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 2019 年 10 月 1 日 

エヌ･ティ･ティ･ソルマーレ株式会社 
 
 

令和最初のヒットを予測､一般読者がガチンコ投票でNo.1 を決定! 

『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2020』を開催 
エントリー100作品が､1巻無料や試し読み大幅増量! 

女性･男性･BL･TL部門に加えて､｢ラノベ部門｣を新設 

‐投票期間:2019年 10月 1日(火)～11月 30日(土)23:59‐ 

 

国内最大級の電子書籍サイトであるコミックシーモア(運営: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)は､電子コミック市場の更なる発展と電子書

籍利用促進のために､『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2020』を開催いたします｡本開催に伴

い､2019 年 10 月 1 日(火)～11 月 30 日(土)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2020』とは 

出版社61社が､｢2020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､2020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､投票期間限定で各出版社が推薦した100作品の1巻目の無料配信や試し読みページ

の増量を実施いたします｡投票は､特設ページ内の｢投票する｣ボタンをクリックすることで簡単

に行うことができ､どなたでも参加いただけます｡ 

 

第3回目となる今回は､｢男性部門｣｢女性部門｣｢BL部門｣｢TL部門｣に加えて､｢ラノベ部門｣を新

設しました｡エントリー作品は前回と比較し約2倍となり､更に賞の規模が拡大しています｡ 

また､｢15周年特別賞｣はコミックシーモア15周年を記念し特設した賞で､2004年のサービス開



始から毎年ランキング1位に輝いた作品を対象としております｡｢凪のお暇(秋田書店)｣や｢進撃の

巨人(講談社)｣等の人気作品が選ばれており､一部作品の無料配信も実施しております｡また､そ

の他投票特典として人気声優のサイン入りグッズのプレゼントなども同時開催いたします｡ぜひ

令和最初のヒット作をみなさまの手で選んでください｡ 

 

1.投票特設サイトおよび概要 

企画名  :みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2020 

投票期間 :2019年10月1日(火)～11月30日(土)23:59 

特設ページ:https://www.cmoa.jp/comic_prize/?page=entry 

部門   :男性部門､女性部門､BL部門､TL部門､ラノベ部門  

エントリー作品数:100作品 

投票方法 :特設サイトの｢投票する｣ボタンをクリック 

※会員登録は不要 

※1部門1回まで(合計5部門)投票いただけます｡ 

 

作品推薦出版社(※五十音順､敬称略): 61社 

アース･スター エンターテイメント､アイエムエー､アイプロダクション､秋田書店､アルファポ

リス､一迅社､STDパブリッシング､オーバーラップ､宙出版､オトメチカ出版､KATTS､

KADOKAWA､海王社､快感倶楽部､笠倉出版社､グループ･ゼロ､グループH､幻冬舎コミックス､

コアマガジン､講談社､シガリロ､ZITTO､シュークリーム､集英社､秋水社ORIGINAL､主婦の友

社､ジュリアンパブリッシング､小学館､少年画報社､新紀元社､新書館､新潮社､スクウェア･エニ

ックス､スターツ出版､祥伝社､SBクリエイティブ､ソルマーレ編集部､大都社/秋水社､大洋図書､

DeNA､東京漫画社､TOブックス､徳間書店､日本文芸社､ノース･スターズ･ピクチャーズ､白泉

社､早川書房､一二三書房､双葉社､プランタン出版､フロンティアワークス､フューチャーコミッ

クス､ぶんか社､Bevy､芳文社､ホビージャパン､マイクロマガジン社､マッグガーデン､メディア

ソフト､モバイルメディアリサーチ､リブレ 

 

＜エントリー作品＞※敬称略   

【男性部門】 

主に男性向けと定義しているコミックの部門です｡ 

https://www.cmoa.jp/comic_prize/?page=entry


 



 

【女性部門】 

主に女性向けと定義しているコミックの部門です｡ 

 



 



【TL部門】 

ティーンズラブ作品の部門です｡ 

No 作品名 作家 出版社 

1 愛くるしくて(スーツの下が)はち切れそう! 冴島つき  グループH 

2 イッても､イッても…止めないよ?  この男､猛獣｡ こしあん オトメチカ出版 

3 1泊2日､出張先のホテルで､上司との背徳な

淫夜｡ 
こゆきはら星 STDパブリッシング 

4 オジサマ紳士はケダモノ上司 絶頂テクで結婚を

迫ってきて困ります!(分冊版) 
松本ウル子 ぶんか社 

5 大人なちっぱいの付きあい方 冴原ゆいと 双葉社 

6 オネエ系ヤクザに毎晩溺愛されてます 天真夜 ソルマーレ編集部 

7 合コン相手は肉食警官!?～26歳処女は捕ら

われたい～【分冊版】 

佐鳥百/踊る毒林檎

/ache 
笠倉出版社 

8 婚家の未亡人 大倉かおり 秋田書店 

9 佐々木､俺は甘くはないからな 陽志 快感倶楽部 

10 シーツの波間でみる夢みたいな キラト瑠香  フューチャーコミックス 

11 
社外では､理想の上司がエロになる 

七嶋いよ/ラブきゅん

コミック編集部 
モバイルメディアリサーチ 

12 准教授は食虫植物男子～先生の甘い匂いに さとうここ グループ･ゼロ 

https://www.cmoa.jp/author/68349/
https://www.cmoa.jp/author/71276/


誘われて､私は欲情の蜜に溺れる～ 

13 処女ギャルとオオカミ王子 八科こむぎ リブレ 

14 抱きつぶすまでやめねぇぞ～凄腕社長のブライダ

ルSEX 
きびだんごゆん KATTS 

15 だったら俺に惚れてしまえ おやぬ ZITTO 

16 年上の旦那様 龍本みお 宙出版 

17 ナカイキする顔､もっと見せて～お見合い相手と

絶倫SEX 
星乃みなみ Bevy 

18 陽だまりのアスファルト ～姐さん､はじめました～ 山口ねね 小学館 

19 淫らな龍に溺れる花～ヤクザとエリートに奪われ

て～ 
相田早智子 大都社/秋水社 

20 両性花～交わる運命の番(つがい)～ キラト瑠香 アイプロダクション 

 

【BL部門】 

ボーイズラブ作品の部門です｡ 

No 作品名 作家 出版社 

1 あなたのスーツを脱がすには しかくいはこ シガリロ 

2 愛しのXLサイズ 重い実 一迅社 

3 狼の花嫁 りゆま加奈 フロンティアワークス 

4 幼馴染をメスイキ調教～好きだからNTR(寝

取り)ます 
いけがみ小5  秋水社ORIGINAL 

5 俺のアオハルは渡さない 加藤スス 徳間書店 

6 GAPS 里つばめ 大洋図書 

7 キューピッドに落雷 鈴丸みんた 東京漫画社 

8 嫌いでいさせて ひじき リブレ 

9 黒か白か さちも KADOKAWA 

10 こいものがたり 田倉トヲル 幻冬舎コミックス 

11 シバは今日もばか! いちかわ壱 ソルマーレ編集部 

12 シャングリラの鳥 座裏屋蘭丸 プランタン出版 

13 セラピーゲーム 日ノ原巡 新書館 

14 先生は仏頂面してやってくる 来栖ハイジ 芳文社 

15 罪と咎 天河藍  メディアソフト 

16 独身両性が外堀を埋められる話 カノンチヒロ シュークリーム 

17 25時､赤坂で 夏野寛子 祥伝社 

18 バーレスクナイト 那木渡 海王社 

19 バックステージ､君のいいなり｡ 中見トモ ジュリアンパブリッシング 

20 みだらな猫は爪を隠す 嶋二 コアマガジン 

 

https://www.cmoa.jp/author/68349/
https://www.cmoa.jp/author/71276/


【ラノベ部門】 

ライトノベル小説の部門です｡ 

No. 作品名 作家 出版社 

1 悪役令嬢になりたくないので､王子様と一緒に

完璧令嬢を目指します! 

月神サキ/雲屋ゆき

お 
ジュリアンパブリッシング 

2 暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明ら

かに強いのだが 
赤井まつり/東西 オーバーラップ 

3 異世界ゆるり紀行 ～子育てしながら冒険者

します～ 

水無月静琉/やまか

わ 
アルファポリス 

4 穏やか貴族の休暇のすすめ｡ 岬/さんど TOブックス 

5 鬼人幻燈抄 中西モトオ 双葉社 

6 こぎつね、わらわら 稲荷神のまかない飯 松幸かほ メディアソフト 

7 しあわせ食堂の異世界ご飯 ぷにちゃん スターツ出版 

8 実は俺､最強でした? 澄守彩/高橋愛 講談社 

9 シナリオ通りに退場したのに､いまさらなんの御

用ですか? 

真弓りの/加々見絵

里 
新紀元社 

10 
聖女の魔力は万能です 

橘由華/珠梨やすゆ

き 
KADOKAWA 

11 千歳くんはラムネ瓶のなか 裕夢/raemz 小学館 

12 転生賢者の異世界ライフ ～第二の職業を得

て､世界最強になりました～ 
進行諸島/風花風花 SBクリエイティブ 

13 
転生しまして､現在は侍女でございます｡ 

玉響なつめ/仁藤あ

かね 
フロンティアワークス 

14 転生幼女はあきらめない (サーガフォレスト) カヤ/藻 一二三書房 

15 なめらかな世界と､その敵 伴名練 早川書房 

16 冒険者になりたいと都に出て行った娘がSラン

クになってた 
門司柿家/toi8 

アース･スター エンターテ

イメント 

17 魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたんだが､どう

愛でればいい? 
手島史詞/COMTA ホビージャパン 

18 マリエル･クララック 桃春花/まろ 一迅社 

19 傭兵団の料理番 川井昂/四季童子 主婦の友社 

20 わが家は幽世の貸本屋さん―あやかしの娘と

祓い屋の少年― 
忍丸/六七質 マイクロマガジン社 

 

＜15周年特別賞受賞作品＞※敬称略 

コミックシーモア15周年を記念して特設した賞です｡2004年から2018年の中で各年度のラン

キング1位のコミックを｢15周年特別賞｣として選定いたしました｡ 

年度 作品名 作家 出版社 

2004 静かなるドン 新田たつお 実業之日本社 

2005 北斗の拳 第一部 武論尊/原哲夫 集英社 



2006 まんがグリム童話 金瓶梅 竹崎真実 ぶんか社 

2007 すんドめ 岡田和人 秋田書店 

2008 

2009 天は赤い河のほとり 篠原千絵 小学館 

2010 ノ･ゾ･キ･ア･ナ 本名ワコウ 小学館 

2011 

2012 

2013 進撃の巨人 諫山創 講談社 

2014 L･DK 渡辺あゆ 講談社 

2015 キングダム 原泰久 集英社 

2016 逃げるは恥だが役に立つ 海野つなみ 講談社 

2017 凪のお暇 コナリミサト 秋田書店 

2018 恋と弾丸 箕野希望 小学館 

 

2.過去の｢電子コミック大賞｣受賞作品について 

電子コミック大賞は2018､2019と過去2度に渡り開催しております｡電子コミック大賞2020

年の開催期間中､電子コミック大賞2018､電子コミック大賞2019の各賞受賞作品の20％還元キ

ャンペーンも開催しております｡ 

 

電子コミック大賞2019 大賞受賞作品※敬称略 

『LV999の村人』(角川コミック･エース)/岩元健一 星月子猫 ふーみ 

URL:https://www.cmoa.jp/comic_prize/?year=2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜受賞コメント＞ 

【岩元健一先生より】 

この度は立派な賞に選んでいただき､ありがとうございます!ありがた度を表す語彙がなく恐縮

ですが､なにしろ皆様方のおかげでございます｡今後も多くの方に楽しんでもらえるよう頑張り

たいと思います｡ 

【星月子猫先生より】 

この度は栄誉ある賞をいただき､誠にありがとうございます｡Web小説から始まったこの作品

を､受賞へと導いてくださった岩元先生をはじめ､編集部の皆様､イラスト原案のふーみ先生､応

援していただいた皆様に厚く御礼申し上げます｡めじゃぐちゃうれじぃ!(素) 

https://www.cmoa.jp/comic_prize/?year=2019


【ふーみ先生より】 

この度は｢LV999の村人｣を大賞に選んで頂いたとのこと､大変嬉しく思います｡星月先生､岩元

先生､おめでとうございます｡原作イラストを担当させて頂いたことをとても幸せに思います｡応

援していただいた皆様､本当にありがとうございました｡ 

 

電子コミック大賞2018 大賞受賞作品※敬称略 

『かわいいひと』(白泉社)/斎藤けん 

URL:https://www.cmoa.jp/comic_prize/?year=2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜受賞コメント＞ 

【斎藤けん先生より】 

この度は｢かわいいひと｣を大賞に選んでいただき､ありがとうございます!応援して下さった

方々に深くお礼申し上げます｡身に余る光栄に驚いておりますが､たくさんの人に愛される漫画

になるよう､これからも一話一話大切にかいていこうと思います｡ 

 

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1,500万人超!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､2019年8月16日に15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60万冊以上の充実の品ぞろえ 

コミックは33万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130万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 

➅毎月大量のキャンペーンを常時展開 

無料作品6,033冊を提供しています｡1,725本の特集･キャンペーンを展開しています｡ 

≪数値はすべて2019年8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｣｢Moe! Ninja Girls｣､および､新規事業のミュージックアプリ｢リリンク｣を中心とした

https://www.cmoa.jp/comic_prize/?year=2018


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/ 

 

 

 

 

 

･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 

公式サイト:http://www.nttsolmare.com/e-publish/original_publishing/ 

 

 

 

 

 

･We Love コミック｢あつまれ!マンガを愛する人よ｡｣ 

公式サイト: https://www.cmoa.jp/WeLoveComic/ 

 

 

         

         

 

･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 

公式サイト: http://www.nttsolmare.com/e-publish/for_company/ 

 

 

 

 

 

■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/ 

 

 

 

 

 

･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/ 

http://www.nttsolmare.com/
https://www.cmoa.jp/
http://www.nttsolmare.com/e-publish/original_publishing/
https://www.cmoa.jp/WeLoveComic/
http://www.nttsolmare.com/e-publish/for_company/
http://shallwedate.jp/
http://ninjagirls.moe/


 

 

 

 

 

■新規事業  

･音楽と写真で作る､新しい形のメッセージングアプリ｢Lylink｣  

 公式サイト:https://www.lylink.net/ 

 

 

 

 

 

＜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 中川､熊野､永田 

 連絡先:06-6228-8861 

e-mail:info@nttsolmare.com 

 

mailto:info@nttsolmare.com

