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ビジネス向けスマートフォンアプリ・タブレットアプリのマーケットリーダーである株式会社オプティム（以

下 オプティム）は、トータル電子雑誌サービス「タブレット使い放題・スマホ使い放題（タブホ）」へのコンテ

ンツ提供について、新たに株式会社主婦の友社※1（以下、主婦の友社）と業務提携を行い、「Ray」・

「mina」・「S Cawaii!」・「ゆうゆう」をはじめとした合計 9 誌のコンテンツを追加いたしました。これにより、

「タブレット使い放題・スマホ使い放題（タブホ）」にてお楽しみいただけるコンテンツが、読み放題サービス

国内最大※2となる合計 226誌 750冊以上※3となりました。 

 

新たに追加された主婦の友社の 9 誌は、女性のファッション、ライフスタイルや、インテリア、ガーデニ

ング、マタニティ、育児など、あらゆる世代・層の女性のニーズをカバーし、今日すぐに役に立つアイデア

や、暮らしとファッションをセンスアップするノウハウなどを幅広い世代の女性にお届けします。 

 

 

 

 

トータル電子雑誌サービス「タブレット使い放題・スマホ使い放題（タブホ）」への 

コンテンツ提供について、主婦の友社と業務提携 

若い女性に大人気のファッション誌「Ray」・「mina」・「S Cawaii!」、 

50代からの美しく上手な年の重ね方を知るライフスタイル誌「ゆうゆう」など 

9誌を追加し、読み放題のタイトル数が国内最大の合計 226誌に！ 
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このたびのコンテンツ提供に際し、主婦の友社のコメントを以下に記載いたします。 

 

■株式会社主婦の友社の書籍とコメント 

株式会社主婦の友社 

 

コメント 
主婦の友社は 2016年に創業100周年を迎えます。女性の暮らしとともに

歩んで 100年、女性誌のエキスパートだからこそお届けできる豊富なコン

テンツを、ぜひ「タブホ」でお楽しみください。 

 

提供雑誌 
「Ray」 
可愛いものが大好き！おしゃれ大好き！なミーハー女子大生のための、

自分プロデュース応援マガジン。いつも可愛くいたい！毎日輝いていた

い！そんな女のコの永遠の課題を叶える、上質でタイムリーなファッショ

ン、ビューティー、ライフスタイルの最新トレンドを発信。なりたい自分を見

つけられる、今日本でいちばん売れているキャンパス誌です。 

 

「mina」 
日々のささやかなことにもシアワセを感じたい、そんな女の子たちのハッ

ピーをお手伝いするライフスタイルファッション誌。ベーシックな服をとびっ

きりオシャレに着るためのリアルカジュアルのほか、ダイエットやヘアアレ

ンジ、マネー、恋愛などファッションの枠を超えた読み物も人気です。 

 

「S Cawaii!」 
20代前半の大人めギャル系女子に贈る、ファッション&ビューティー雑誌。

モデルや読モが公開するリアルなファッションやメイク、ダイエット企画が

毎号話題。 

 

「ゆうゆう」 
50 代からの美しく上手な年の重ね方を、ステキな人たちの生き方・暮らし

方を通して知る雑誌、それが「ゆうゆう」。いくつになっても「元気」と「きれ

い」、そして「人生」をあきらめない！新しい自分を見つけたい！ポジティ

ブな女性たちを「ゆうゆう」はいつまでも応援し続けます。 

 

「Pre-mo」 
マタニティ時代の過ごし方から、お産入院、名付け、産後の生活に必要な

グッズ情報まで。「Pre-mo」を読めば、ママになる準備は OK！ベビーに

会える日が待ち遠しくなってきます。 

 

「Baby-mo」 
季節ごとのお世話の情報から、ベビーファッション、ママのお悩み相談ま

で、赤ちゃんとの毎日に役立つ実用性の高い記事がたっぷり。初めてマ

マをサポートします！ 

 

「Como」 
「Como」はママ目線の暮らし情報誌。運動会、七五三など親子イベントを

楽しむコツ、スッキリ片づく収納&インテリア、ママのキレイを約束するフッ

ション&美容など、すぐにマネできる暮らしのワザがいっぱい☆☆クーポ

ン、宿泊モニター募集、BOOK inBOOK の料理レシピ集も毎号、ありま

す！！！賢い子に育てる、育脳企画も読み逃しなく！ 
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「PLUS1 Living」 
「もっと暮らしを楽しみたい」、「もっと家族みんなが心地いい家に」、「もっ

と自分らしいインテリアに」、「もっとセンスをあげたい」そんな暮らしやイン

テリアに前向きな読者たちに向けたインテリアの総合誌です。ナチュラル

で心地の良い住空間づくりをベースに、どこよりもおしゃれに、分かりやす

く、わくわくするテーマで、毎日をセンスアップします！ 

 

「園芸ガイド」 
花やハーブ、野菜を育て、楽しむためのガーデニング誌。豊富な写真と実

例、わかりやすい記事、最新の植物品種情報が満載です。人気ガーデナ

ーが季節ごとに寄せ植えや植物の飾り方を提案。初心者からベテランま

で満足できる園芸誌です。 

 

■世界初の定額制トータル電雑誌サービス「タブレット使い放題・スマホ使い放題（タブホ）」とは 

「タブレット使い放題・スマホ使い放題（タブホ）」とは、「いつでも、どこでも、気軽に」をコンセプトとし、

「人気雑誌 220 誌以上読み放題サービス」、「端末保証サービス」、「ネットプリントサービス」が月額 500

円※4からご利用いただける、世界初※5の定額制トータル電子雑誌サービス※6です。本サービスは、オプ

ティムが、ビジネス用スマートデバイス管理サービスなどで培った技術や、スマートデバイスの管理を行う

プラットフォームのノウハウを駆使して作られているため、安心安全かつ快適にご利用いただけるサービ

スになっています。さらに、本サービスは 1 つのアカウントで、タブレットとスマートフォンの両方でご利用

いただけるため、通勤・通学の移動時間にはスマートフォンで利用し、自宅ではタブレットで利用するなど、

1つのアカウントを利用シーンにあわせて使い分けることが可能となります。 

 

■「タブレット使い放題・スマホ使い放題（タブホ）」の特長 

 「人気雑誌220誌以上読み放題サービス」とは、雑誌読み放題サービスとして国内最大のタイトル

数となる合計 226 誌を取りそろえており、経済情報、芸能・エンタメ、ファッション、食、生活情報、

旅行、スポーツなど、ビジネス誌から趣味まで幅広い雑誌をいつでも、どこでも、何度でもバックナ

ンバーを含め自由にお読みいただくことができます。端末にダウンロードしてしまえばオフライン

でもお読みいただけます。また、一部の内容しか読むことができないなどの制限はなく、1 冊まる

ごと、全てお読みいただけます※7。 

 雑誌のタイトル名や興味のあるキーワードを「タブレット使い放題・スマホ使い放題（タブホ）」ア

プリ内や「タブホ」ポータルサイトにて「検索機能」を用いて検索することで、膨大な情報量を持つ

多様な雑誌の中から、必要な情報を素早く見つけることができます※8。 

 閲覧雑誌内に面白い記事があった場合に、「クチコミ機能」を用いて意見や感想を思いのままに

投稿することができます。自身の投稿以外にも「タブレット使い放題・スマホ使い放題（タブホ）」

を利用する全てのユーザーの投稿したクチコミを閲覧することもでき、雑誌を通じたコミュニケーシ

ョンや新しい楽しみ方を実現いたします。また、「ソーシャル連携機能」を用いて Facebook や

Twitterにクチコミを共有することができます（特許出願中）。 

 「端末保証サービス」は、端末をうっかり落としてしまった時や、水没させてしまった時などにも、自

己負担金なしで端末の修理を行うことができ、多様な利用シーンに対応した手厚い保証を受ける

ことができます※9。 

 「ネットプリントサービス」は、スマートフォン、デジカメで撮影したお気に入りの写真を月 15枚まで

無料で印刷できます。 
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「タブレット使い放題・スマホ使い放題（タブホ）」は、以下のタブレット・スマートフォンでご利用いただけ

ます。 

 

■システム要件 

 iOS機器 

・ iPadシリーズ： iOS 7.0以上 

・ iPhoneシリーズ： iOS 7.0以上かつ、iPhone 5以上 

 AndroidTM機器： AndroidTM 4.0以上、1GB以上のRAM 

 

詳しくは下記当社サイト、App StoreもしくはGoogle PlayTMにて、「タブホ」で検索してください。 

 

「タブレット使い放題・スマホ使い放題（タブホ） powered by OPTiM」製品ページ： 

http://www.optim.co.jp/tabuho/ 

 

「タブレット使い放題・スマホ使い放題（タブホ）」ポータルページ： 

https://tabuho-portal.optim.co.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 所在地：東京都文京区、代表取締役社長：荻野 善之 

※2 2015年 12月 18日時点、当社調べ。 

※3 本サービスの性質上、雑誌の数は増減することがございます。 

※4 販売パートナーにより、価格は異なります。また、App Store の販売価格に関しましては、Apple Inc.が独自に設定す

る為替レートを基準として App Store全体で適用され、事前予告なく変動する可能性がございます。 

※5 2014年 11月 19日時点、当社調べ。「人気雑誌読み放題サービス」、「端末保証サービス」、「ネットプリントサービス」

がまとめて利用できる、トータル電子書籍サービスとして。詳細は以下のWebサイトをご確認ください。 

・http://www.optim.co.jp/news-detail/14156 

※6 ご購入元により、ご利用可能なサービスは異なります。詳しくはご購入元サービスサイトをご確認ください。 

※7 出版社およびアプリストアの意向・ポリシーにより、一部のコンテンツが閲覧できない状態のものもございます。 

※8 全ページの全文字が検索出来ることを保証するものではございません。 

※9 App Store、Google PlayTMにてご購入の際には、端末保証サービスをご利用いただけません。保証サービスの詳細

については当社製品ページをご確認ください。 

・http://www.optim.co.jp/tabuho 

 

http://www.optim.co.jp/tabuho/
https://tabuho-portal.optim.co.jp/
http://www.optim.co.jp/news-detail/14156
http://www.optim.co.jp/tabuho
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【オプティムの目指す、オプティマル事業とは】 

～Optimal【形】最適な、最善の、最も有利な～ 

急速なインターネット普及に伴い、これまでネットを利用したことのないユーザーがネットを利用する機

会が増えており、このユーザー層にとって現状のネットは必ずしも使いやすいものではありません。この

ような状況にあって、ネットを空気のように快適で、息をするように無意識に使えるサービス・インフラに変

えていく。オプティマル事業とは、そのためのオプティム独自の最適化技術によるサービス事業の総称で

す。 

製品情報： http://www.optim.co.jp/products 

Facebookページ： http://www.facebook.com/optimjpn 

Twitterページ： https://twitter.com/optim_jpn 

 
【株式会社オプティムについて】 
商号： 株式会社オプティム 
上場市場： 東京証券取引所市場第一部 
証券コード： 3694 
URL： http://www.optim.co.jp 
佐賀本店： 佐賀県佐賀市与賀町 4番 18号 
東京本社： 東京都港区愛宕 2丁目 5番 1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー 19階 
代表者： 菅谷 俊二 
主要株主： 菅谷 俊二 

東日本電信電話株式会社 
富士ゼロックス株式会社 

設立： 2000年 6月 
資本金： 411,356千円 
主要取引先： 日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、エヌ・

ティ・ティ・コムウェア株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー、株式会社 NTT ぷら
ら、株式会社大塚商会、シャープ株式会社、株式会社ピーシーデポコーポレーション、
KDDI株式会社、キヤノンマーケティングジャパン株式会社、パナソニックソリューション
テクノロジー株式会社、富士ゼロックス株式会社、リコージャパン株式会社、ソースネク
スト株式会社、株式会社インプレス、BBソフトサービス株式会社など（順不同） 

事業内容： ライセンス販売・保守サポートサービス（オプティマル）事業 

（IoT プラットフォームサービス、リモートマネジメントサービス、サポートサービス、その

他サービス） 
【Copyright・商標】 

※ 記載の会社名および製品名は、各社の登録商標および商標です。 

※ iPhone、iPad、App Storeの名称およびそのロゴは Apple Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標

です。 

※ iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 

※ IOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。 

※ AndroidTM、Google PlayTMはGoogle Inc.の商標です。 

※ 本プレスリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。商品・サービスの料金、サービス内容・仕様、お問い合

わせ先などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 

 
【本件に関する報道機関からのお問い合わせ先】 

株式会社オプティム マーケティング広報担当 村上 

TEL: 03-6435-8570   FAX: 03-6435-8560 
E- Mail : press@optim.co.jp 

タブレット使い放題・スマホ使い放題（タブホ） powered by OPTiM 

製品ページ：http://www.optim.co.jp/tabuho 

 

 

 

 

 

 

 


