
(インフォメーション) 

2017 年 11 月 30 日 

エヌ･ティ･ティ･ソルマーレ株式会社 

 

日本初!出版社がブレイク必至の“電子コミック”を本気推薦 

『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2018』開催 

2018 年「最もヒットしそうな電子コミック」No.1 を選ぶ一般投票スタート! 

期間限定 特設サイトで 1 巻無料! 

-投票期間:2017 年 12 月 1 日(金)0:00～12 月 31 日(日)23:59- 

 

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､提供する電子書籍配信サイト｢コミックシーモア｣は､電子コミック市場の更なる

発展及び､電子書籍利用促進のために､『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2018』を開催いたし

ます｡本開催に伴い､2017 年 12 月 1 日(金)～12 月 31 日(日)に一般投票を実施いたします｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2018』とは 

出版社 17 社が､｢2018 年に電子でヒットしそうなコミック｣を推薦し、皆さまにその作品を実

際に読んで頂き､気に入った作品に投票していただきます｡投票作品の中から､得票数が最も多い

作品を｢みんなが選んだ､2018 年に最もヒットしそうな電子コミック｣として発表するコミック

賞です｡なお､投票期間限定で推薦作品の 1 巻目を無料で読むことができます｡ 

 

■作品推薦出版社(※五十音順) 

秋田書店､一迅社､宙出版､KADOKAWA､幻冬舎コミックス､講談社､小学館､祥伝社､集英社､少年

画報社､スクウェア･エニックス､ソルマーレ編集部､白泉社､双葉社､ぶんか社､芳文社､マッグガ

ーデン 

 

 

 



1.投票特設サイト  

■企画名  :みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2018 

■投票期間 :2017 年 12 月 1 日(金)0:00 ～ 12 月 31 日(日)23:59  

■特設ページ:https://www.cmoa.jp/comic_prize/ 

※期間中は､推薦作品の 1 巻目が無料になります｡ 

 

2.推薦作品詳細 

【女性向け作品一覧】(※五十音順) 

出版社 推薦作品 推薦作品名 推薦コメント 

秋田書店 

 

愛されたいと泣いた夜 

男三人女一人｡流され体質のヒナが体験す

るシェアハウスでの危険な恋!自分の全て

に自信が持てないヒナは彼氏のDVにもさ

れるがまま…｡でもそんな日々から救って

くれたのは年上で強引な男･犬塚だったの

だが!? 

一迅社 

 

2DK､Gペン､目覚まし

時計｡ 

仕事も家事も完璧なデキる OL･香月奈々

美と､漫画を描くこと以外なんにもデキな

いアラサー･藤村かえでの､持ちつ持たれ

つの同居生活｡仕事に生き甲斐､私生活に

は潤い｡そんな活躍する女性のための漫画

です! 

宙出版 

 

印伝さんと縁結び 

運命のご縁で結ばれたお相手は､イケメン

だけど恋愛不感な御曹司!?織之助さんの

不器用だけどピュアでまっすぐな行動に､

トキメキ間違いなし!ほほえましく癒し効

果抜群の､大人の初恋ラブコメです｡ 

KADOKAWA /  

メディアファクトリー 

 

そうしそうあい 

金髪ヤンキーと黒髪真面目女子のほんわ

かするやりとりに注目!めぐみちゃんにと

にかくデレデレなそうしと､優等生だけれ

ど金髪が大好きなちょっと変わった女の

子･めぐみちゃんの日常に癒されること間

違いなしです｡ 

幻冬舎コミックス 

 

ご飯つくりすぎ子と 

完食系男子 

お腹が空くと､誰かに会いたくなる､誰か

と一緒にご飯を食べたくなる､という経験

が誰にでもあるかと思うのですが､食と恋

は実は密接な関係にあるのかもしれませ

ん｡｢食｣を通して広がっていく､恋愛模様

を是非ご堪能ください! 

講談社 

 

傘寿まり子  

前代未聞･80歳ヒロインのまり子さんは

どこまでもアクティブ&ポジティブ!漫画

としておもしろいことはもちろん､まり子

さんの挑戦に元気をもらえること間違い

なし｡老いも若きも､全世代におすすめで

す! 

https://www.cmoa.jp/comic_prize/


出版社 推薦作品 推薦作品名 推薦コメント 

小学館 

 

私は天才を飼っている｡ 

｢イケメンの天才を飼う｣という､つきあっ

ているどころの騒ぎではない禁断ラブ｡飼

っているにも関わらずマウントをとって

いるのは天才の彼｡でも両想いなのに､天

才の彼の片想いだったりもして胸キュン

たっぷりです! 

祥伝社 

 

からっぽダンス 

ドルオタ女子必読!惚れてはフラれ､のス

トーカー警官とアラサーのアイドルオタ

ク OL｡そんなズレてる２人のズレっぱな

しラブコメ｡読めば爆笑のあるあるオタク

ネタも満載!今冬続編連載も始まる注目作

品です｡ 

集英社 

 

少女は漂流する 

16歳の誕生日､少女は両親を殺され､自ら

も監禁された｡5年後､犯人を追い､監禁か

ら逃れた彼女が選んだ人生は!?サスペン

スの名手･長浜幸子が描く新ヒロインは､

復讐の為に生きることを強いられた哀し

き女－｡ 

ソルマーレ編集部 

 

永久指名おねがいします!

【特装版】  

引きこもり女とホスト達の純愛に｢胸キュ

ンやばすぎる!｣との声が続々☆美しい男

達に見惚れて､主人公の成長に共感して､

心動かされること間違いなしです!今一番

あつい極上ラブストーリーを是非ご賞味

ください! 

白泉社 

 

かわいいひと 

死神顔のせいで怖がられる花屋の花園く

んと､容姿&性格ともに可愛い大学生の日

和｡恋愛初心者なふたりによる､大人だけ

どピュアな､ピュアだけど大人な恋模様に

ニヤニヤが止まりません! 

双葉社 

 

Perfect Crime 

前島香織は社内不倫の現場を香港から異

動してきた東雲に目撃されてしまう｡そこ

から彼女の運命は動き始め…｡オフィスで

渦巻く危険な恋と罠｡仕掛けたのは一体

誰!?ミステリアスでスリリングな大人の

ラブストーリー! 

ぶんか社 

 

天使の腐臭 

主人公･杏奈は押入れで育った少女｡虐待

で意識を失った彼女が目覚めた瞬間､世界

が変わる!杏奈を救った医師･近藤との平

和な日常に忍び寄る悪の手｡手に汗握る

“続きを読みたい”ジェットコースター･ロ

マンです! 



 

 

 

【男性向け作品一覧】(※五十音順) 

出版社 推薦作品 推薦作品名 推薦コメント 

秋田書店 

 

巨蟲列島 

その島では人間は単なるエサだった!巨大

化した昆虫達が､喰って喰って喰い尽く

す!今もっとも衝撃的なモンスターホラー!

修学旅行中に旅客機が墜落し孤島に漂着

した睦美｡だが､そこは巨大昆虫の巣窟と

化していて!? 

KADOKAWA /  

アスキー･メディアワー

クス 

 

姉なるもの 

電撃 G’sコミックで連載中の､クトゥルフ

神話の最果てで姉弟の愛を描く本作｡｢姉｣

として振る舞う異形なる存在“千夜”と人

間の“夕”君の関係性､微笑ましい日常と垣

間見える蠱惑的な非日常をぜひお楽しみ

下さい｡ 

幻冬舎コミックス 

 

このはな綺譚 

ＴＶアニメ化も大好評の｢このはな綺譚｣

は､キャラクターの魅力もさることなが

ら､お狐娘の仲居たちと事情を抱えた宿泊

客との心温まるやりとりに引き込まれる

事間違いなし!この機会にぜひ!! 

講談社 

 

今夜は月が綺麗ですが､

とりあえず死ね 

“恋心”が“殺意”に変わってしまう病が存

在する世界｡｢好きなのに､殺したい…｣そ

んな矛盾した想いを抱えた少年の苦悩を

スリリングに描いた“美しくもグロテスク

なダーク･ラブ≒サスペンス”です｡ 

出版社 推薦作品 推薦作品名 推薦コメント 

マッグガーデン 

 

三国恋戦記～オトメの

兵法！～ 

原作や三国志を知らなくても OK!誠実武

将･ヤンデレ武将･俺様君主･飄々軍師 etc 

イケメン武将達との戦と恋の駆け引きに

ドキドキすること間違いなし!あなたなら

どの武将を選ぶ?ルート違いのシリーズも

充実です! 



出版社 推薦作品 推薦作品名 推薦コメント 

小学館 

 

コタローは１人暮らし 

アパートに引っ越して来たコタローは４

歳児にして１人暮らし!そんな子供らしか

らぬ生活力を持つ彼の､少しずつ明らかに

なる過去に､皆が心を震わせていく･･･笑

って泣けるアパートメントコメディ! 

少年画報社 

 

KIPPO 

2017年度広島東洋カープのスローガン

『力舞吼!』のイラストを描いたことでも

人気沸騰!田中宏先生の最新作!広島を愛す

る作者の廣島魂ここにあり! 

スクウェア･エニックス 

 

ラララ 

金田一先生は､突飛な環境からのキャラク

ター達の丁寧な心象描写こそが面白さの

醍醐味で､本作でもいきなり結婚をする男

女を丁寧に描いています｡また､本作の構

成は電子書籍との相性も◎!この機会に是

非お試しを! 

ソルマーレ編集部 

 

エデンの王【特装版】 

関連動画 100 万 PV 超!｢MASTER キート

ン｣脚本の長崎尚志､待望の新作!! 古代遺

跡､狼ウィルス､刻印されし男…｡謎が謎を

呼ぶ本格派ミステリー巨編!! 人類滅亡の

危機に世界はどう動くのか――!? 

白泉社 

 

あそびあそばせ 

シュールなギャグがＳＮＳで話題沸騰!

｢今､一番画力を無駄遣いしている作家

No.1｣涼川りん先生による､美少女 3 人が

織りなすお遊戯コメディ､ご覧あそばせ! 

双葉社 

 

監獄実験 

-プリズンラボ- 

イジメの首謀者を監禁して復讐できる機

会を得た､いじめられっ子の話｡心をエグ

る描写､謎が謎を呼ぶ展開に読み始めたら

止まりません｡復讐､ゲーム､グロ描写､こ

の 3要素が好きなら 100％ハマりますよ! 



出版社 推薦作品 推薦作品名 推薦コメント 

芳文社 

 

村祀り 

伝説の神器､海賊の秘宝…歴史に埋もれた

宝を求めて全国を旅する異端の学者･三

神｡常識を超える幽村の祀り､付きまとう

黒い仏の謎､そして三神が探し求める本当

の宝とは?怖いけれど目が離せない大人の

現代お伽噺｡ 

 

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1,700万人!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､2017年8月16日に13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43万冊以上の充実の品ぞろえ 

コミックは21万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82万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2,200冊以上を常時提供しています｡1,100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2017年10月31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､恋愛ゲーム｢Shall we date?｣

シリーズ､および､新規事業のフリマアプリ｢モノキュン！｣やミュージックアプリ｢リリンク｣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:https://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 

http://www.nttsolmare.com/
https://www.cmoa.jp/


■ゲーム事業 

･女性向け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/ 

 

 

 

 

 

 

･男性向け恋愛シミュレーションゲームアプリ｢Moe! Ninja Girls｣の提供･運営 

  公式サイト(英語):http://ninjagirls.moe/ 

 

 

 

 

 

■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: https://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 仲野､角､永田 

連絡先:06-6228-8861 

e-mail:info@nttsolmare.com 

http://shallwedate.jp/en/
http://ninjagirls.moe/
https://www.monoqn.com/
https://www.lylink.jp/

