
お申込みフロー

推奨環境

デバイス

PC

Windows 7/8/10
Google Chrome

IE 11 以降
Edge 20 以降

Google Chrome
Safari 5.1 以降

Mobile Safari

Chrome ver. 26.0 以降

Mac OS X 10.6 以降

iOS 7.0 以降

4.1 以降

iPhone
iPad
iPod

Android

OS ブラウザー

お申込み

料金プランのご変更

6 ヶ月の契約期間の最終月 15 日までに料金プランの変更手続きを完了してください。
無料期間は含まれません。

サービス提供元

コミックレンタル店、まんが喫茶・複合カフェ、美容室、温浴施
設など、9,000 以上の店舗様に雑誌・コミックをお届けしてい
る専門卸業社です。

社名
本社所在地
電話
HP

株式会社 春うららかな書房
〒104-0061　東京都中央区銀座 8-10-8-9F
0120-887-748
http://uraraka.co.jp/

共同事業者

ビューンは、日本で最も支持されている雑誌アプリです。2016
年より、店舗向けの『ビューン読み放題スポット』のご提供も開
始しました。

社名
本社所在地

HP

株式会社ビューン（英文社名 : Viewn Corp.）
〒105-7303
東京都港区東新橋 1-9-1 東京汐留ビルディング
http://www.viewn.co.jp/

毎週月曜日締め 翌月 1 日から※締め日と同週の金曜日

20180914-1900



POINT

1

『ビューン読み放題スポット』は、コミック約 7,500 タイトル（約
20,000 冊）、人気雑誌約 140 誌、「るるぶ」約 100 冊と、読み
放題の種類がたいへん豊富。電子書籍だから、「他の人が読んでい
て自分が読めない」なんてこともありません。
雑誌棚の収容冊数の問題で購入を見送られていた雑誌も電子書籍で
ご提供できるので、お客様に喜んでいただけます。
さらに電子書籍なので、盗難・破損・抜け巻などの問題からも解放
されます。

女性ユーザーの取り込みは、店舗様にとって大
きな課題です。そこで、『ビューン読み放題スポッ
ト』は、女性のお客様が読みたいコミックをたっ
ぷりご用意しています。乙女系コミックの提供
は女性ユーザーを取り込むための強力なツール
となります。

大人コミックの需要は大きいのですが、なかなか
本棚には陳列できません。電子書籍なら、本棚へ
の陳列に悩まされることはありません。また、お
客様は本棚から選ぶ必要がなく、周囲の視線を気
にせず、大人コミックをこっそり楽しむことが可
能です。

※大人コミックを除いた形でのコンテンツの提供も可能です。
　お問い合わせください。

POINT

3

紙媒体との併用サービス

POINT

2

豊富なコンテンツ らくらく操作

店内の Wi-Fi に接続して、お客様がお持ちのスマー
トフォン・タブレットで電子書籍を楽しめます。
専用アプリのダウンロードなどは必要ないので、
すぐにご利用可能。デスクトップ PC でもご利用
いただけます。

電子書籍が敬遠される要因として、その読みにく
さが挙げられます。『ビューン読み放題スポット』
は、コンシューマー用スマートフォン・タブレッ
ト向け雑誌読み放題サービス「ビューン」をベー
スに、誰でも簡単に楽しめるシンプルな操作性を
実現しました。

電子書籍のみのご提供では物足りないと思われるお客様
には、紙媒体のコミック・雑誌との併用をおすすめして
います。紙媒体と併用することで、電子書籍の認知度・
利用率も向上していきます。
春うららかな書房では、豊富なコミック・雑誌の導入実
績により、店舗様の最適なレストスペース用コミックコー
ナーをご提供いたします。コミックについては購入はも
ちろん、レンタル（リース）をご利用いただくことも可
能ですので、どうぞこの機会にあわせてご相談ください。

※雑誌内容は変更となる場合がございます。 ※雑誌はバックナンバーも楽しめます。

※内容は変更となる場合があります。
※雑誌は主要な特集・記事などを中心にご覧いた

だけますが、紙媒体の掲載内容とは異なる場合
があります。

©あやせ理子/主婦と生活社 ©栗原まもる/Beaglee ©岡田理知/Beaglee ©花門初海/フューチャーコミックス ©成田マナブ・神津しおん/グループ・ゼロ
©僕々/フューチャーコミックス
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