(インフォメーション)
2020 年 7 月 8 日
エヌ･ティ･ティ･ソルマーレ株式会社

新たな暮らしや挑戦に踏み出す人たちにマンガでエールを贈ります!

今だから伝えたい､ココロ動かす名シーン

人気タイトルが最大 6 巻無料で読める!
『マンガはあなたを応援します!!#背中を押すマンガのコトバ』
キャンペーン 7 月 18 日(土)よりスタート!
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: 朝日 利彰)は､2020 年 7 月 18 日(土)より､特設サ
イト､公式 Twitter において､『マンガはあなたを応援します!!#背中を押すマンガのコトバ』キ
ャンペーンを実施いたします｡

本キャンペーンは､新しい生活様式がはじまり､新たな暮らしや挑戦に踏み出す人たちにエー
ルを贈るプロジェクトとして展開いたします｡出版社 9 社のご協力のもと､全 68 タイトルの名
シーンより､人気キャラクターの『#背中を押すマンガのコトバ』を題材にしたコンテンツをお
楽しみいただけます｡
特設サイトでは､対象タイトルが全巻 5 冊 10％オフクーポンの配布や､最大 6 巻が無料で読め
るお得なキャンペーンを開催いたします｡公式 Twitter においては､｢#背中を押すマンガのコト
バ｣をシェアして広める『#セリフをシェアしよう!』や､4 択によるクイズ形式で名シーンのセリ
フを当てる『#セリフを当てよう!』､｢今ならあのキャラは何と言う?｣というお題に対して､参加
者が考えたセリフをいれて回答する『#セリフで大喜利!』の 3 つのコンテンツを展開いたしま
す｡さらに､参加者の中から(｢#セリフを当てよう!｣は正解者の中から)抽選で合計 300 名様に
1,000 円分のギフトコードをプレゼントいたします｡

コミックシーモアは､新たな暮らしや挑戦に踏み出すみ人たちへ､マンガでエールを発信して
まいります｡是非この機会に､『マンガはあなたを応援します!!#背中を押すマンガのコトバ』キ
ャンペーンをお楽しみください｡

1.『マンガはあなたを応援します!!#背中を押すマンガのコトバ』キャンペーン概要
特設サイトと公式 Twitter にて､新しい生活様式がはじまり､新たな暮らしや挑戦に踏み出す
人たちにエールを贈るプロジェクトとして展開｡
■キャンペーン参加出版社:
秋田書店､KADOKAWA､コアミックス､講談社､集英社､小学館､スクウェア･エニックス､白泉社､
双葉社 (※五十音順､敬称略)
■実施期間:
2020 年 7 月 18 日(土)～2020 年 8 月 30 日(日)
■特設ページ:
第 1 弾:7 月 18 日(土)～7 月 31 日(金)
https://www.cmoa.jp/?cmoa=proverb&cmoa_pg=proverb01&proverb=proverb01_release
第 2 弾:8 月 1 日(土)～8 月 15 日(土)
https://www.cmoa.jp/?cmoa=proverb&cmoa_pg=proverb02&proverb=proverb02_release
第 3 弾:8 月 16 日(日)～8 月 30 日(日)
https://www.cmoa.jp/?cmoa=proverb&cmoa_pg=proverb03&proverb=proverb03_release

■参加作品
MAJOR

©満田拓也/小学館

1～2 巻無料

銀の匙 Silver Spoon

©荒川弘/小学館

1～2 巻無料

宇宙兄弟

©小山宙哉/講談社

1～2 巻無料

進撃の巨人

©諫山創/講談社

1～2 巻無料

Re:ゼロから始める異世界生活 第三
章 Truth of Zero

© 春 河 35 ･ 朝 霧 カ フ カ
/KADOKAWA
©マツセダイチ･大塚真一郎･
長月達平/KADOKAWA

学園アリス

©樋口橘/白泉社

1～2 巻無料

暁のヨナ

©草凪みずほ/白泉社

1～2 巻無料

フルーツバスケット

©高屋奈月/白泉社

1～2 巻無料

君の膵臓をたべたい

©桐原いづみ･住野よる/双葉
社

1 巻無料※2

じゃりン子チエ 新訂版

©はるき悦巳/双葉社

1～6 巻無料※2

うちのメイドがウザすぎる!

©中村カンコ/双葉社

1 巻無料※2

異世界ヤンキー八王子 分冊版

©奥嶋ひろまさ/双葉社

1 巻無料※2

クラスごと集団転移しましたが､一番強
い俺は最弱の商人に偽装中です｡(コミ
ック)

©ヨシモト･かわち乃梵天丸･
荒井空真/双葉社

1 巻無料※2

みかづきマーチ 分冊版

©山田はまち/双葉社

1 巻無料※2

文豪ストレイドッグス

第一弾

鋼の錬金術師
魔法陣グルグル

第二弾

©Hiromu
Arakawa/SQUARE ENIX
©Hiroyuki Eto/SQUARE
ENIX

1～2 巻無料
1～2 巻無料

1 巻試し読み増量
1 巻試し読み増量

バキ

©板垣恵介(秋田書店)

1～2 巻無料

WORST

©高橋ヒロシ(秋田書店)

1～2 巻無料

アルテ

©大久保圭/コアミックス

1～2 巻無料

青のオーケストラ

©阿久井真/小学館

1 巻無料

アオアシ

©小林有吾/小学館

1～2 巻無料

D-LIVE!!

©皆川亮二/小学館

1～2 巻無料

ちはやふる

©末次由紀/講談社

1～2 巻無料

ダイヤの A

©寺嶋裕二/講談社

1～2 巻無料

のだめカンタービレ

©二ノ宮知子/講談社

1～2 巻無料

転生したらスライムだった件

©伏瀬･川上泰樹/講談社

1 巻無料

炎炎ノ消防隊

©大久保篤/講談社

1～2 巻無料

ダンジョン飯

©九井諒子/KADOKAWA

1 巻無料

クレヨンしんちゃん

©臼井儀人/双葉社

1～6 巻無料※2

監獄実験-プリズンラボ-

©水瀬チホ/貫徹/双葉社

1 巻無料※2

桐谷さん ちょっそれ食うんすか!?

©ぽんとごたんだ/双葉社

1 巻無料※2

おじさまと猫

©Umi
ENIX

1 巻試し読み増量

Sakurai/SQUARE

ゆうべはお楽しみでしたね

© 2012-2020 ARMOR
PROJECT/BIRD
STUDIO/SQUARE ENIX
All Rights Reserved.
©Renjuro
Kindaichi/SQUARE ENIX

1 巻試し読み増量

クローズ

©高橋ヒロシ(秋田書店)

1～2 巻無料

BEASTARS

©板垣巴留(秋田書店)

1～2 巻無料

バウンサー

©みずたまこと(秋田書店)

1～2 巻無料

魔入りました!入間くん

©西修(秋田書店)

1～2 巻無料

アンサングシンデレラ 病院薬剤師 葵
みどり

©荒井ママレ/コアミックス

1 巻無料

信長協奏曲

©石井あゆみ/小学館

1～2 巻無料

ゴルゴ 13

©さいとう･たかを/小学館

1～2 巻無料

医龍

©乃木坂太郎･永井明/小学
館

1～2 巻無料

BLUE GIANT

©石塚真一/小学館

1～2 巻無料

七つの大罪

©鈴木央/講談社

1～2 巻無料

フラジャイル 病理医岸京一郎の所見

©草水敏･恵三朗/講談社

1～2 巻無料

コウノドリ

©鈴ノ木ユウ/講談社

1～2 巻無料

四月は君の嘘

©新川直司/講談社

1～2 巻無料

ヒ プ ノ シ ス マ イ ク － Division Rap
Battle－ side B.B ＆ M.T.C

©EVILLINERECORDS ･ 蟹
江鉄史/講談社
©緒方俊輔 ©吉岡 剛 ©
菊池政治/KADOKAWA

賢者の孫
第三弾

1 巻試し読み増量
1～2 巻無料

蒼竜の側用人

©千歳四季/白泉社

1～2 巻無料

この世界の片隅に

©こうの史代/双葉社

1 巻無料※2

冒険家になろう!～スキルボードでダンジ
ョン攻略～(コミック)

©栗山廉士･TEDDY･萩鵜ア
キ/双葉社
©Shinkoshoto
/
SB
Creative Corp. キャラクター
原案:風花風花
©Friendly Land/SQUARE
ENIX
©Roy
©Ranran/SQUARE ENIX

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～

神達に拾われた男

1 巻無料※2

1 巻試し読み増量

1 巻試し読み増量

ダーウィンズゲーム

©FLIPFLOPs(秋田書店)

1～2 巻無料

ハリガネサービス

©荒達哉(秋田書店)

1～2 巻無料

鮫島､最後の十五日

©佐藤タカヒロ(秋田書店)

1～2 巻無料

セトウツミ

©此元和津也(秋田書店)

1～2 巻無料

※2 ストリーミング

2.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68万冊以上の充実の品ぞろえ
コミックは39万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186万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展開
無料作品8,015冊以上を常時提供しています｡2,038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2020年6月30日実績≫
3.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､オリジナルブランド｢ソルマ
ーレ編集部｣によるコミック制作､恋愛ゲーム｢Shall we date?シリーズ｣｢Moe! Ninja Girls｣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/

･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/

＜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

