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ご契約内容の確認

契約冊数、交換月、交換上限数、補償冊
数など現在の契約内容の確認と、契約店
舗情報の確認、連絡先の電話番号とメー
ルアドレスが変更できます。

交換・抜け巻注文

発注期間内に交換・抜け巻の注文ができ
ます。

リクエスト履歴の確認

お客様向け在庫検索システムからのリク
エストを確認できます。

マイページのご利用には、ログイン IDとパスワードが必要になります。
スマートコミックご契約後、弊社よりご登録メールアドレスにログイン情報を送信させていただきます。

その他サポート

お役立ちサイトを利用したり、春うら
らかな書房からのお知らせを確認でき
ます。

注文履歴の閲覧

過去の交換・補償・新刊の注文履歴を確
認できます。
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ログイン画面が表示されたら、「ログイン ID」「パスワード」を入力し、「ログイン」ボタンをクリックしてください。

スマートコミックの HP（https://smart-comic.co.jp/）上部にある「ご利用中のお客様」から「マイページ
ログイン」を選択、クリックしてください。
もしくはマイページのQRコードを読み取ってください。直接ログイン画面が表示されます。

ログイン IDまたはパスワードをお忘れの場合、再発行いたしますのでお客様センターまでお問い合わせください。

ログインすると、最初に店舗トップページが表示されます。
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正しく登録が完了すると、契約情報画面の「確認
済」「状態」が「〇」になります。

メールアドレス横の「追加」ボタンをクリックして、入力画面を表示させます。

削除したいメールアドレス横の「削除」ボタンを
クリックし、表示される確認画面の「OK」ボタ
ンをクリックします。これで削除完了です。

追加したいメールアドレスを入力して「OK」ボ
タンをクリックしてください。
メールアドレスは最大5件までご登録できます。

「メールアドレス登録完了手続き」というメール
が追加アドレス宛に届くので、記載の URL をク
リックして登録完了してください。

メニューの「店舗名」▶「契約情報」をクリックし
ます。

電話番号横の「変更」ボタンをクリックして、入
力画面を表示させます。

変更後の電話番号を入力して「OK」ボタンをク
リックしてください。これで変更完了です。

マイページでは、電話番号とメールアドレスのみご変更いただけます。
それ以外の契約情報のご変更は、お客様センターまでご連絡をお願いいたします。
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発注期間になると注文締
め切りが表示された画面
になります。

※発注期間外の画面

※ひらがな・カタカナ・アルファベットの一部分のみでの検索が可能です。
※「レンタル中」のチェックボックスは外して検索をしてください。

追加タイトルを取り消したいときは？

ご利用冊数、交換冊数、盗難破損保障枠の
上限に合わせてご注文ください。 
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発注期間外でも、トップページの「レンタル中タイト
ルリスト」から抜け巻情報の更新ができます。
ただし、ご注文は発注期間になりましたら P.11 の方
法に従って完了させてください。
トップページの「レンタル中タイトルリスト」の抜け
巻情報の更新だけではご発注にはなりませんので、ご
注意ください。

※チェックを入れると、現在店舗に在庫
のあるタイトルのみ検索ができます。

※ひらがな・カタカナ・アル
ファベットの一部分のみで
の検索が可能です。

返却タイトルを取り消したいときは？ 抜け巻注文を取り消したいときは？
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発注期間内であれば、

注文確定後もやり直

しが可能です。
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① メニューの「お役立ちサイト」▶「虎の巻」を
クリックすると、別サイトへ移動します。 ① メニューの「お役立ちサイト」▶「POP ダウンロード」

をクリックすると、別サイトへ移動します。

② 初回登録で承認された「ユーザー名」「パスワード」
を入力し、「ログイン」ボタンをクリックしてください。

② 初回登録で承認された「ユーザー名」「パスワー
ド」を入力し、「ログイン」ボタンをクリッ
クしてください。

月間100万冊を超える弊社取引先への流通実績や出版社からの情報をもとに解析した、今人気のコミックがさま
ざまな角度からわかるサイトです。

弊社オリジナル“今すぐ使える”POP ダウンロードサービスでは、メディア化されたタイトルの POP、各種マ
ンガ賞の受賞タイトル POP、パチンコ・パチスロ関連コミック POP など盛りだくさんの内容がダウンロード
可能。これを使えばお客様にしっかりアピールできます。

マイページのログイン ID、パスワード
とは別に、初回登録が必要になります。

マイページのログイン ID、パスワードとは別に、
初回登録が必要になります。
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棚番とは、本棚に番号を設定して管理されている店舗様への無料オプションとなります。どの棚にどのコミック
を収納しているか一目瞭然になります。
また、棚番号を設定いただくと、「お客様向け在庫検索システム」の画面でも設定いただいた棚番号が表示されます。

膨大な店内のコミックも、これがあれば瞬時に検索可能。弊社で店内マップを作成して、お探しのタイトルがど
この棚にあるかわかりやすく表示します。

タイトルの一部を入力すると、店内在庫の有無が確認できます。お客様にこのページの URL や QRコードを提供
することで、お客様自身のスマホを使って店内の在庫を確認していただけます。
リクエスト機能も付いているので、お客様から読みたいコミックのリクエストも
受け付けることができます。
店舗様固有の URL につきましては、弊社お客様センターまでお問い合わせくだ
さい。

棚番号のない店舗様は、空欄のままでも問題ありません。

簡易版から Pro 版への変更は随時可能です。マップ初
回作成料無料にてご案内させていただきます。月額料
金等につきましては、弊社お客様センターまでお問い
合わせください。
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お客様向け在庫検索システムを通してお客様から寄せられたコミックに関するリクエスト内容を確認できます。

春うららかな書房からのお知らせをご確認いただけます。未読のお知らせがある場合は通知バッジ（数字）が表
示されます。
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