 ¥9,450 ¥10,584 ¥11,718 ¥12,852 ¥13,986 ¥15,120 ¥16,254 ¥794

¥3,600 ¥5,760 ¥7,560 ¥9,000 ¥10,080 ¥11,160 ¥12,240 ¥13,320 ¥14,400 ¥15,480 ¥756

ドキュメント管理（グループウェアオプション） ¥7,560 ¥12,096 ¥15,876 ¥18,900 ¥21,168 ¥23,436 ¥25,704 ¥27,972 ¥30,240 ¥32,508 ¥1,588

¥7,200 ¥11,520 ¥15,120 ¥18,000 ¥20,160 ¥22,320 ¥24,480 ¥26,640 ¥28,800 ¥30,960 ¥1,512

マイフレンド（グループウェアオプション） ¥7,560 ¥12,096 ¥15,876 ¥18,900 ¥21,168 ¥23,436 ¥25,704 ¥27,972 ¥30,240 ¥32,508 ¥1,588

¥7,200 ¥11,520 ¥15,120 ¥18,000 ¥20,160 ¥22,320 ¥24,480 ¥26,640 ¥28,800 ¥30,960 ¥1,512

フリープラン設計 - - - - - - - - - - -

¥6,048

¥5,760

①　使用人数による料金体系はとっていません。Flash Media Interactive Serverライセンス、サーバーの性能、使用帯域、が許す範囲内で何人でも同時利用できます。

②　カスタマイズは、別途お引き受けいたします。カスタマイズの費用は仕様に依存しますのでご相談下さい。

③　『複数部屋 - 1管理システム』とは、一つの管理ソフトで複数のルームを管理するものです。複数のルームを、同一の利用者層でお使いいただく場合は、こちらを使用して下さい。

④　『複数部屋 - 複数管理システム』とは、設置したルーム毎に個別の管理ソフトを使うものです。ルーム毎に利用者層が違う場合にご利用下さい。

⑤　２年目以降、メンテナンスを契約いただくと、（１）バージョンアップ、トラブル処理の無料サービス、（２）ルーム追加時の割引適応、が受けられます。

⑥　３年目以降、メンテナンス契約を継続契約いただいた場合は、2年目メンテナンス費の60％の価格で継続できます。

　　⑦　サーバをご準備いただいた後、弊社からリモートでサーバ設定とシステムのインストールを行います。設置料金は上記に含まれております。

    　　なお、構成等によりリモートアクセスが難しい場合はオンサイト設置も可能ですが、別途費用のご請求になります。

録画機能    録画PC1台の単価
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ルーム管理（複数部屋 - 複数管理システム）

LiveOutデスクトップ共有

基本モジュール


