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1. マニュアルについて 
1-1. 付属マニュアルの構成 

STORM V のマニュアルは、以下の内容で構成されています。 

 STORM V セットアップガイド【本書】 
インストール、ライセンス認証など、ご使用になる前の各種設定を説明します。 

 体験版をご利用の方 
「3. 体験版のセットアップ」をご参照ください。 

 製品版をご利用の方 
「4.製品版のセットアップ」をご参照ください。 

 STORM V 操作マニュアル 
STORM V を使用してコンテンツ作成する方に、基本的な使い方を学んでいただく
ための構成になっています。 
https://doclib.logosware.com/content.html#!/784/ 

 STORM V 簡単チュートリアル 
短時間で STORM V の大まかな操作を体験するためのチュートリアルです。 
https://doclib.logosware.com/#/content/799 

1-2. そのほかの情報 

 FAQ 
トラブル情報やよくあるご質問をまとめています。 
http://learning.logosware.com/faq 

 お客さまサポートサイト 
無料オンラインセミナー、無料ｅラーニング、技術情報などを公開しています。ロ
ゴスウェア製品ご契約の皆様のためのポータルサイトです。 
http://learning.logosware.com/ 

https://doclib.logosware.com/content.html#!/784/
https://doclib.logosware.com/#/content/799
http://learning.logosware.com/faq
http://learning.logosware.com/
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2. 推奨動作環境  
2-1. 制作環境 

OS Windows®10 
Windows® 8 、8.1 
Windows® 7  

メモリ 2GB 以上（4GB 以上推奨） 

モニタ 解像度 1280×1024、16 ビット以上を表示可能なカラーモニタ 

ソフトウェア  Office2016 (32bit 版)、Office 365 (32bit 版) ※ 
PowerPoint2016、PowerPoint®2013、PowerPoint®2010、 
※Office365 は PC にインストールしてご利用ください。オン
ライン版の Office365 には対応していません。 

 Internet Explorer® 10 以上 
 Flash Player® 12 以上（Internet Explorer:ActiveX 版） 

Internet Explorer にインストールしてください。また、
「ActiveX コントロールとプラグインの実行」を有効にしてく
ださい。 

 Microsoft Visual C++ Runtime 2013、2017 
※インストールされていない場合、STORM V のインストール
時に自動的にインストールされます。 

 WindowsMediaPlayer11 以降 

環境  インストールには、Windows の管理者権限が必要です。通常の
コンテンツ作成には、管理者権限は不要です。 

 Macintosh にインストールされた Windows 上は、推奨環境外
となります。 
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2-2. 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。 

2-3. 閲覧環境 

2-3-1. パソコン 

 Windows® Mac® 

OS Windows®10 
Windows®8 / 8.1  
Windows®7  

Mac OS® X 10.8 以上 

モニタ 解像度 1024×768、16 ビット以上を表示可能なカラーモニタ 

ブラウザ Internet Explorer® 10 以上 
Edge 最新版 
Firefox®（最新版） 
Chrome（最新版）  

Safari（最新版） 
Firefox® （最新版） 
Chrome（最新版） 

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） 

2-3-1. スマートフォン／タブレット 

 Android iPhone／iPad 

OS Android : 4.4.4 以上 iPhone: iOS9 以上 ※1 
iPad : iOS9 以上 ※1 

ブラウザ Chrome Safari 

 Android の詳細は Android 対応機種リストをご覧ください。 
https://suite.logosware.com/wp-content/uploads/17-ST030619.pdf 

 ※1 動画が組み込まれたコンテンツの再生には、iOS10 以上が必要です。 

https://suite.logosware.com/wp-content/uploads/17-ST030619.pdf
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3. 体験版のセットアップ 
1. STORM V をインストールする PC が以下の推奨環境を満たしているかご確認くだ

さい。 

 Windows 7／8／8.1／10 を利用しているか？ 

 PowerPoint 2010、2013、Office 365(32bit 版)、Office2016(32bit 版)
がインストールされているか？ 

 管理者ユーザーでログインしているか？ 
インストールには、Windows の管理者権限が必要です。 
※通常のコンテンツ作成には、管理者権限は不要です。 

 ご利用 PC が ActiveDirectory で管理されている場合、管理者権限の付与は、
PC を管理している情報管理部門の担当者へご確認下さい。 

 STORM V のライセンス認証は、インストール時に 1 回行えば PC 上のアカウ
ント全てに適応されます。 

 オプションのオンラインストレージのご利用期限は、ライセンス認証より１ヶ
月となります。コンテンツの公開期限は１週間となり、期限を延ばすことはで
きません。また、使用容量の上限は、50MB です。 

2. インストーラーを起動します。 
ダウンロードした ZIP を解凍し【StormV-Installer.exe】をダブルクリックしま
す。 

 zip 解凍方法は、以下の参考資料をご参照下さい。 
https://doclib.logosware.com/-site_media/media/content/files/book/3
05/6/index.html#page=3 

3. .NET Framework4.5 以上がインストールされていない場合、次のような画面が表
示されます。【 同意する 】をクリックして、画面に従いインストールをします。 
この画面が表示されず、セットアップウィザードが表示された方は手順「７.」にお
進みください 

https://doclib.logosware.com/-site_media/media/content/files/book/305/6/index.html#page=3
https://doclib.logosware.com/-site_media/media/content/files/book/305/6/index.html#page=3
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4. .NET Framework4.5 以上が有効になっていない場合、次のような画面が表示され
ます。この画面が表示された方は、【 いいえ 】をクリックして手順「7.」にお進
みください。 
 
この画面が表示されず、セットアップウィザードが表示された方は手順「7.」にお
進みください。 
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5. コントロールパネル＞プログラムと機能＞Windows の機能の有効化または無効化
＞.Net Framework 4.5 をクリックして機能を有効にしてください。 
＜例＞ 

 

 

6. 再度、インストーラーを起動します。 
（手順「2.」の【 StormV-Installer.exe 】をダブルクリックします。） 

7. セットアップウィザードの指示に従い、インストールします。 
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8. デスクトップの STORM V アイコンをダブルクリックし、起動します。 

 

9. STORM V 本体を認証します。 
初回起動時にはライセンス認証画面が表示されます。【ライセンス認証】ボタンを
クリックします。その後、ライセンス認証の必要事項を入力し、【登録する】ボタ
ンをクリックします。 

   

10. 体験版利用の登録完了が表示されたらセットアップ完了です。 

 

 

これでセットアップは完了です。 
 体験版では「PPT 変換で透かし字が入る」「音声合成文字数制限」など制限があり

ます。以下を参照してください。 
http://doclib.logosware.com/content.html#!/213/ 

 

http://doclib.logosware.com/content.html#!/213/
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4．ウィルス対策ソフト設定のお願い 
ご利用の環境によっては、STORM V がウィルス対策ソフトに誤って検知され、正しく
動作しないことがあります。  
ウィルス対策ソフトを導入されている方は、設定をお願いします。 

設定方法）https://doclib.logosware.com/#/content/865 

 全社管理タイプのウィルス対策ソフトをご利用の方は、お手数ですが管理部門にご
依頼ください。 

  

https://doclib.logosware.com/#/content/865
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5. 製品版のセットアップ 
 初めて STORM V をインストールする場合、以下の手順インストールしてください。 

 体験版をご利用になった PC で STORM V の正式版ライセンスをご利用になる場合、
正式版のライセンス認証を行うだけで正式版がご利用になれます。ライセンス認証
については、「4-2. 正式版のライセンス認証」をご参照下さい。 

5-1. インストール 

1. STORM V をインストールする PC が以下の推奨環境を満たしているかをご確認く
ださい。 

 Windows 7／8／8.1 を利用しているか？ 

 PowerPoint 2010、2013、2016、Office 365(32bit 版)、Office2016 (32bit
版)がインストールされているか？ 

 管理者ユーザーでログインしているか？ 
インストールには、Windows の管理者権限が必要です。 
※通常のコンテンツ作成には、管理者権限は不要です。 

 ご利用 PC が ActiveDirectory で管理されている場合、管理者権限の付与は、
PC を管理している情報管理部門の担当者へご確認下さい。 

 STORM V のライセンス認証は、インストール時に 1 回行えば PC 上のアカウ
ント全てに適応されます。 

2. インストーラーを起動します。 
ダウンロードした ZIP を解凍し【StormV-Installer.exe 】をダブルクリックしま
す。 

 zip 解凍方法は、以下の参考資料をご参照下さい。 
https://doclib.logosware.com/-site_media/media/content/files/book/3
05/6/index.html#page=3 

 

https://doclib.logosware.com/-site_media/media/content/files/book/305/6/index.html#page=3
https://doclib.logosware.com/-site_media/media/content/files/book/305/6/index.html#page=3
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3. .NET Framework4.5 以上がインストールされていない場合、次のような画面が表
示されます。【 同意する 】をクリックして、画面に従いインストールをします。 
この画面が表示されず、セットアップウィザードが表示された方は手順「７.」にお
進みください。 

 

4. .NET Framework4.5 以上が有効になっていない場合、次のような画面が表示され
ます。この画面が表示された方は、【 いいえ 】をクリックして手順「5.」にお進
みください。 
 
この画面が表示されず、セットアップウィザードが表示された方は手順「7.」にお
進みください。 

 

 

5. コントロールパネル＞プログラムと機能＞Windows の機能の有効化または無効化
＞.Net Framework 4.5 Service Pack 1 をクリックして機能を有効にしてくださ
い。 
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6. 再度、インストーラーを起動します。 
（手順「2.」の【StormV-Installer.exe 】をダブルクリックします。） 

7. セットアップウィザードの指示に従い、インストールします。 

     

8. デスクトップの STORM V アイコンをダブルクリックし、起動します。 
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5-2. 正式版のライセンス認証 

5-2-1.ライセンス認証 

設定＞ライセンス認証より STORM V とオプションのライセンス認証を行います。 

1. ライセンス情報の画面を開き、【ライセンス認証】ボタンをクリックします。 

 ライセンス情報のキーコードは、「商品ライセンス情報」に記載されています。 

 オプションの音声合成をご契約の場合、音声合成のライセンス認証も同時に行
われます。音声合成が未契約の場合、音声合成の機能はご利用になれません。 

 体験版をご利用になった PC で STORM V の正式版ライセンスをご利用になる
場合、正式版のライセンス認証を行うだけで STORM V がご利用になれます。 

 

■該当 PC で体験版を利用していた場合のライセンス認証の画面 

 

■はじめて STORM V をインストールした PC のライセンス認証の画面 
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2. 【オンライン認証】ボタンをクリックします。 

 

 ご利用 PC がオフライン環境である、または、オンライン認証が行えない場合、
【オンライン認証】がグレーアウトされ、クリックが行えません。この場合、
オフライン認証の「ライセンスキーファイル」を読み込ませる必要があります。
キーファイルをお持ちでない場合は、販売元にお問い合わせ下さい。 

 

3. ライセンス情報のキーコードを入力し、【認証する】ボタンをクリックします。 

 

4. STROM V の正式版のライセンス認証が完了します。【閉じる】ボタンをクリック
して下さい。 
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5-3. オプションのライセンス認証（ご契約社のみ） 

オプション製品のライセンス認証も STORM V のライセンス認証と、同様に設定＞ライ
センス認証よりライセンス認証を行います。 

 オプション製品は、別途、STORM V とは別に有償でのライセンス契約が必要です。 

5-3-1. オンラインストレージ 

オンラインストレージのご利用には、弊社ライセンスサーバーとの通信が必須です。必
ずご契約前に体験版でオンラインストレージが利用できるかご確認ください。 

1. ライセンス情報の画面を開き、【ライセンス認証】をクリックします。 

 

2. 【オンライン認証】をクリックします。 
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3. ライセンスの入力画面に納品されたライセンスコードを入力し、【認証ボタン】を
クリックします。 

 

ライセンスコードは、「SELW-IH4G5H-73GZ」のようなものになります。 
※上記のライセンスコード、サンプルです。ご利用になれません。 

4. ライセンス認証の完了画面が表示されます。【閉じる】をクリックし、ライセンス
認証を完了させます。 
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付録 A. 契約プランの変更とオフライン認証 
A-1． ライセンスの変更 

契約プランの変更（オプションの追加含む）を行う場合、ライセンスの再認証が必要です。 

再認証の手順は、「4-2-1.ライセンス認証」と同様となります。再認証に必要なライセン
スのキーコードは、ライセンスの販売元までお問い合わせ下さい。 

A-2．オフライン認証 

インターネットに接続できない環境や、プロキシ設定によってライセンス管理サーバーと
通信できない場合、オフライン認証が必要となります。オフライン用のライセンスキーフ
ァイルをお持ちでない場合は販売元までお問い合わせ下さい。 

1. 【オフライン認証】ボタンをクリックし、キーファイルを指定します。 

  

2. 【認証する】ボタンをクリックします。 
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A-3．ライセンスを解除する 

STORM V のライセンス解除は、ライセンス認証画面で行います。 

1. 設定＞ライセンス認証よりライセンス情報画面を開き、【ライセンス解除】ボタン
をクリックします。 

 

2. 解除するライセンスを選択し、【解除する】ボタンをクリックします。 
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付録 B．体験版から正式版への切り替え 
 体験版をご利用になった PC で STORM V の正式版ライセンスをご利用になる場合、

正式版のライセンス認証を行うだけで STORM V がご利用になれます。 

 体験版で作成したコンテンツの「Evaluation Use Only」の透かし字は、ライセン
スを正式版にしただけでは、消えません。コンテンツの作り直し、または、コンテ
ンツ編集画面での再編集を行って下さい。 

 体験版の利用時は、全てのオプションがご利用できる状態です。正式版では、オプ
ションは別途ご契約いただく必要があります。 

B-1．体験版の利用期限が切れている場合 

STORM V の起動時に、ライセンス認証画面が表示されます。正式版のライセンス認証
を行って下さい。詳しくは、「4-2. 正式版のライセンス認証」を参照して下さい。 

B-2．体験版の利用期限内の場合 

STORM V の起動後、ライセンス認証の手続きをします。詳しくは、「4-2. 正式版の
ライセンス認証」を参照して下さい。 
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お問い合わせ 
お問い合わせの前に 

「FAQ」を確認していただくことで、解決する場合がございます。 
それでも解決しない場合はお手数ですがお問い合わせ窓口までご連絡ください。 

【FAQ】http://learning.logosware.com/faq 

 

お問い合わせ窓口 

製品に関してご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。 

製品名 ：LOGOSWARE STORM V 

URL ：https://suite.logosware.com/storm-maker/storm-v/  

E-mail ：support@logosware.com 

TEL ：03-5818-8011 

受付時間 ：10:00～18:00 （土日、祝祭日は除く） 

 
ロゴスウェア株式会社 http://www.logosware.com 

【東京オフィス】〒110-0016 東京都台東区台東 4-13-21 TOWA SKY BLDG3F 

http://learning.logosware.com/faq
https://suite.logosware.com/storm-maker/storm-v/
http://www.logosware.com/
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更新履歴 
第 1 版 2017 年 4 月 10 日 

 STORM V 2.0.0 のリリース 

第 2 版 2017 年 9 月 27 日 
 推奨動作環境を更新 

第 3 版 2018 年 2 月 7 日 
 推奨動作環境を更新 
 オンラインストレージを追加 

第 4 版 2018 年 3 月 16 日 
 推奨動作環境を更新 

第 5 版 2018 年 4 月 27 日 
 ウィルス対策ソフト設定のお願いを追加 
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