ニュースリリース
2012 年 10 月 19 日
株式会社インクルーズ
報道関係者各位
なりたいアナタにきっとなれる！スマートフォン向け電子書籍アプリ
『30 代からモテる本 女性 500 人に聞いた女のホンネ』
『結果を出すための名言集 100 プロスポーツ選手に学ぶ！』
App Store・GooglePlay に 2 作同時リリース！現在リリースセール 83％オフで販売中！！
モバイルコンテンツ事業、モバイル広告メディア事業を中心に、事業展開している株式会社インク
ルーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村徳一、03-5459-7500、以下インクルーズ）は、ス
マートフォンアプリによる電子書籍配信として、『30 代からモテる本 女性 500 人に聞いた女の
ホンネ』『結果を出すための名言集 100

プロスポーツ選手に学ぶ！』の 2 タイトルの

iPhone/iPad、GooglePlay 向けアプリを 10 月 19 日にリリースいたしました。
☆★30 代からモテる本 女性 500 人に聞いた女のホンネ★☆
■サービスについて
【作品内容】
真面目で奥手な 30 代に朗報！本当にモテるのは、あなたです!!
大人気エッセイストにて恋愛研究家の【桜井結衣】書き下ろし書籍が遂に登場！！
こんな人におススメ！●彼女が居ないまま 30 代突入！正直焦っている
●彼女の作り方がわからなくなってしまった
●奥手で、女の子に声を掛ける勇気がない
●これ！といった趣味がない
●派手に騒ぐのは好きじゃない
●これまであまりモテてこなかった
これまであまり恋愛と向き合ってこなかったけれど、
ふと気付くと 30 歳になっていた…という男性は意外と多いもの。
そんな男性が、いざ「恋愛しよう！」と思っても、どうしていいのか分からず困ってしま
います。
そこで、500 人の女性の本音から「女性が本当に求めている男性像」を丁寧にレクチャー
します！
アプリ定価 500 円！
【500 人女性のホンネをちょっとだけご紹介！】

「真剣に付き合うなら、安心感のある落ち着いた男性がいい」
（26 歳・受付）
「イケメンで性格もいい人もいるとは思うけど気を張って疲れちゃう。
仕事で頑張った分、家に帰ったらほっこりできるような彼氏がいい」
（28 歳・美容関係）
「お金の遣い方が荒い人は将来心配。質素でも楽しめる方法を知っている人の方が魅力的」
（29 歳・保険）

【アプリ名】
『30 代からモテる本 女性 500 人に聞いた女のホンネ』

AppStore

URL

http://bit.ly/WHSIz7

GooglePlay URL
http://bit.ly/WvG5bY
【サービス開始日】
2012 年 10 月 19 日（金）
【販売マーケット・価格】
App Store 500 円（税込） リリースセール価格 85 円で提供（83％オフ！）
GooglePaly 500 円（税込） リリースセール価格 100 円で提供（80％オフ！）
【対応 OS・機種】
iOS4.0 以上 iPhone3GS, iPhone4, iPhone4S, 第 4 世代以上の iPod Touch, iPad, iPad2
Android OS 3.2 以上
【目次】
Chapter1 リアルな恋愛は意外とハードルが低い!? ～今時女子の本音～
Chapter2 マジメなあなただからこそ「本命モテ」
Chapter3 安心第一！ 「セーフティ男子」が今時女子の心をつかむ
Chapter4 セーフティ男子への道
Chapter5 セーフティ男子のアピール術
Chapter6 本命女性と愛を育む！ マジメでアツイ！ デート術
【著者紹介】
桜井結衣
大学にて臨床心理学を専攻、
男らしさ女らしさと恋愛観、結婚観、仕事観についての研究を行う。
フィールドワークも実践し、長続きする恋愛の事例を収集。
これまでに友人知人から数百件の恋愛相談を受け数々の問題を解決。
アドバイスをした相談者の恋は必ず長続きすると定評がある。

☆★結果を出すための名言集 100 プロスポーツ選手に学ぶ！★☆
■サービスについて
【作品内容】
日本が誇るトップアスリートたちの名言を集めた iPhone/iPad 向け電子書籍アプリ遂にリ
リース！
性格のタイプも、分野も、世代もバラバラの４人の印象深い発言から、
"結果を残す"ために必要な背景を読み解く！

【アプリ名】
『結果を出すための名言集 100 プロスポーツ選手に学ぶ！』

AppStore

URL

http://bit.ly/ONuzFO
GooglePlay URL
http://bit.ly/R7hOnd
【サービス開始日】
2012 年 10 月 19 日（金）

【販売マーケット・価格】
App Store 500 円（税込） リリースセール価格 85 円で提供（83％オフ！）
GooglePaly 500 円（税込） リリースセール価格 100 円で提供（80％オフ！）
【対応 OS・機種】
iOS4.0 以上 iPhone3GS, iPhone4, iPhone4S, 第 4 世代以上の iPod Touch, iPad, iPad2
Android OS 3.2 以上

【目次】
はじめに
第一章 史上最年少賞金王 石川遼
第二章 10 年連続メジャー200 安打 イチロー
第三章 ９年連続 J リーグベストイレブン 遠藤保仁
第四章 2011 AFC アジアカップ MVP 本田圭佑
【登場人物】
石川 遼（イシカワ リョウ）
埼玉県北葛飾郡松伏町出身のプロゴルファー。
パナソニック所属。
ツアー世界最年少優勝、日本での最年少賞金王などの記録保持者である。
日本が誇る数少ない世界で通用する若手ビックプレイヤーである。
イチロー（スズキ イチロウ）
愛知県西春日井郡豊山町出身のメジャーリーガー。
ニューヨーク・ヤンキース（2012 年現在）に所属するプロ野球選手（外野手）である。
ＮＰＢ・ＭＬＢの双方で活躍し、ＭＬＢではシーズン最多安打記録（262 本）や
10 年連続 200 安打などの記録を保持している。
遠藤保仁（エンドウ ヤスヒト）
鹿児島県桜島町（現：鹿児島市）出身のプロサッカープレイヤー。
Ｊリーグ・ガンバ大阪所属する日本代表も勤めるミッドフィールダーである。
プレースキックの精度が高く、強い回転系のシュートが得意であり、高精度のミドルシュ
ートを放つ。
神がかりのコロコロＰＫを持つ、冷静なベテランプレイヤーである。
本田圭佑（ホンダ ケイスケ）
大阪府摂津市出身のプロサッカープレイヤー。

ロシア・プレミアリーグ・ＣＳＫＡモスクワ所属する日本代表のミッドフィールダー（Ｏ
Ｈ、ＣＨ、ＳＨ）
、フォワードである。
キック力に優れ、スルーパス、ロングパス、シュートの能力、なによりフリーキックの精
度が高く、
無回転とカーブする球を蹴り分けることができる。
日本サッカーのエースであり、2011 年には AFC アジアカップ MVP を獲得している。

そ の 他 の セ ー ル 作 品 や 新 着 タ イ ト ル に 関 す る 情 報 は 、 Increwsbooks の facebook ペ ー ジ
（

http://www.facebook.com/IncrewsBooks ） や 、 イ ン ク ル ー ズ の 電 子 書 籍 情 報 サ イ ト

（ http://books.increws.jp/ ）をご覧ください！

【本リリースに関するお問い合わせ】
株式会社インクルーズ
広報担当：鈴木 莉奈
TEL: 03-5459-7506
FAX: 03-6415-3920
e-mail press@increws.co.jp
【株式会社インクルーズ概要】
〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂 1-12-1
渋谷マークシティウエスト 18 階
TEL: 03-5459-7500
FAX: 03-6415-3920
代表者 代表取締役 中村 徳一
事業内容 モバイルコンテンツ事業、モバイル広告メディア事業など
★IncrewsBooks の facebook ページはコチラ★
⇒IncrewsBooks の新作情報、セール情報をお届けいたします！
http://www.facebook.com/IncrewsBooks
★インクルーズの電子書籍情報★
http://books.increws.jp/
※文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

