
（インフォメーション） 

2016 年 12 月 19 日 

エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社 

 

電子書籍サイト『コミックシーモア』 

コミックシーモア会員 8,000 名が選ぶ 
2016 年最もハマったおすすめの一冊を発表!! 

-女性マンガ、少年マンガなど計 8 部門から紹介- 

 
エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社(本社:大阪市中央区、代表取締役社長：苫名 明、以

下 NTT ソルマーレ)が提供する電子書籍サイト『コミックシーモア』は、同サイトをご利用の

お客様を対象に「2016 年最もハマったおすすめの一冊」を調査し、その結果を発表いたします。 

 

１.コミックシーモアのお客様が 2016 年最もハマったおすすめの一冊 

 

  

  

 

 

 
 

 

【女性マンガ部門】 【少女マンガ部門】 【青年マンガ部門】 【少年マンガ部門】 

【TL コミック部門】 【BL コミック部門】 【レディコミ部門】 【ハーレクイン部門】 

逃げるは恥だが役に立つ 

海野つなみ 

ラブファントム 

みつきかこ 

デビルズライン 

花田陵 

DAYS 

安田剛士 

【ラブコフレ】 

漫画家とヤクザ 

コダ 

囀る鳥は羽ばたかない 

ヨネダコウ 

まんがグリム童話 金瓶梅 

竹崎真実 

ハーレクイン闇のダリウ

ス、光のザンダーⅠ 

愛にむせぶ白鳥 

キャロル･モーティマー 

桜屋響 



 

<この作品にハマった理由-お客様の声-> 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

【女性マンガ部門】逃げるは恥だが役に立つ 海野つなみ 

・お互いの気持ちを考えすぎて、すれ違うのがもどかしくてキュンキュンして、ハマ

りました！ドラマも面白いし今年 1 番でした！！！(20 代女性) 

・恋愛マンガでありお仕事マンガでもあるというお話のバランスの良さと、設定が特

殊でも新しい切り口で結婚というものを考えさせられるところが、良い。(40 代女性) 

【少女マンガ部門】ラブファントム みつきかこ 

・20 年ぶりくらいに漫画を読みました。無料分を読んだのですが、学生時代とは違

うちょっと大人の恋をよんで、全巻買ってしまいました。(30 代女性) 

・主人公の天然な可愛いらしさとイケメン恋人のラブラブな感じと甘々さにハマっ

た。こんな恋人欲しい！と素敵な関係にドキドキ。絵のタッチも気に入りました。(40

代女性) 

 

【少年マンガ部門】DAYS 安田剛士 

・主人公がみんなと一緒にサッカーしたいから頑張る努力する姿勢がすごいと心を打

たれた。(30 代男性) 

・最初はアニメになるので気になって見たのですが、見逃したりしてマンガを読み始

めました。 主人公のつくちゃんが、がむしゃらで成長していくのが楽しみです。(40

代女性) 

 

【青年マンガ部門】デビルズライン 花田陵 

・青年漫画なのに恋愛要素もあり、ヒロインもヒーローも見ていて可愛いし、きゅん

とする。ダークなところもあり、少女漫画を読むのとはまた違った感じがして面白

い！(20 代女性) 

・吸血鬼と人間の女の子の微妙な距離がたまらない！ ただの恋愛だけじゃなく、ス

トーリーが濃い。 一気に購入してしまってハマりました。(30 代女性) 



 
 

 
 

 

 

 

 

※コミックシーモアのお客様にお答えいただいた多数のご意見の一部です。 

 
©海野つなみ/講談社 ©みつきかこ/小学館 ©花田陵/講談社 ©安田剛士/講談社 ©コダ/ラブコフレ 

©ヨネダコウ/大洋図書 ©竹崎真実/ぶんか社  ©キャロル･モーティマー/桜屋響/ハーパーコリンズ・ジャパン 

 

その他、コミックシーモアのお客様から多数いただいた「2016 年最もハマったおすすめの
一冊!」および「2017 年にチャレンジしたいこと」など、12 月 26 日(月)にコミックシーモア
の年末年始の特設ページで発表いたします!お楽しみに! 

【TL コミック部門】【ラブコフレ】漫画家とヤクザ コダ 

・久しぶりに面白いと思った。 ヤクザさんの恋愛音痴ぶりや他人の借金の肩代わり

引き受けちゃう漫画家のお人好しぶりふたりのなんとなくもやもやするやり取りな

どがいい。おかげで紙本まで買ってしまった w (50 代女性) 

・鈍い主人公と鋭そうなのに鈍いヒーローという組み合わせが可愛くて面白かっ

た。(30 代女性) 

【BL コミック部門】囀る鳥は羽ばたかない ヨネダコウ 

・しっかり内容が濃い BL。漫画の中の世界に引き込まれて行く。ヤクザの話だけ

ど、ラブもあり、それぞれの切ない思いもある。BL が好きじゃなくても読んだらき

っとハマる作品。(20 代女性) 

・登場人物がみないろいろなものを抱えて生きていて、その生き方に惹かれます。

矢代と百目鬼がどうなってゆくのか、見届けずにいられない。(40 代女性) 

【レディコミ部門】まんがグリム童話 金瓶梅 竹崎真実 

・悪女なのに憎めない金蓮に夢中。周りの人々もお気に入り。好き嫌いが分かれる

と思うけど、こんなに夢中で何度読んでも飽きない漫画はないです。(50 代女性) 

・読み進めて行くうちに、次の展開が気になって気になって、ついに既発行のもの

を全て読んでしまいました。 主人公や他の登場人物に共感したり感心したり… 早

く続きが読みたいです。(40 代女性) 

【ハーレクイン部門】ハーレクイン闇のダリウス、光のザンダーⅠ 愛にむせぶ白鳥 

キャロル･モーティマー/桜屋響 

・ストーリーが良い！二人が引かれあっていく過程が、互いの秘密の謎解きと共に

進んでいくという、これぞはらはらドキドキなところ。そしてストーリーだけでな

く、少し影のある黒髪ヒーロー&美しく賢い健気なヒロインの容姿もすごく好み。バ

レエも大好きでもうなにもかもハマった(40 代女性) 



<男女別：2016 年最もハマったおすすめの一冊> 

■コミックシーモアのお客様(女性)が 2016 年最もハマったおすすめの一冊 

  

   ■コミックシーモアのお客様(男性)が 2016 年最もハマったおすすめの一冊 

 
 

2.調査概要 

■調査日 ：2016 年 11 月 28 日（月）～2016 年 12 月 18 日(日) 

■調査方法 ：インターネット調査  

■調査人数 ：8,874名 

■調査対象 ：コミックシーモア会員  

※本リリースの調査結果をご利用いただく際は、必ず【コミックシーモア調べ】とご明記ください。 

 
 
 

タイトル名 作家名 出版社 

【ラブコフレ】漫画家とヤクザ コダ 大誠社 

逃げるは恥だが役に立つ 海野つなみ 講談社 

ラブファントム みつきかこ 小学館 

デビルズライン 花田陵 講談社 

囀る鳥は羽ばたかない ヨネダコウ 大洋図書 

高台家の人々 森本梢子 集英社 

テンカウント 宝井理人 新書館 

狼陛下の花嫁 可歌まと 白泉社 

暁のヨナ 草凪みずほ 白泉社 

コーヒー＆バニラ 朱神宝 小学館 

タイトル名 作家名 出版社 

キングダム 原泰久 集英社 

転生したらスライムだった件 伏瀬/川上泰樹/みっつばー 講談社 

監獄学園 平本アキラ    講談社 

ワールドトリガー 葦原大介 集英社 

ベイビーステップ 勝木光  講談社 

3月のライオン 羽海野チカ 白泉社 

闇金ウシジマくん 真鍋昌平 小学館 

四月は君の嘘 新川直司 講談社 

DAYS 安田剛士 講談社 

ぐらんぶる 井上堅二/吉岡公威  講談社 



3.電子書籍配信サイト「コミックシーモア」サービス概要 

①月間利用者数1,000万人!国内最大級の電子コミック・電子書籍配信サイト 

「コミックシーモア」は、2016年8月16日に12周年を迎えました。 

「コミックシーモア」の創設日である8月16日は「電子コミックの日※」に認定されていま

す。※一般社団法人、日本記念日協会にて登録 

②取扱い冊数36万冊以上の充実の品ぞろえ 

コミックは18万冊以上を配信しており、国内最大級の品ぞろえを誇ります。コミックに限ら

ず文芸・小説、ビジネス・実用書、ライトノベル、写真集を配信中です。 

③「レンタル｣｢読み放題｣など多様なサービスを展開 

閲覧期間を限定(2泊3日)し、安価で提供する「シーモアレンタル」や、新規登録者は「7日

間無料」でお楽しみ頂ける厳選タイトル読み放題の「シーモア読み放題」も提供中です。 

④業界最大級となる56万件以上のお客様レビュー 

⑤対応端末(スマートフォン/タブレット/PC)でマルチデバイス利用が可能 

⑥毎月大量のキャンペーンを展開 

無料作品1,400冊以上を常時提供しています。1,000本以上の特集・キャンペーンを展開し

ています。 

≪数値はすべて2016年12月11日実績≫ 

 

4.エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社について 

NTTソルマーレは、「エンターテイメントを通じ人の心を豊かにする」ことを目標とし、国

内最大級の電子書籍サービスの１つである「コミックシーモア」の運営、および、恋愛ゲー

ム「Shall we date?」シリーズを中心としたエンターテイメントサービスを提供していま

す。 

公式URL：http://www.nttsolmare.com/ 

 

■電子書籍事業 

・国内最大級の電子書籍配信サイト「コミックシーモア」の運営 

公式サイト： http://www.cmoa.jp/ 

 

 

 

 

 

 

・事業者向けコミック読み放題サービス「シーモアBOOKSPOT」の提供 

・デジタル出版を牽引するオリジナルブランド「ソルマーレ編集部」の展開 

 

■ゲーム事業 

世界中のお客様に最高の恋愛体験をお届けする恋愛シミュレーションゲームアプリ「Shall 

we date?」シリーズの提供・運営 

  公式サイト（英語）：http://shallwedate.jp/en/ 

 

http://www.nttsolmare.com/
http://www.cmoa.jp/
http://shallwedate.jp/en/


 

 

 

 

 

 

■新規事業  

・アニメ、キャラクターグッズのフリマアプリ『モノキュン！』の提供・運営  

 公式サイト： https://www.monoqn.com  

 

 

 

 

 

 

 

・歌詞と音楽動画をリンクさせたアプリ「リリンク」の商用化トライアル  

 公式サイト： http://www.lylink.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞  

●エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社 

 電子書籍事業部 石神、多田 

 連絡先：06-6228-8861 

e-mail：info@nttsolmare.com 

https://www.monoqn.com/
http://www.lylink.jp/

