
PRODUCTS

新しい時代の本
本とあなたをデジタルでつなぐ
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あなたに最適なソリューションをご提案いたします。

2022　Voyager Japan, Inc.



BinB
Books in Browsers

ブラウザで快適に読書を楽しめる電子書籍リーダー
2011 年に日本初のブラウザベース電子書籍リーダーを発表して以降、常に最新のリーダーを各社様に提供し続けています。

利用サイト300以上
BookLive!・コミックシーモア等の電子書
籍ストアを始め、電子図書館サービスTRC-
DL、集英社・講談社サイト等、様々なサイ
トで採用いただいています。

月間利用者数 1500 万人以上
BinBは多くのユーザーにご利用いただいて
います。アクセスが集中する大規模な集客シ
ステムにも対応できますので、運用面も安心
です。

対応作品 100 万冊以上
コミック・縦スクロールマンガ・ライトノ
ベル・小説・実用書・雑誌など、市場に流
通している幅広いジャンルの作品に対応し
ています。

BinBはブラウザで動作する電子書籍リーダーです。システムプログラムをご提供しますので、貴社サーバに設置してご利用ください。 2



ワンタッチで簡単アクセス 最高品質の読書体験 高性能かつ多様な機能
「読む」ボタンをワンタッチするだけで、
スマートフォン・タブレット・パソコン、
どこからでも好きな時にブラウザで本を読
むことができます。専用アプリをダウンロ
ードする必要はありません。ライトユーザ
ーでも使いやすいシンプルな操作で、日本
のみならず、世界中の方々にご利用いただ
いています。

より快適に読書を楽しんでもらうことを目
的に作られた次世代リーダーです。リーダ
ー起動は瞬時に行われ、コミックのページ
めくりも超高速、紙の本のようにパラパラ
めくる感覚を体験できます。小説では美し
い日本語レイアウトを実現しており、文字
検索やサイズ変更などアプリと同等の機能
を備えています。

豊富な機能でお客様のビジネスを強力にサ
ポートします。CDNによる大規模なアク
セスへの対応や、広告表示による収益化、
Google　Analytics連携等の機能を備え、
様々なビジネスニーズにお応えします。ま
た、SNS共有機能などを活用して、より多
くのユーザーにコンテンツを届けることが
できます。

EASY ACCESS HIGH QUALITY HIGH PERFORMANCE

BinB の特徴《簡単・高品質・高性能》
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BinB なら、サービスに合わせた運用が可能

4

コミックや雑誌の配信に
スピードリーダー
◯超高速に動作するリーダーです。
◯スクロール方向を縦／横に切替が可能です。
◯起動時に操作ガイドが表示されるので、簡単に操作できます。

小説や実用書の配信に
スタンダードリーダー
◯美しい日本語レイアウトを表示できます。
◯�好きな文字サイズに設定でき、文字の検索、メモなど、便利な機能を
　ご利用いただけます。

無料公開作品の収益化に
広告表示
◯リーダーに広告表示を挿入できます。
◯コンテンツ上に表示するオーバーレイ広告と、巻末に挿入する
　コンテンツ内広告の2種類があります。

アプリ運用を行う企業様に
アプリライブラリ
◯貴社アプリにBinBリーダー機能を搭載できます。
◯開発コストに加え、配信データ／配信サーバをブラウザ版
　リーダーと共通利用することで、運用コストも削減できます。
◯オンライン／オフライン形式に対応しています。

商用向けコンテンツ保護に
DRM 搭載
◯独自のDRM技術により、作品データを保護しています。
◯データ難読化／電子透かし／画像保存抑制などを実装し、不正利用
　を抑止、商用利用を可能にしています。

様々なビジネスモデルに
柔軟なカスタマイズ
◯貴社の用途に応じたカスタマイズが可能です。
◯作品プロモーションに特化したリーダーや、視覚障がい者向けアクセ　
　シビリティに対応したリーダーなどのカスタマイズが可能です。



BinB コミックや雑誌の配信に　《スピードリーダー》
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読みたいときにすぐ読める、瞬時の起動と超高速のページめくりを実現した DRM 付きリーダーです。
高速で快適な読書環境で、貴社ウェブサービスのコンバージョン率向上のお役に立ちます。
コミック、雑誌、縦スクロールマンガ、PDF、画像ファイルなど、あらゆるフィックス型コンテンツを利用可能です。

かんたん操作ガイド表示で
初めての方でも安心

PDF もセキュアに配信が可能
検索機能付き

縦／横スクロール方向も
ボタン一つで簡単切り替え！
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BinB 小説や実用書の配信に　《スタンダードリーダー》

日本の出版社と共に磨き上げた、読みやすく美しい日本語レイアウトを実現した DRM 付きリーダーです。
文字検索やサイズ変更、自動しおり、メモ機能など読書アプリケーションと同等の機能を備えています。
EPUB3、ドットブックなどのリフロー型コンテンツをテキストデータで配信、ネットワーク上のデータ転送量を大幅に抑えます。

わからない単語はすぐGoogle 検索！
お気に入り文章は Twitter でシェア！

音声読み上げに対応！
アクセシビリティが向上します。

お好みの文字サイズに調整することで
読書がとても快適に



BinB 広告表示
マンガ・雑誌・小説等の電子書籍コンテンツを改変せずにそのまま広告メディアにすることができます。
ネット広告で無料公開作品の収益化を目指す、あるいはイベント告知・関連作品の自社広告を行うといった目的で、さまざまな広
告表示を利用できます。fluct、Geniee、MicroAd などのネット広告に対応しています。

オーバーレイ広告 インフォビュー広告レコメンドページ広告
ウェブパーツとして、電子書籍コンテンツを表示

ウェブ広告が設置されているサイトの一部に電子書籍コンテン
ツを組み込むことができます。ページ遷移をせずに、全画面表
示モード／通常モード切替を行うことができます。

先頭ページ、終端ページ、リーダー起動時、指定回数のページ
など表示タイミングを指定可能です。

HTML をレコメンドページとして表示します。 ネット広告、自社広告（新
刊案内、関連書籍案内、イベント告知などの自社広告）の表示が可能です。 
※スタンダードリーダーでは追加ページ数は 1 ページです。
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コンテンツ巻末に HTML を表示
コンテンツの最終ページからレコメンドページ広告へ

シームレスに遷移します。

コンテンツ上にネット広告を表示



BinB 音声読み上げ機能
表示中のリフロー型電子書籍の本文をスマホ・タブレット・PC の音声合成エンジンを使って、音声化します。
音声を聞きながら読む、新しい読書体験を実現します。

利用シーン

利用例
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音声読み上げ機能は、読書と同時に音声を聴くことが可能となり、読書困難者の方へより多

くの本が読める環境を、また通勤中や作業のすきま時間など、聴く読書を提供することで、

さまざまな形で多くの方が楽しめる読書環境を提供することが可能になりました。

ラノベ・小説・実用書などのテキストベースのリフローコンテンツで読み上げを利用できます。

サービス側ではコンテンツごとに読み上げの有効・無効のコントロールが可能です。

ボイジャーが運営する電子図書館『青空� in� Browsers』では、2021年7月7日に25年目

を迎える青空文庫の誕生に合わせて、BinBの新しい音声読み上げサービスを開始しまし

た。�サイトから実際の音声読み上げ動作をご確認いただけますのでお試しください。

またサイト『片岡義男.com』でも2021年9月10日リニューアルに伴い、新しい音声読み上

げサービスを利用しています。

▲《作品表示例》青空 in Browsers に収録『あのときの王子くん』  
　  大久保ゆう訳（原作者：アントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリ）



BinB 様々なビジネスモデルに
リーダーのカスタマイズは、BinB インフォビューを利用して実現できます。

インフォビューは、リーダーを含む HTML で構築されている仕組みで、サービスに合わ

せて HTML 部分をカスタマイズできます。

ユーザーインターフェースの変更やページめくり時のイベント処理の追加等が行えます。

ページめくり時に処理を追加することで閲覧ページ情報をサーバに送信するといったこと

が可能です。

リーダーの周りに諸々の情報を表示することも可能です。

関連情報（続巻書籍へのリンク、書籍購入ストアへのリンク、プロモーションビデオ等

の関連情報エリア、SNS リンク等）をリーダーと同じページに設置することができます。

全画面で閲覧するモードへの切替ボタンも表示できます。

カスタマイズ用途例

カスタマイズ事例
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TRC�が提供している「LibrariE�＆�
TRC-DL」は国内導入実績No.1�
2021年11月末時点で約226自
治体で採用されています。
スクリーンリーダー（音声読み上
げソフト：PC-Talker推奨）を使用
して、全盲の視覚障害者の方でも
独力で一連の操作が可能な「テキ
スト版サイト」を無償で提供してい
ます。

BUSINESS�LAWYERS�LIBRARYは
企業法務の実務に役立つ名著に加え、
「ジュリスト」や「BUSINESS� LAW�
JOURNAL」といった主要法律雑誌の
バックナンバーを掲載。
契約・M&A・個人情報保護・労働関係・
税務など幅広いラインナップの書籍
が随時更新されます。
書籍を横断して検索ができるので欲
しい情報にすぐアクセスできます。
各社独自の横断検索システムなどと
連動した動作が可能です。

●ユーザーインターフェース

ユーザーインターフェースを用途に合わせて自由にカス
タマイズ。アクセシビリティを優先したUI�や、ウェブ
マガジン用のUIなどに。

●閲覧状況確認

ユーザーの閲覧ページ状況をサーバ側で取得。読み放題
などのコンテンツ収益分配データなどのご利用に。

●独自機能追加

リーダーに独自機能を追加できます。ページに対する
『いいね』ボタンやコメント投稿機能などに。

●書籍横断検索連携

書籍横断検索サーバとの連携。（文字情報付きPDFのみ）

TRC図書館流通センター《電子図書館サービス》 弁護士ドットコム《サブスクリプションサービス》



● リーダー基本機能一覧
機　能 スピード スタンダード 詳　細

目次 ○ ○ リーダーのサイドメニューから目次を選択。目次項目から各ページへ直接飛ぶことが可能です。

自動しおり ○ ○ ユーザーが開いていたページを自動で記憶。直近２作品まで自動で閲覧していたページをリーダーが保存します。

文字検索 ○ ○ フィックス版は文字情報付きPDFを入稿した場合のみ検索可能。リフロー版は掲載しているすべての文字の検索が可能です。

拡大表示 ○ ○ ページごとに拡大表示することができ、雑誌など細かい文字であっても視認性を高める事ができます。

書誌リンク対応 ○ ○ 電子書籍内に設置したURLリンクから、外部サイトの参考資料などを呼び出す事が可能です。

日本語レイアウト × ○ 書籍を意識した独自レイアウトと専用フォントにより、日本語の美しさと読みやすさを兼ね揃えたマルチデバイス表示を実現。

文字サイズ変更 × ○ 表示文字サイズを任意で拡大縮小できるため、高齢者ユーザーでも読みやすい文字サイズで読書が可能です。

見開き表示 ○ ○ 端末の表示サイズに合わせて、表示方法を自動で判断。表示の大きなタブレットやPCでは見開き表示に切り替わります。

縦横スクロール切替 ○ × ユーザーの任意で、スクロール方向を縦や横に切替可能。お好きなページめくり方向で、コミックや雑誌を閲覧することが可能です。

操作ガイド ○ ○ 操作ガイド表示により、初めてのユーザーでも安心してご利用できます。

ツールバー ○ ○ 画面のセンターをタップ（クリック）することで、上下のツールバーを表示。

サイドメニュー ○ ○ ツールバー右上から、サイドメニューを展開。作品目次の閲覧や、リーダ設定などの操作ができます。

キーボードショートカット ○ ○ ページめくりや画面の反転表示、自動読み上げの開始など、メニューを開かずに操作が可能です（PC利用時）

● リーダー追加機能一覧
機　能 スピード スタンダード 詳　細

サーバ管理しおり・メモ ○ ○ ユーザーが開いていたページや、メモ情報などをサーバで管理。読書する端末を変えても、続きのページから本が読めます。

選択文章の外部サービス連携 × ○ 本文のテキストを選択してメニューを選ぶことで、Google 検索や Twitter への投稿などができます。

音声読み上げ × ○ 読書と同時に本文を音声で聴くことが可能です。

英語UI 対応 ○ × ツールバーやメニューなどを英語表示にカスタマイズすることができます。
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BinB リーダー機能一覧
スピードリーダー・スタンダードリーダーで利用できる機能一覧



● システム追加機能一覧
機　能 スピード スタンダード 詳　細

ウェブ広告対応 ○ ○ 作品上にオーバーレイ広告、最終ページ広告を表示できますので、作品訴求や広告収入などを展開することが可能です。

ローディング起動画面 × ○ 起動待ち時間の体感を軽減し、コンテンツ閲覧をより快適にします。

ログイン・購入ボタン ○ ○ 試し読み作品などから、電子書店のログインや販売作品ページなどへの誘導がスムーズに行えるリンクボタンを表示できます。

バナー表示 × ○ ユーザーが本を開いたときに任意のバナーを表示し、広報・訴求を促すことも可能です。

巻末ページめくりからの
URL移動 ○ ○ 巻末ページに作品の紹介や広告、リンクなどを設置し、ユーザーのサイト内利用の向上が図れます。

DRM強化 ○ ○ DRMとして標準実装している画像／テキストの難読化、電子透かし、アクセス制限などの機能によるコンテンツを保護に加え、独自の
DRMを追加実装することも可能です。

AWS�CloudFront 対応 ○ ○ ネットワーク負荷分散により、ユーザー集中時にも、より安定した作品閲覧が可能となります。

Google�Analytics 対応 ○ ○ 作品のアクセスログがページ単位で取得できます。ユーザーの動きなどを把握し、効率的な書店運用に役立てることができます。

アプリケーションライブラリ ○ ○ ブラウザだけでなく、アプリケーションを利用した書店展開にも対応可能です。

BinB ページスライダー ○ × 作品紹介ページなどにウェブパーツとして設置できるページ埋め込み形式の電子書籍リーダーです。（タチヨミ用、DRM無し）
※詳しくは担当営業にご確認ください。
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BinB システム追加機能一覧
スピードリーダー・スタンダードリーダーでシステムに追加できる機能一覧



BinB システム構成
システム構築までのステップ
Ａ）配信サーバー（WEB�SERVER、BOOK�SERVER）を準備していただき、弊社から提供するプログラムを設置
Ｂ）WEB�SERVERに、ユーザー情報・書誌情報をコントロールするAPI を実装
Ｃ）CONVERTERで作品ファイルをセキュアな配信データに変換
Ｄ）BOOK�SERVERに、配信データを登録

読書時のシステム動作
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BinB 動作環境

対応端末 iPhone, iPad, Android  
Windows, Mac, Chromebook

対応フォーマット EPUB3, PDF, 連番 JPG, 連番 PNG, 
縦スクロールマンガ

対応ブラウザ
※最新バージョン利用推奨

iPhone, iPad：Mobile Safari
Android : 標準ブラウザ , Chrome
Windows : Chrome, FireFox, Edge 
Mac : Safari, Chrome
Chromebook：Chrome

サーバ環境 Linux OS（CentOS, Ubuntu 実績有）
Apache, PHP, MySQL
使用言語 C, PHP, Java

読書環境

配信環境
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常に最新動作環境へアップデートを実施しています。



BinB 採用事例

ビジネススタイル

あらゆる読者に
快適な読書環境を

電子書籍ストア

会報誌

サブスクリプション

SNS 展開

広告ビジネス

制作ツール

ウェブマガジン

電子図書館

試し読み

海外サイト
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電子書籍ストア、出版社、電子図書館など、さまざま

なサービスで BinB をご利用いただいております。



BinB システム利用料及び、導入までの流れ

システム利用料

BinB 導入までの流れ

お問い合わせ

売上相当額に対する 3％のレベニューシェア
◎月額最低利用料有　◎ビジネスモデルに合わせたご提案が可能

株式会社ボイジャー 企画部（B
ビーインビー

inB 担当）

連 絡 先�:�03-5467-7070　

受付時間：月曜～金曜�10:00~19:00�（※年末年始・祝日を除く）

問い合わせフォーム：https://www.voyager.co.jp/products/binb/contact/
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1

お問い合わせ・ご相談

お問い合わせフォームよりお
気軽にご連絡ください。

2

ご提案・お見積り

貴社サービスに合わせた最
適なご提案と、お見積りを
いたします。

3

ご契約

契約書をお送りします。
内容をご確認の上、ご捺印
ください。

4

BinB 導入

BinB ライブラリ、技術情報
をご提供をいたします。
貴社のBinB導入を、弊社技
術スタッフがサポートします。



電子書籍ビジネスに必要不可欠な 4 つのソリューションをご用意

PRODUCTS LIST.

プロモーション素材作成ツール EPUB 制作・販売委託電子書籍制作ツールブラウザベース電子書籍リーダー
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簡単・快適な読書環境

BinB
信頼性の高い電子配信システムを
構築したい方に

ウェブマガジン運用に最適

Power Thumb 

SNS・ウェブプロモーションで、
電子書籍をより効果的に広めたい方に

高品質 EPUB 作成ツール

Romancer
電子書籍・EPUBの制作ツールを
お探しの方に

Amazon 推奨　EPUB 制作・販売サービス

電子書籍制作サービス

紙の本・InDesign・旧フォーマット等
からの EPUB変換及び電子書店販売を
ご希望の方に



ソリューションの主な利用料金

PRODUCTS LIST.
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Web 配信・クロスメディア促進ツールをお探しの方へ

アカウント利用料…

4万円／月

アカウント利用料…

2万5千円／月

25万千円／年

制作費用（１作品）

リフロー版 3万円～

フィックス版 5千円～

Web ツール

印刷データや EPUBから SNS、Web サイトで
読者をキャッチするプロモ素材を簡単に作成で
きるWebツールです。
コミックデータから短時間でプロモーション動
画、試し読みを制作可能。電子本のデータから
読者に見せたいフレームを選ぶだけで、SNS
に最適化したプロモ素材を自動作成。Web サ
ービスとして提供していますので、専用機材、
JavaScript 等のウェブ知識、動画作成の知識不
要でご利用いただけます。

https://www.voyager.co.jp/products/pt/

高品質な EPUB 制作ツールをお考えの方へ
Web ツール

Romancer は、PDF・画像・Wordファイルから
EPUBと作品URLを作成することが可能です。
容量制限は一切ないので、作品数を気にせずご
利用いただけます。各書籍配信ストアのリーダー
に対応しているので、どんな書店でも配信でき
る最適な EPUB を制作します。EPUBと合わせ
てスマホ・タブレット・PCで読める作品 URL
も同時に発行。Web や SNS などで簡単に訴求
することもできます。

https://romancer.voyager.co.jp/protop

EPUB 制作や販売の委託を検討している方へ
制作委託サービス

日本の電子出版のパイオニアであるボイジャー
が、30年間にわたって培ってきた日本語組版
やフォーマット技術を活用して、業界最高品質
の EPUB3ファイルを提供します。
InDesign やWord ファイル・テキストデータ・
PDF・印刷本など、様々な形式での入稿に対応
しています。

※ボイジャーはAmazon 認定
　電子書籍制作会社です。

https://www.voyager.co.jp/products/conversion-system/

●本資料記載の内容は予告なく変更する場合があります。

●BinB、Romancer、Power�Thumb は、株式会社ボイジャーの登録商標です。

●会社名または製品名は、各社の商標または登録商標です。（2021年 12月現在）

ウェブマガジン運用に最適

Power Thumb 
高品質 EPUB 作成ツール

Romancer【業務用】
Amazon 推奨　EPUB 制作・販売サービス

電子書籍制作サービス


